
名機の回路を検証する(54)

ウエスタン･エレクトリックNo｡1 42A

wEのNo.142Aアンプを初めてわが国に紹介したのは

『無線と実験』 1951年5月号の海外製晶紹介相であった,

それから約50年を経たが今日に至っても名機としてオ

ーディオマニアの問では評判が高い.現代の広帯域ア

ンプでは出せない一種独特な音を出してくれる,

あまりにも,有名なウエスタ

ン･エレクトリック(WE)のアン

プを取り上げるに当たり,ごく簡

単にWEの歴史を時系列的にたど

ってみます.

1869年　グレイ･アンド･バート

ン電気製造店として創立.場所

クリーブランド.

創立者.エリシャ･グレイとエ

ノス･N･バートン.

製品:ロールピアノ,タイプラ

イター,白熱電灯など

ウェスターン･ユニオンの傘下

に入り,電信装置,電話装置を

製造.

1879年　電話交換機の発明製造.

1880年　米国最大の電話機製造会

社となる(社長エノス･N･バー

トン).

No,142Aは業務用に使用されることを目的として開発

されたアンプで,前置アンプなどを搭載して用途に対

応した構成で使用する. 350Bおよび6L6Gを差し替え

て出力を変えて使用したようなので,検証も両真空管

を使って動作させて特性を測定した.

1881年　ベル電話会社に買収さ

れ傘下に入る.

1982年　ベル電話会社の特許を

使用し,ベル･システムの機器

供給会社となる.

1907年　wE社とATTの両研究部

門を統合し,研究部門を創立

(ベル研究所の前身).

1920年　ラジオ実験局の設置と運

営.

1922年　送信出力500Wの送信機

を製造(WEBY局).

1923年　本格的ラジオ専用スタジ

オの設置.

1925年　ベル研究所発足(WEと

ATTの共同出資).

トーキーシステムの発明.

1926年　子会社エレクトリカル･

リサーチ･プロダクトを設立

(ERPI,映画専門社).

1927年　世界最初のトーキー映画

劇場上映.

1933年　トーキーシステム用3極

出力管WE300Aを開発,製造.

1934年　WEIO86トーキーシステ

ム発表(86Aアンプ使用)

1935年　ERPIを売却,トーキー

映画事業から撤退.

音響システムの開発,製造はそ

の後も続き,供給,保守は続け

られる.

1936年　wE500トーキーシステム

を発表(91Aアンプ使用).

1938年　WE3008を開発.

1940年　WE350Bを開発.

第2次世界大戦が勃発し最高軍

事機密であるレーダー製造契約

に調印,製造を開始.戦争終決

までに,空,陸,海用に約70

種, 57000台を製造.
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図21 No.142Aの回路図

ラスト法違反として提訴.

第1回目のこの訴訟は1949年に

提起され, 1956年に和解し,

同意審決によりATTは分割を

免れた.

第2回目の反トラスト法違反の

提訴は, 1974年に行われ1982

年1月に和解に至り,修正同意

審決がなされ,ここにATTの

分割が決定した.

分割期日は, 1984年1月1日で

あり,ベルの名称とロゴは分割

される会社に割り当てられ,

ATTではベル研究所を除き,そ

の名稀の使用を禁じられている

図1が, ATTの分割以前と以後

信メーカーで

クノロジー･

システムズのもとで,市場別子会

社群に再編成されました.

No.1 42Aアンプ

No.142Aアンプは.放送局,録

音スタジオなどで使用されること

を目的として開発されたアンプで

あり,表1にあるNo.142アンプ請

の基鞋アンプです.

図2がNo.142Aアンプの回路で

す.

図3が原機のシャシー上面を示

しています.左側のスペースに

No.141 (前置アンプ)などを搭載

して用途に応じた構成にして使用

します.

今回の検証機は718Aユニット

を搭載して6000ラインを受けら

れるようにしています.図4がそ

の寸法です.

図5は,シャシー正面を示しま

す.入出力の端子板は,パネル面

よりスペースをおいてシャシー内

部に収まっているので,縁類はシ

ャシー内部より持ち込まれ,保護

用パネルを付けると,表面は平坦

になります.入力や出力の接続替

えはパネルを外せば正面からでき

ます.このことは図6を参照すれ

ばわかりやすいと思います.

図7はシャシーの後面です.

wEの発表データは表1にある

とおりで, eLeG使用時は12W出

力ですが, 350B使用時は25Wと

あります.これは図2の注記にあ

るように,出力管の動作を変えて

いるからです.この図にも記入さ

れているように出力管2本の合計

プレート電流はeLeG実装時は

85mAですが, 350B実装時は

150mAと増加しています.プレー

ト電圧も375Vが400Vと高くなっ

ています.したがってプレート直

流入力電力はつぎのようになりま

す.

eLeGの場合

(375 〔Ⅴ〕 - 22 〔Ⅴ〕) × 0.085A÷ 2

-15 〔W〕
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右上(こ電源トランス,その左に出力トランスと電鰯コン,中央はチョークコイル,下に

真空管が左から6SN7GTX2, 350BX2, 5∪4Gと並んでいる

【表2i No.142A原機のパーツリスト

真空管 �3S�,ﾒ�2 葉R�ﾆTx諍w��"��

eSN7GT 2748 �"���RCA WE(5U46使用可) 

OPT 鉄����1 1 都����tR�

PT 鳩2ﾓ�3�#��付R�

CH 妊5"ﾓ�C�縱��1 付R�

電解 �3�牝e�#CsUb�1 �5�7h8��ｸ4竏7X8ﾘ6(4霰竰�

80l《F475V 30l《F50V 駐��スプラーク(ブロック型) 

