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先月はLPレコードのイコライ

ザだったが,今月はSPレコード用

のLCR型イコライザについてふれ

てみたい.今回もまたイコライザ･

ユニットの挿入場所をフラット･ア

ンプの後に置くことで今までにな

かった高S/Nを得ることができ

輿.そのフラット･アンプ部は3

A5× 2で先月号に発表したものと

同じである(第1図).

WE-4Aリプロデューサ用に

開発されたTA7253A型

EQユニット

参考にしたTA7253A型EQ

は, WE社がレコードに録音したト

ーキー映画のサウンドトラックをピ

ックアップで再生する方式であるヴ

アイタフオニッタ時代の後期に生ま

れた.レコード再生用のピックアッ

プ(カートリッジ+トーンアーム)は

WE4Aリプロデューサである.さ

らに読振動レコード用のD-93306
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リプロデューサと共用している.臥

はIr93306リプロデューサについ

ては不案内だがインピーダンスが5

0のところからMC型であろう.

WE.6Aなる縦振動用リプロデュ

ーサがあるがその前進モデルと思わ

れる. Iy93306リプロデューサはD-

94228インプット･トランス(50:

500 a)で昇圧している. WE-4 A(ラ

テラルカット用)とD-93306 (ヴァ-

ティかレカット)用の切り替えスイッ

チがついている.

TA 7253 A型EQの回路を教え

てくれたのはWE研究家の林明彦

氏で私がWE4A用のパッシブ型

イコライザD-89160 (本誌2004年9

月号に掲載)を製作した直後のことだ

った.林氏から手書きの回路図と一

緒に回路図にあるチョークコイル

(RET)渡された.私がすぐにこの回

路に腰をあげなかった理由は, WE

4AとD89160があまりにも強烈

なインパクトを与えてくれたから

で　TA7253A型EQのことをし

ばらく忘れていた.

WE-4A+D-89160のSPレコ

ード再生音は, WE-594 Aのスピー

カ･システムやWE555の時に真価

を発揮する.だがWE-4Aの針圧

130 gがレコードに与える影響が大

きく,同じレコードをフェアチャイ

ルドのMC型に戻して聴いた時に

現れるミゾ荒れのディストーション

につらい思いがあるため4Aを常

用する気にはなれなかった.

TA7253 A型EQを単なるイ

コライザユニットとして使用す

る

今年になってRIAAカーブの

LCR型EQユニットを使用するプ

リアンプを製作した時, SPレコー

ドのLCR型EQユニットが是非欲

しいと思った.前述の林明彦氏から

TA 7253Aに関する情報を再度も

らった.それまでTA7253Aは4
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Aリプロデューサと組み合わせる

ことだけしか頭になかったが, TA

7253Aは入力5000と出力500(～

のLCR型なのだから, RIAA用の

LCRユニットに置き換えられるこ

とに気がついた.

原回路からラテラルカット用SP

再生の部分だけを取り出したのが第

2図である.オリジナル回路に使用

されていたRET82HをRET25l

AとRET82AはRET251Bで代

用した. C･Rの値はオリジナル回路

通りにRETのタップにロークリ

SWをつけてオッシレ一夕から信

号を加えてSPレコードのカープに

合わせた.

イコライザ･ユニットのみの特性

は第3図である.出力側のRET(4

mH)がスクラッチ･フィルタとして

作動する.ターンオーバ周波数は

200 Hz近辺である.

試聴システムのブロックダイ

アグラム

第4回に試聴システムのブロック

図を載せる.

カートリッジは常用のフェアチャ

NOV　　2005

イルドMode1220C (3ミル針)で

昇圧トランスとしてWE-104Tラ

インアウト･トランスを1次側と2

次側を逆向きで使用している.フラ

ット型プリアンプは第1図の乾電池

駆動の3A5×2 (本誌2005年10月

号掲載)を使用,その出力側に本機

TA7253A型EQユニットが来

る.

CDレコーダまたはパワー･アン

プの前には再度入力トランスWE-

104Tを使用している.プリアンプ

のボリュームは12時の位置で0.5

Vの音声出力を得ている.この状態

ではプリアンプを叩かない限りノイ

ズは検知しない.

ここで入力トランスに変則的な

WE-104 Tの逆接続を使用したか

を述べる.

私はWE-104 Tの逆接続を使用

する前にライン･レベルの6000対

応の入力トランスとしてWE-285
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●イコライザ･ユニットのシャーシ内部を見る

17



(第2図〉 SPレコード用LCREQユニット回路

EやRAIOOlレコ-デイグアンプ

に使用されたD95495を使用して

みた. WE-285Eは二聴SPレコー

ドが豊かな音に聞こえるが,演奏の

細部の表現がわからない. SPレコ

ードらしさが消えてしまい,まるで

LPを聴いているような甘い表現に

なってしまう.

WE-285 Eを使い始めた頃はこ

の甘さにコロリと参ってしまった.

