
ギ…諾議冨誓窯
ので,読者諸氏に敬遠されてしまうの

ではか､かと気になります.小さな真

空管は受信管と呼ぶのが普通ですし,

まして,その頭に業務用などといった

ら,いったいどんな真空管なのかと思

われるでしょう.しかし,あえてこの

ような-ソマガリな呼び方をしなけれ

ばならないもろもろの事情について述

べさせていただき,多くのラ技フアン

にエレクトロニクスの片隅の状況を知

っていただこうと考えています.

小形真空管の歴史的展望

トランジスタの発展してきた今日で

ち,小形の真空管は非常に多くの方面

で,多量に使用されています.ここで

現在のすがたになるまでの経過をふり

かえってみることは,これからのお話

を理解していただく上に,大切だと思

います.

真空管の発明

19世期の末項は,今日の電子工学の

基礎をなす多くの発明発見が行なわれ

ました.たとえば1879年のクルッブス

の放電現象, 1883年のエジソン効果,

1882-1889年のエルスター･ガイテル

の熱電子放出現象, 1507年の-ルツの

光電効果,1895年のレントゲンのⅩ線,

第1図(荏)-

フレミング管

のI餌

第2図(右)-

ドフォーレの

3塵管

1887年のトムソンの電子の実存証明な

どであります.これらの基礎的物理現

象の解明をもとにその応用が研究され

1004年にフレミングが,はじめて第1

回のような,現在でいう2極真空管を

発明しました.

このフレミング管は加熱織条を負電

位に,対向電極を正電位にして,非常

に高感度の検波特性を発揮したわけで

す.この2極管についで, 1900年ド･

フォレーは籍2図のように,陰極と陽
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≡ ◆業務用真空纏とは何か?

に設計･製造される真空管を,業務用

小形真空管と称しております.

要約しますと,業務小形真蜜管とい

うものは,ラジオ･テレビ局として量

産される一般受信管と異った用途のた

めに品質･性能の保拝されたものとい

えましょう.これら業務用小形真空管

の発生は,すでに申し上げたように,

ウェスターン･エレクトリックのアー

ノルドによる電話中継用兵蜜管にはじ

まりますが,実際にはむしろ戦争時の

高信頼管,その後電位計管,計算機用

直流増幅用,広帯域用,低雑音坤幅用,

直列抵抗用等,つぎつぎに電子工学の

進歩とともに開発されてきました.

特　徴　と　分　類

業務用真空管といっても,本質的な

構造原理は一般受信管と変りありませ

ん.しかし,基本的に具備しなければ

ならない条件として, (I)信頼度が高い

こと, (2)受信管と異った特殊な動作上

の要求性能を,完全に保証することで

あります.

ここでいう信頼度とは,一段的共通

事項で具体的にはつぎのように要約で

きます.

(1)断線,短絡,破線等がない

(2)特性の変化が少ない

(3)寿命が長く,またそろっている

(4)特性のパラツキが少ない

(5)振動や衝撃に耐える

(6)雑音が少ない

(7)有害な電子放出がない

(8)絶縁,耐圧が良く,また劣化し

ない

(9)温要,湿度,ガス等に耐える

(10) on-off動作でも劣化しない

どんな製品であっても,それがいつ

寿命がくるかわからないほど頼りない

ことはありません.真空管などは,そ

く直流増幅用真空管5886〉

の代表のように思われてしまいまし

た.多くの人々が,過去の受信管につ

いて寿命の統計的処理をこころみまし

たが,ベル研究所のガーネットはその

分布が時間に対して,指数函数にした

がうことを発見しました.しかし,実

際にはある時間まで,その傾剣士急激

で,その後指数国数的になります.

.このようすは第3図のようになり,

最初の急激に発生する不良を初期不良

20 �� �2� 
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時　　節　(h子)

と呼んでいます.この短時間の不良の

なかには,とくに, (1)の断線,短絡,

破損が多く,これらはまた絶対不良と

もいわれています.この初期不良を無

くすることは,平均寿命の延長を来す

ことにもなります.