80ltF300V ���スプラーク(筒型) 

コンデンサー 滴�ﾆ�bﾘ4�488ｳc��b�1 �5�7h8��ｸ4竕9ｸﾅ竰�

0.05′`Fオイル600V 澱�スプラーク(チューブラー型) 

0.00025′′F500V 0.00025l`F300V �����サ/カモ(マイカ) サンカモ(マイカ) 

VR 鉄��ｵ��r�1 �俯�ｩ�駢��d"�

抵抗 ��1 ��d(7ｨ4X8ﾘ4R�

3kQ2W 8.2kQ2W �"�����A&Bモールド A&Bモールド 

85kQ2W 僊&Bモールド 

100kQ2W �"�"�A&Bモールド 

100kOIW 僊aBモールド 

150kQIW ���A&Bモールド 

100Qll2W �"�A&8モールド 

1.5kQll2W 2.4kQll2W ���"�A&Bモールト A&Bモールド 

6.2kO1/2W ���A&Bモールド 

謹言
十巨｣ 02 -｣ヰ十

1図41 718A寸法図

抵抗 ��Vｵ�ﾄ�%r�3�ｴ亦�1 ���(8(�ｸ8ｸ6��

1/2W 51kQll2W �����A&Bモールド AaBモールド 

68kQll2W kQ ���A&Bモールド 

1001/2W 150kQll2W �"���A&Bモールド A&Bモールド 

240kQ1/2W �2�"�A&Bモールド 

470kQ1/2W 僊&Bモールド 

500kQ1/2W �����AaBモールド 

2ー2MO1/2W 僊&Bモールド 

他の ��5 1 1 1 1 �5h986��

部品 ���7898�|ﾙVH��L"�丿Y/h�|ﾙw��

11ピン入力端子板 刳e窪出力用 

別図参照 

2Aヒューズ付き 

ツマミ �������矢型 

電源スイッチ 振抗.容量取り付け 剳ﾊ図参照 

618-D �����入力トランス 

入力ユニット �������RCA型 

キヤノン �3ピン 

スピーカー用 ターミナル ���r�正規蔀晶外 
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111一書 �� ��81-1188 �� ��喜一ili菓 �� 塔ャ��ﾒ�

11111園漢 �� ��81-118臆 �� 塔ユ末ﾂ�

" ��十十!星 �� ��!!!把∃ �� ��8811一書 �� 塔��ﾒﾒﾒ�

8811一書音 �� ��81111ii葵 �� ��

11118○ �� ��8111一書音 �� ��1111一書漢 �� 塔����ﾒ�

100　　　　　　　1k

周波数〔Hz〕

I図271ダンピングファクター特性(2号授)

No.1 42Aアンプの総括

原機の回路で最も考えられてい

るのは,位相反転回路に対してで

はないかと思います.

本回路と同様に,位相反転用の

真空管を1本使用している回路は

種々ありますが,いずれも位相反

転笹の増幅度を算定し(仮に5と

すると)上部増幅管の出力の1/5

を位相反転管のグリッドに入力す

るとプレートからは5倍の出力が

取り出せ,上下の出力は同電圧で

位相が反転しており,プッシュプ

ルの位相反転回路が成立します.

このため,位相反転管の増幅度

に等しくなるように,上段の負荷

抵抗を分割しなければなりません.

本回路の位相反転管の増幅度は

1にしていますから,上段のプレ

ートと下段の位相反転管のダリッ

ドをコンデンサーを通じて,直接

結ぶことができます.これは,高

抵抗を位相反転管のカソード抵抗

として,深い電流帰還により,位

相反転管の増幅度を限りなく1に

近付けているからです. _

この位相反転回路は非常にわか

りやすい回路といえます.

前述のとおり,すべての電圧増

幅管に電流帰還を用い,入力抵抗

を上昇させ,前段の真空管の働き

を楽にしています.

現時点では,少々使用すること

が心配ですが,出力管(6LdG-

3508)を替え,電圧,電流を増加

させて簡単に高出力増幅器(25W)

にするなど,基本アンプとして

応用範囲を広くできるように業務

用アンプとして良く考えられてい

ます.

音の傾向

原板の音に関する事柄は,実験

機編で比較してまとめます.
一応,原機の検証が終了した時

点で,特に印象が深かった点をあ

げておきます.

通常にメインアンプとして使う

ど,可もなく不可もなく,またこ

れといった癖もなく,自然体とい

った鳴り方をします.

このときのプリアンプはマラン

ツ7のオリジナルで,ソースはCD

を使用しています.

このままでは優等生といったと

ころで全然面白くありません.ど,

いって,これといった欠点もない

ようです.

そこで,プリアンプを変更し,

音出しをしてみました.使用した

プリアンプは『米国系真空管アン

プのすべて』 (誠文堂新光社発行)

に発表したCD専用プリアンプの

改良型で,低域がふっくらと押し

出してきて,しかも分解能のある

ようにしています.

このプリアンプを使用すると,

マランツ7のときとは違う,生き

生きとした音を出してくれました.

これについての詳細は,実験機

編にまとめますが,原機WENo.

142Aは,入力をそのまま拡大し

て出力として出す痛のないアンプ

といえます.使用場所によっては

アンプで色付けされると困ること

があります.この点,原機は変な-

色付けのない,いろいろな使用場

所(放送局や録音スタジオなど)

にもマッチするアンプであるとい

えます.
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