
映写室のモニタに使われて
いたTA-4189

先月号の原稿を編集部に渡した後

に, SPレコード再生用のカートリ

ッジのデノンDL-103 DSを購入す

るために立ち寄ったオーディオ店で

TA-4189を見つけた. TA-4189は

ウェスタン･エレクトリックの映写

室のモニタ･システムTA-7388に

組み込まれていた20cm口径のフ

ィールド型フルレンジ･ユニットで

本体にはKS-7667の印字表記があ

る. TA-7388のアンプは43プッシ

ュプルのWE95Aでこれは以前

に紹介したことがある. TA4189

を私は過去に何度か聴いていて,か

ねてから自宅の六昼間のSPレコー

ド再生用の小型システムとして最適

だと考えていた.試聴記は｢管球王

国｣ VoL.23の172ページに載って

いる.

ヴィンテージ製品は運のいい出会
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いがないと入手できない.廃盤にな

ったSPレコードやLPレコード

も同様である.欲しいものは追っか

けてもタメで向こうからやって来る

ものだという信念を持っている.

TA-4189も過去10年間ずっと欲

しかっだが手にするチャンスがなか

った.我が家に来てから毎日段ボー

ル箱から出して眺めながらフィール

ド電源やアンプの構想を練っていた

のだった.

多段チョーク回路を採用した
フィールド電源

秋田県の真空管アンプの愛好家で

組織されている｢あきた玉響(たま

ゆら)の会｣ (会長:樋口誠一Tel:

018-832-5050)の2004年11月の例

会で宇都宮の青木英男氏がTA-

4189を多段構成のチョークを使用

したフィールド電源で鳴らした.私

はこの会に参加出来なかったがその

様子を秋田の知人や青木英男氏本人

から聞いていた.

2005年の4月のアムトランス主

催の｢ミニコンサート｣に青木英男

氏を招いてそのフィールド電源で

TA-4189を鳴らしてもらった.アン

プはWE374Aシングルだった.

とても20cmのシングルとは思え

ない堂々たるWEサウンドが平面

バッフルのシステムから飛び出した

のには｢ミニコンサート｣に来場さ

れた方は皆驚いた.

当日青木氏英男氏が使用したフィ
ールド電源はWEのチョークを使

用した重量級のもので簡単には真似

ができない.私はローコストの現行

チョークを使用して青木式の電源を

追実験することにした.またこの電

源を利用したパワーアンプを組み込

むことにした.第1図が本機の全回

路図である.
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〈第1図〉 WE-398Aシングル･
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DCR-27 a)に決めた.単価が¥945

というのも嬉しい.

通常チョークは整流後のプラス側

だけに入れている.青木氏はマイナ

ス側にもプラス側と対紙に入れるこ

とを提唱している,私も594Aやジ

ュンセンL-20ウ-フアのフィール

ド電源回路に僅か40mHという小

インタクタンスのチョークで実験し

たところ,ともすると耳を刺すよう

な鳴り方をすることがあった594

Aが自然で微細な音になりアッテ

ネ一夕のレヴェルを2段上げる結果

となったことを本誌2005年9月号

に書いた.今回のTA4189用はこ

れをさらに強化し,プラス側とマイ

ナス側にlHのチョークを3段入

れた.

3段目のチョークの後をアンプの

B電瀕(+135V)として, TA-4189

のフィールド用の110Vはさらに

360 fl(560 Jl+I knパラ)を通して

得ている.この3600の抵抗は暫定
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iw c"2C"_:I.46 :...05"06mA (D.R=2,0)
vlフィラメント　　N閑uchi PMC-115H

処置で　ここはノグチトランスの

PMC-1010 H (10 H/100mA,

DCR-1870)をプラスとマイナス

に入れる計画である.多段チョーク

はフィールドコイルに発生するヴォ

イスコイルの逆起電を吸収するため

のものなのでスピーカユニットの近

くに置く方が効果的である.

直熱5極管WE-398A/

5603単段シングル･アンプ

WE-398Aは1947年に登場し

た直熱5極管である.電話の終端機

のパワー管用として開発された.

Ef-6.3 V,If-0.5 AEp-135 V,

ESg-135 V. Rk-230 A, Eg-8.5

V, Ip-50mA ISg-4mA RL-

2.5kQの動作例が発表されてい

ら.