また第3図の係数αの値を小さくす

ることは, (1)のように傾斜をゆるやか

にすることで,長寿命の結果となりま

す. αを決定している要因は,いろい

ろありますが,とくにェミッションに

注目しますと,陰極の温度が最大の要

因です.普通の受信管では,陰極温度

は大体1100oK前後ですが,長寿命の

真空管は1000｡K前後に設計されてい

ます.

陰極温度の問題

第4図に陰極湿度と寿命時間につい

ての1例をかかげます.これからみま

すと,真空管は陰極温度を低く設計し

またEfをさげて使えば,長寿命にな

るように思われます.しかし,荊述の

ように,一般受信管は陰極温度を高く

設計されています　このわけは,陰極

温蔓を低くするとガラス壁や雀電極に

残留していたガスにより,陰極がおか

され易くなります.そのようなガスを

少なくするためには,高級な材料,入

念な処理が必要となり,製品コストを

措めてしまいます.

したがって,一般受信管では,寿命

を犠牲にして,陰極湿度が高目に投書十
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第5図--妓受信管と繭雲形信頼管の比較　　　　　　　第6図一真空管の管壁湿度と劣化
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されています.また同じ設計であって

ち,陰極材料を変えると,幕4図の①

と②のように寿命時間に大きな差が表

れます.これは,まったく陰極材料の

良否をあらわしています. ①は陰極材

料としてNlの中に少量のアルミニウ

ムを含んだもので, ②はシリコンを含

んだものです. ②の材料が一般受信管

には使われていますが,この陰極は初

期のエミッションが容易に出るので,

使い易い点が買われています.しかし

このように大きな差異がありますので

長寿命を要求される真空管には不適当

です.したがって,長寿命のためには

良い陰極材料を用い,陰極温度を低く

設許しなければなりません

最近の馬子管回路では,回路の余裕

度の少ないものがかなりあります.こ

れらの回路は,また単に従来の受信管

のように, A級増幅としての特性保証

では十/j1-でないものも多いわけです.

とくにパルス回路に使用されるものは

°n-ofIの特性やグリッド電流特性も

問題になります.しかもメーカー差,

ロット差が許されないとなりますと,

真空管の特性に対する要求はキックな

り,秘計ならびに製造方法にも大きく

波及します　したがって,従来の受信

管のなかでも使えるものはもちろんあ

りましょうが,工業的には問題となる

わけで,特性の均一性･変化･特殊な

特性について保証が必要となります.

キビシイ条件下での使用

いままでの受信管は,非常によい環

境で使用されてきました.しかし,最

近の電子装置は,振動衝撃のおる場所

や非常に高温高湿のところ,あるいは

気圧の低いところなど環境は千差万別

であります. MT管の外囲はガラスと

ニッケルですから,あまり心配ないの

ですが,ガスや湿気に対しては,そう

とうの剃策も必要となります.とくに

振動衝撃については,一般受信管は耐

久力がありません.その風刺上道橿支

持に用いられているマイカと, l逼極あ

る屈まパルプとの相対的な衝突によっ

第1蓑一業務用小暗真空管の分類

て, ll.,0とかCO,のような有害ガスを

放貼し,陰極を劣化させてしまうから

です.この様な場合はマイカを厚くし

電極との欣合を完全にするとともに,

電極系を矯く丈夫に設計した,いわゆ

る耐震構造を採用する必要があります

第5図は,一般受信管と耐震形高信

頼管の比較です.最近の装霞は小形化

され,かつ真空管の使用数も増してい

ます.さらに,これが高温の場所で動

作する湯合もあり,真空管の管壁温度

は意外に上昇することがあります.管

壁湿度が上昇しますと,第6回のよう

に劣化が促進されます.一般受信管で

は,このような動作は対象とされてい

ませんから,とくにそのような考慮を

配われたものが必要となります.

どの真空管も,たしかに最初は格子

入力インピ-ダンスは無限大に近い値

を示しています.これが真空管の最大

特徴の1つです.しかし,真空管を長

期使用すると,かならずその低下があ

らわれます.この原因の大部分は,陰

極よりB.0, Ba等がグリッドに付着

し,その佳苗函数を低下させ,陰極そ

の他の熱璃的をうけて放出する電子,

いわゆるグリッド･エミッションと,

陰陸その他各電燈からマイカ上に蒸着

する異物によって発生する,マイカの

漏洩電流であります.