全部のアンプにもつないでいたこと

があったし,これこそWEトーンだ

と思っていた. SPレコードを聴か

なかったら,今でもこのトランスで

満足していただろう.演奏家の魂の

叫びが聴けるSPレコードで砂糖を

振りかけたような285Eは表面的

で耳当たりのいいだけの鳴り万だと

思うようになった.
一方, D95495入力トランスは別

の意味で個性が強い.高音域の描写

が不明確なのがやはりSPレコード

には向いていないと判断した.

WE-104Tは本来がラインアウ

ト･トランスだが,試しに逆方向で

使ってみたとろ音楽が吹き出した.

音は硬めなので音ミゾの荒れたSP

レコードにはさびしい. 104Tを測

定してみるとラインアウトトランス

としての使用時には20Hz-20

kHzが-0.5dB (DC-OmA)であ
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Zoui iN

To From

npui Trans EQ U両

るが,入力トランスとした場合は低

域が100Hzで-1.6dB, 50Hz

で-4dB,30Hzで-6.5dB.高域

は20kHzで-0.6dBである.

イコライザの周波数偏差を気

にすることがほとんど無意味

なことをSPレコードは教えて

くれた

オーケストラ録音のSPレコード

を試聴した.フルテ･ストララム指

揮コンセール･ストララムの演奏に

よるドビュッシー:牧神の午後への

前奏曲(フランスColumbia LFX-30,

MatrixWLX 289-290)である.録音

14

12

10

8

WEIO4T
(6000 18kf))

は推定だが1928年の中頃と思われ

る.ストララム(1876-1933)は1925

年にパリで活躍する名手達を集めて

オーケストラを組織し,演奏会を開

いたりレコード録音を行った.この

｢牧神の午後｣はストララムの初レコ

ード録音でフルートをマルセル･モ

イ-ズが吹いている.

オーケストラの録音のSPレコー

ド愛好者は音の強弱(デュナ-ミク)

とテンポの動きを主に聴いているよ

うに思われる.彼らはオーケストラ

の細部の楽器の音色の変化などに殆

ど耳を傾けない.また古典的なレコ
ード再生法では耳をそばだてたとこ

ろで細部は聞こえなかったと思う.

本機の試聴時に入力トランスを3

種テストしたことを前述したが,局

波数特性が平らな285Eではスト

ララムの演奏はまるで内部が見えて
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(第3図〉 TA7253Aイコライザ･ユニットの周波数特性
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圏
Fa(IChIid

#220C

カートリッジ
WEI O4T　　　(Zouに6000)

(6000 18kn)　(2005年10月号娼載)

インプット･トランスとして使用

(600n 18kn)

インプット･トランスとして使用

〈第4図〉諦閑のブロック･ダイアグラム

●ルンタールLL 4610/1 8 Hを使用する場合

こなかった.ナローレンジの再生が

楽器の数の多いオーストラ再生に向

かないというのは錯覚にすぎない.

また録音イコライザは基準の取り決

めであって,実際にはレコードごと

に音のバランスが違っているから再

生カープを厳密に合わせても意味が

ない.これはLPでも同じである.

スピーカやルームアクスティックが

簡単に±数10デシベルの周波数特

性の偏差をもたらすことを知るべき

で　そんな偏差があっても演奏家の

心は聞き取れるのが人間の耳なのだ

から.

ついでにもう1枚SPレコードを

聴いた.ニェ-ヨークのレコードシ

ョップ``コモドア"がメイジャレコ

-ド会社が歌詞の過激な内容にレコ

ーディングを薦醸した隙を狙って録

音してしまった,ビリー･ホリディ

の｢奇妙な果実｣ (アメリカCommo-

NOV　2005

dore 526, Matrix WP-24403B)であ

る.背筋が凍るほどの恐ろしいビリ

ー･ホリデイに歌はオリジナル録音

のSPレコードからしか聴くことが

できない.ここでも285Eや

D95495インプット･トランスでは

たんに口先だけの歌唱になってしま

ラ. 104Tトランスの真価がここで

も発揮していた.

ドビュッシー`牧村7着=後への前奏曲"

B&W
SS25

スピーカ･システム

iN LL竺些製H OUT

〈第5図〉 Lundahl LL4610/1.8H使用の

EQユニット

アムトランスLCRイコライ

ザ･ユニットLCR-EQU l改

造型SP用イコライザ

TA7253イコライザはWEのチ

ョーク(RET)を使用している.今こ

れを見つけるのは難しい.そこでア

ムトランスから発売されている

RIAA用LCRイコライザユニッ

トLCR-EQUlのLlチョークで

あるLL4610/1.8Hを利用して

SP用EQを組み立てた.ターンオ

ーヴァ用のCを10l/ (WE-513Cペ

ーパーコンデンサ)にして,ターンオ

ーヴァ周波数を250Hzに下げた

(第5図). TA 7253 Aとの上堆靖螺

では苦味は変化がなかった.

`奇妙な果実/ビリー･ホリディ''
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