単段シングル回路は先月号の

WE-429Aと同じくWE-93Aア

ンプに倣った. WE-429 Aは最大プ

レート損失が12Wに対してWE-

398Aは8Wである.また429A

はビーム管構造の傍熟管に対して

398 Aは5極管の直熱管である.

アンプ部は部品箱から出てきた旧

製品を再利用した. 398Aのフィラ

メントはDC点火にした.以前300

Bのフィラメント点火用に使用して

いた5V/2Aのスイッチング電源

を出力電圧アジャスタで6.OV (最

大値)にした.高周波カット用に10

mHのチョークをフィラメント

の+側に入れた.

入力トランスはUTCのA-

11(5000: 50k,昇圧比-1 : 10)

を使用した.出力トランスには同じ

UTCのS-14を使用した. S-14は

1次が10k-7k-4k-2.5k, 2次が

500-15-8-2 0のユニバーサル型小

型トランスで最大出力が5Wであ

る. S-14はもう市場にないが,その

レプリカがアンティクス･オーディ

オ(Tel : 03-3257-6010, http//www

andixcojp/)から出ている.レプリ
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(3)周波数特性(第4図)詰
oi-8

80Hzから16kHzが-2dBに圭一10

なった.先月号のWE-429Aシン

グルでは90Hzから5kHzが-2

dBだったから高域特性が本機の方

がずっと優れていることになる.

音出し

TA-4189は前述した｢管球王国｣

Vol.23での試聴の印象があまりに

も良かっだので,エシクロ-ジュア

をどうするかずっと考えていた.

とにかく音出しは裸のままするこ

とになった. TA-7388モニタ･シス

メンデルスゾーン:歌の巽に,佗

エルガー(S) 〈BVCC 37442--43)
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テムはメタルケース内にノーバッフ

ルで組み込まれたTA-4189なので

床の上に置いた.

昭和27年(1952年)に来日した

ドイツのソプラノ歌手エルナ･ベル

ガー(1900.10.19-1990.06.14)那

日本ビクターのスタジオで録音した

メンデルスゾーンの歌曲｢歌の翼に｣

他を収録した復刻CD (BMG

BVCC 37442-43)を聴いた.オリジ

ナルはテープ録音で,当時はSPレ

コードと45回転のEP盤でしか発

売されなかった録音である.エル

ナ･ベルガーのレコードはSPと

LPでかなり手元にあるが,この日

本録音は持っていなかった.この2

枚組のCDの三分の二はドイツの

バリトン歌手ゲルハルト･ヒュッシ

ュの日本録音が収録されている.

BMGの担当者がよくベルガーを入

れてくれだと感謝している.

TA-4189とWE-398Aの組み

合わせで鳴らしたベルガーは子供の

時から親しんできたベルガーそのも
"ジョセフ･リン/mシャコンヌ'(NF63001)　のだった.透き通ったソプラノは

WE-555とWE14Aホーンの再
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生とまったく同質のもので最高級の

蓄音機の音を感じさせた.これは

CD化に際して余計な音処理をして

いないことが功を奏したと思う.

次に無伴奏ヴァイオリンの最新録

音がどう鳴るかと興味を持ってCD

をプレーヤにセットした. N&F社

から12月16日に発売される｢ジョ

セフ･リン/魂のシャコンヌ｣

(HYBRID SACD NF63001)ど

題したアルバムである.ジョセフ･

リン(林以信)は台湾出身の両親の

もとに,メンフィスに生まれたアメ

リカ人である.イザイとバッハの無

伴奏曲を2曲ずつ収めたこのCD

はモノ-ラル再生の自然な響きは,

上質のSPレコード録音のように

TA-4189は再生した.音と音楽表現　によって感動的に聞こえるか,そう

はまさに｢魂の響き｣を感じさせ,　でないかを実感したのだった.

これはB&W SS-25によるステレ　　音楽の表現力は周波数常陸やひず

オ再生では単に音の流れに終始する　　み率で測れるものではないことをこ

という結果だった.演奏が再生方法　　こでも体験した.
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●2005年11月号, 3∧5Amp陸r

l8ページ,第2図の

回路を右記のように
訂正いたします. Iii

崎市の阿部様からご
指摘がありました,

訂正とともにお詫び

申し上げます. (編)
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●手前にズラリと並んだのはチョーク･コイル
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