この防止には,陰極をはじめ各電極

の温度を低くし,蒸発物の少ない杓料

を用い,グリッドは金メッキを行ない

マイカ構造を特殊なものとする必要が

あります.とくに,超低周波増幅,直

流増幅,クランプ等の動作のためには

十分考慮されたものが,のぞましいこ

とです.

前述の理由から,それぞれの性能に

対して,いろいろの対熊がとられてお

りますが,残念なことに1つですべて

をかねそなえたものはありません.築

1表はどのような用途にどのようなも

のがあるかについての分類です.
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真重曹の特徴

Il)耐過負荷性に富んでいる

温度･電圧･電流等の非連続的な過

負荷によっては,ほとんど陛能の低下

をみないし,トランジスタのように破

壊することはありません.したがって

実験装置とか電源･負荷などの変動の

大きい場合には好適と申せましょう.

(2)入力抵続が高い

理論的には,真空管の入力抵抗はほ

とんど無限大ですが,前号でも申し上

げたようにグリッド･エミッション,

リーケージ電流等によって寿命的には

劣化します.しかし,それなりの対策

をすれば格子電流は10~15Aぐらいま

で,寿命的にも保証できます.これが

真空管の最大の特徴でしょう.

(3)耐放射能性に富んでいる

トランジスタのジャンクションが,

放射線により破壊され易いことは,真

空管のカソードに比して自明でありま

す.しかし,それも非常に強い放射を

うけた場合で,普通の動作ではまず問

題にならないようです.大きな特徴と

もいえないかも知れません.

(4)高周波特性が優れている

最近はシリコンのメサ形トランジス

タが著しく発達し,実用化されてきま

した.しかし,現状では真空管に比し

て,はるかにおよはないようです.現

在のトランジスタの構造では,やはり

周波数と出力の点で限界があるようで

す.パラメトロンではまだ価格,取り

扱いの点で困難です. UHF帯以上は

真空管に対する期待が大きいと申せま

このように,優秀トランジス

タが日に日に開発されている現

荏,今後なお真空管がエレクト

ロニクスの一翼をになうとすれ

ば,その特徴を十分発揮できる

ものでなくてほならないと思い

ます.そこで,もう一度真空哲

の良さを考えてみましょう.ち

ちろん科学の進歩は,今日のス

カタをいつまでもソノママとす

るわけはありません.これは.

あくまで現況では,という立場

での話といたします. (石原)

石　原　平　典

しよう.

(5)互換性に富んでいる

トランジスタの大きさにくらべ真空

管の電極寸法は非常に大きく,また笠

間電荷を用いていますから,製品のパ

ラツキははるかに狭くなっています.

また一般的に入力回路と出力回路が,

ほぼ完全に分撥されているために,交

換したときの影響が,ほかへおよびま

せん.したがって装置を作る場合も,

LCR　に対する要求や選別もあまり大

きな問題とはなりません.また保守上

も安直に真空管の名称さえ同じであれ

ばさしかえるだけで簡単です.

(6)温度係数が小さい

トランジスタが,半導体でできてい

て,かつ笠間電子でないために,極端

な温度特性をもつことはさけられませ
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第1表一一JISによ

ん.いっほう真空管のカソードは,約

1000oKに加熱された熱竃子放出を行

ない,さらに空間踊荷を有するために,

少々の周囲温度の変化は特性に影響を

与えません.したがって変動に対して

余裕のない場合や,周囲温度の変化の

大きい場合にトランジスタを使用しま

すと,むずかしい温度補償回路が必要

となるので,むしろ真空管が用いられ

ます.

(7)大出力が得られる

真空管の場合は,出力竃極の耐圧を

上げたり,全体の犬いさを大きく,じよ

うぶに作ることは容易です.しかし,

トランジスタはどうしてもジャンクシ

ョン部分が必要ですから,耐圧の点で

出力に限界が出てきます.また放熱の

点でも同様な要求が考えられます.し

たがって,周波数とともに大出力とな

ると,やはり真空管が有利ということ

になります.

