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今回は直熱5極管の47でスーパ
ーKNFを作ってみたいと思いま

す.以前, 2A3シングル･モノ･ア

ンプ用に, 6個作った電源トランス

が4個眠っていましたので　そのう

ち2個を利用して作ります.残り2

個?, 46も近日中に作りたいと思い

ます.

霞岳本誌では2004年4月号に,

所思篤氏の47シングルや, 2005年

8月号に,藤井秀夫氏の新スーパー

5績47PP等の製作記事がありま

す.

47は交流点灯用に開発された黎

明期5極管で, 247-47-2

A5-42-6F6と進化していき

ました.おなじころ開発された33

は,電池管で直流点灯を目的として

いるため,第3グリッド(サブレッ

サ･グリッド)･がフィラメント5番ピ

ンに接続されていますが, 47は第3

グリッドがフィラメントの中点に接

続され交流点灯用になっています.
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今回使用する電源トランスは30

VAと小さく, 2.5Vに中間タップ

が出ていて一応ハム･バランサを必

要としませんが(第1表参照),コアが

大きくなるとlV辺りの巻線数が

少なくなり電圧の微調整が出来辛く

なり,中点バランスもしくは出力電

圧の正睦さから,どちらかを選択す

る場合があります.

47のスーパーKNFは,フィラメ

ント(カソード)側にチョークコイル

の入る,スーパーKNFVlの回路

●左: TANGSRAM 47,中: ARCTURUS 47,右: TUNG-SOL 47
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クリーングリッドに5kQ(橙色)を

電源につなぎます.そしてスクリー

ン･グリッドとフィラメントの中点

を100IIFのケミコンで接続しま

す.この時,フィラメントNFBは

9dBほど掛かるはずです(実測して
くノ

･〕ません).ですから出力段のひずみ

Ii低下しますが,入力電圧は高くな

ります. 47のバイアス抵抗は15.3

丁÷(31+6)-4200になります.

フィラメントの中点から5H50

mAのチョーク(直流怒抗1500)で

すから抵抗値の不足分を27005

Wの抵抗をシーリーズにします.

電源ですが,ダイオードによる両

婆整流の後,小型2巻線チョークで

アース側B電源側両方にコイルが

7､つています.等価的にはシリーズ

ですがアース側にもコイルが入るこ

とによってアースから回り込むノイ

ズを減らせます.

この後もう1段チョークが入って

11るのはスーパーKNFに困って
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●スーパーKNFの

回路を比較する

〈第1表〉

トランス･データ

出力段のインピーダンスが3極管並

みに下がりますから,そのために電

源ハムが出るのを防ぐ為です.半バ

ラック状態で組んで測定しました.

そうしたら, 200kHz辺りで発振し

ているではありませんか/

初段･出力段ともgmの低い球で

甘く見ていたためです. (だから

SRPPは余り好きじゃ無いと思い

つつ)まず発振を止めなければと

色々やっていました.よく見ると出

力トランスの2次側をアースして

ありませんでした. 2次側をアース

したらピックと発振は止まりまし

輿.

どうも先入観があると何でもその

せいにしてしまうのは私だけでしょ

うか.気を取り直してSRPPの下側

カソードに5kQのボリュームを入

れ, 2次側80に3Vの出力を出し

ながら歪率を測定していくと1.2
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●リア･パネル面より見る.モノ仕様のため非漸こコンパクト
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●雑音ひずみ率特性

を感じます.それとともにKA-

5730の色も出ています. KAは54

857に比べてバランスは取れてい

ますが低域よりの傾向があります.

スーパーKNFもインピーダンス

士rFがるため,音が低域寄りになり

ます.今回はカップリングコンデン

サでバランスを取りましたが,設計

者の定数ならばバランスは54 B57

D方が良くなりそうに思えました.

ヒアリングで思ったことは最初ス

ーパーKNFを考えつきこの回路

で作りはじめた時点では低域が伸び
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0-　　　　　　　　1　　　　　　　W10

ると面白がっていました.バラン

スは前段で少し低域を抑えた方が

聴感上いいように思えます.この

アンプはいつものように春日無線

に置いてありますので興味のある

方はお立ち寄りください.

また, 8月号のEL91と今月号

の47はラジオ技術に持ち込む前

に亀戸クレンェンドでも聴いて戴

きました.音質や外形に関してホ
ームページで問い合わせても第三

者的意見がもらえると思います.

次回はPCL86初期タイプをス
ーパーKNFLたいと思ってい

ます.

計測機器は,パナソニックVP-

7720A (オーディオ･アナライザ

ー),日立Ⅴ-552(オシロスコープ),

他を用いました.

● 47は5ピンのUYタイプのST管

●左が12AX7.右が47
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