以上のような,特徴をもった真空管

も一般受信管では寿命とか信頼度の点

で,トランジスタにくらべると劣って

いるのは確かです.この特徴を十分発

揮するとともに,さらに信頼度,寿命

を向上を期しているのが,業務用小形

真空管であります.

真空管の名前の付け方

さて,いよいよ各論に入って,業務

DEC.　2005

る小形喧子管の名称

用真空管の説明をするわけであります

が,そのまえに現在わが国に用いられ

ている真空管の名称について申し上げ

ます.現在は2つの名称方式が用いら

れています.その1つは,日本でとく

に開発された真空管に対する名称付与

方式で, JISに決められた方法です.

これは第1表のようにきめられていま

す. 1つは米国にあるJEDECに登録

した場合付与される名称で,ここでは

完全に娯楽用を対象とした場合とそれ

1項の 数字 ��

0 凭(����

1 ��

2 ��

3 ��

4 ��

n ��

く第1表付表A≫

以外を対象とした場合の2通りに分け

て名称が付与されます.前者は皆さん

にもっともなじみの深い　6CB6, 12A

T7　などです.最初の数字がピータ電

圧,つぎの英字2つは登録Ii剛こつけら

れ,最後の数字が電極の数を示してい

ます.後者の場合は5500番以後あらゆ

る真空管を登録申請の順にならべて番

号をつけてあります.よく4桁の真空

管は軍用だとか高信頼管であると思わ

れている方がありますが,娯楽用とし

とです.

高信頼笹とは?

まず高信頼管について述べることと

します.電子管が初期のラジオ受信機

から今月の広範なエレクトロニクスに

およんだいきさつは,前回くわしく説

明しました.こうして使用目的が単純

なものから複雑なものと変ったので,

当然その性能もいままでにないことが

要求されるにいたりました.米国をは

じめ各国で,この新しい電子管応用に

おける実態調査と問題点の解析ならび

にその対策がとられました

適合するソケットまたは
引出続の配列の種別

A4系列ベース

A5系列--ス

Ae系列ベース

A7系列ベース

A7-13ベース

オクタル･ベース

オクタル･ベース

MT形7本脚ソケット

NlT形9水間ソケット

ロックイン形8本煎ソケット

ユーコン管ソケット

サブMT丸形

サブMT平形

特柱のソケットに適合しない
もの

金　属

カラス

く第1表付表BB･

その結論は,要するに信頼性の欠除

の一語に尽きました.信頼度向上の具

体的手法は,設計面と品質管理面に重

点がおかれました.しかし,すでに実

用されている装置でありますから,従

来のソケットにすぐ差し換えできるこ

とが必要です.つまり,いままでの一

般用受信管と同等の特性をもち,かつ

信頼度を向上するという制約のもとで

の改良に止まっています.

高信頼管というとあたかも最良の真

空管と思われ,わらゆる性能が最高の

ように考えられますが,そうではあり

ません. 『高信頼管は従来の一般受信

管の本来の寿命を完うさせるべく設計

～製法の改良を行ない,その品質を十

分管理して確認してあるだけでありま

す』したがって,特別の要求,長寿

令,高入力抵抗,パルス,低雑音,高
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に,高信頼管は,一般受信管に対して

Replaceabilityをもたねばならないわ

けですから,当然陰姪温度についての

自由度がありません.したがって,よ

りよい陰極材料を使用する努力がはら

われました.また同一除塵に対して,

残留ガスや電極･バルブ等からの放出

ガスの有無が寿命に大きく関係するこ

とは,いままでのお話で十分ご了解い

ただけると思います　もちろん,電極

材料を良質のものとし,その処理をよ

く行なう努力も大いになされておりま

す.このように努力により,南信穎管

は一般受信管に比して寿命延長が期待

されているわけです.

以上高信頼管の品質改善の概要につ

いて卑し上げましたが,あくまでも高

信頼管は互換性のある範囲で,従来の
-妓受信管の改良を行なったもので,

すべての点で最高の品質とはいえませ

んが,単に設計を改良したということ

でなく,生産したロットごとにその品

質水準を確認し出荷する品質管理シス

テムが,業務用真空管として信頼度保

証の根幹をなすと申せましよう,

現在我が国で生産されている高信頼

管を一般受信管と対比して第2表にか

かげました.

直列抵抗笹

直流定電圧電源は,いまや真空管応

用電子装置に必須です.しかし,多く

の装置技術者の悩みは好適な直列抵抗

業務用 ��ｩ9h自Lｨｬr�軍用. 

GJ4WA 5654 電｣B�d�ｳR�LJ4WA 5654/6AK5VY 

5670 5725 �$3S��d�3b�d�ﾃR�d$�b�d$Sb�｣�$�ビ��#�$�Sr�d��R�d3B�5670WB 5725′6AS6W 

5726 579 �5726/eAL5W 57496 

4 5750 �/BA6W 5740/6BE6W 

5751 5814A �5751 5814A 

6膜)5 6100 刹r5′6AQ5W 6100′6C4WA 

6101 6136 電｣b�d�Sb�6｣6WA 6AU6WB 

6189 620l ��$�Sr���$�Cr�12AT7WA 

穂.潔は類似管

第2表一国産轟信頼皆対照表
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用の真空管の入手難であり,また,こ

この各種のトラブルと思われます.多

く使用されている6AS7Gや6080の規

格は第3図に示したように自己バイア

スできめられています.しかし,実際

に使用する場合は,わずかの直列抵抗

は入れるとしても,ほとんど固定バイ

アスの状態であります.したがって,

球間あるいはユニット間の陽極損失の

アンバランスが大きくなります.で,

設計値を低く,あるいは過負荷により

事故を起すことになります.

直列抵抗管としては,まず鵠娃蕊鞄

.I.Ti･.a.a..a..ま.が重要となります･つき

に定屯庄特性向上のためには軽源イン

ピーダンス低下のために.8..m.?.i裔y.:..?.

.と.,また変動率を少くするために増幅

率がなるべく高いこと,さらに整流電

源電圧を下げ能率を向上するために鹿

部摘寵.a.a.(.+.盃.i..i.'その他長期に

第4図-6R-A3, 6R-A5の分布

わたり. 2?. :I..2...r:.導馬瀬9.発.a..+.な.Y.:,i

ま,過怠覿=.a.i..a..i...E.,ま..二.タ.陰極

.H.醍.?.i.忠幸).i..i.,などが業務用真空

管の一般的品質要求にプラスされねは

なりません.

その1例としては, 6AS7Gと同一

の特性で,井部こ特性の均一な6520が

あります.また6R-A3と6R-A5は特

筆すべき専用管です.その特徴は6AS

7G　の1ユニットと同じ電流容量をも

ち, gm, FLが高く,内部抵抗が低く,

く写真-D　6RA3の電極構造〉

陰極温度が低く,特性のバラツキが少

いことであります.

溝違約にもユニックでして, 4極管

の構成で3極管接続が行なわれていま

す.これは板状のプレートよりも,グ

リッドのほうが寸法詣度がよく出るの

で,特性は第2グリッドで出し,陽極

は電子のコレククタとしてのみ作用し

ています.

またグリッド逆電流の防止のため,

電極を支持する主マイカの内側に,各

電極に直接タッチしないバカ孔をあげ

た遮蔽マイカが,スペ-サをはさんで

使用されています.

このため主マイカの表面は永久に汚

れることなく,最初の結露を維持でき

るわけです. 6R-A3と6R-A5は兄弟

です.つまり,同一生産の製品の分布

を舘4図のように区分したものなので

す.それにより非常にバランスのよい

ものが,容易に得られるようになって

います.

6R-A3の霞極構造を写真Dに,その

特性を策3表に示します.

(日本電気KK電子管工業部)

球名 俔ﾉ�"�ピーク特性 � 
ErV 白��-ら.V担mmO 刧＝[rpko 

6R-A3 灯ﾕI%�8ﾜ��6.3 �����-20 ��"絣�3 ���#B�

6R-A5 ��6.3 ��-18 ��"���3.3 ���#sR�

6080 ��6.3 �"絣�-31.5 澱絣�2 ���3��

6520 �5I��9,b� �� �� ��

eAS7G �� �� �� ��

ラ　ジオ技術




