
｢通信笹｣がナゼあるのか9

10月号で小形真空管の歴史的展墓を

行ないましたが,そこで紹介したよう

に酸化物陰極をはじめて実用化したの

は,ウエスタン･エレクトリックのア

ーノルドです.これが御存知の101-D

です.じつに,通信管は今日の小形真

夜営の開祖と申せましょう.したがっ

て,いちばん古い業務用真空管でもあ

ります.わが国でも, 1929年に日本竃

気が始めて101-Dを生産し,ここに日

本の通信管の歴史が始まりました　以

来今日まで,多くの技術者が協力して,

遵信管発展のため.努力して参りまし

た.その脛史については非常に興味あ

ることですが,べつの機会にゆずるこ

ととし,ここでは最近の通信管の実態

を紹介することとします.

通信管がなぜ存在しなければならな

いのか,を考えてみましょう.小形真

架管の生産の大部分を占めているラジ

オ･テレビ用とは,使い方の上から多

くの異った要求に応ずるためだといえ

ます.つまり,もっとも重視すべき点

は長薄命性であります. 10月号でも述

べましたように,もし真空管の部品親

料や処理が良好な同一条件にめったと

すると,その寿命は陰極温度に大きく

左右されます.また陰極温度も同一で

あれは.,陰極材料により.いちじるし

く,その寿命時間が変わるわけであり

く巌助の酸化物陰極雷101-D〉

ます.

このような条件を合せて考えてみれ

ば',長寿命を必須の条件とする適確管

には,特殊の陰極用材料を,なるべく

低温で使用し,さらに他の罷極材料に

ついても,動作中のガス放出のないよ

うに,万全の対熊が必要となります.

また一般受信管と異る点は,非常に

長距離の伝送を行なうために,とくに

漏話の原因となる非直線ひずみと雑音

について,厳格な規定のあることです.

このひずみと雑勘こついても,一般受

信管と異った設計的考慮がなされると

ともに,保証が行なわれております.

現在わが国で広範に使用されている

通信管は,第1表に示すものでありま

す.このうちCZ球は招和14年に試作

完成されたもので,当時すでに数千時

間の薄命を記録しています.終戦とと

もに通信の復興が強くさけばれ′　なか

でも通信管の増産と改良が急務とされ

ました.現在の程々公社通信研究所が

主体となり,私ども製造業者とともに,
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◆業務用真空管とは何か? [第3回]
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その品質改良に最大の努力が払われ,

その結果,今日世界に冠たる長寿命と

なったのです.終戦後より約10年にわ

第1図B-CZ-50lDのE｡1-Ib特性
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たって,通信管の技術者達は,材料面,

製造設備面,設計面にたゆまない努力

を行ないました.これらの内容につい

ては,すでに多くの報告が各方面で行

なわれましたので,あらためてここで

はふれないことといたします.

ただ結果のみを引用いたしますと,

CZ501-Dほじつに16万時間, CZ-504D

は13万時間というデータが得られてお

ります.この値はそれぞれ約550本に

KF} � ��OZ-50-0 劔 

漢音 �� �� ��ZL-40KQ R92-80KQ Eb-250y Rx-300Q 剪�

8菓 �� �� ��剪�

KF2 � �� �� �� ��

＼ �� ��

漢音 �� �� �� �� ��

S漢 �� �� �� �� ��

S IO T5　　　20　　　25　　30

出力(dB)

第1図C-CZ-50lDのひずみ特鮭

鵬　　　　　　200　　　　　　300

Eb (y)

第1図A-CZ-50lDのEb-Ib, I｡2特性
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す.いたずらに初期特性の優れたもの

にのみ走るのは,再考の要ありという

ことになります.

M T通信笹

つぎにMT通信管をご紹介いたしま

しょう.通信技術の発展にともない,

搬送の多重化,小形化が要望されてま

いりました.前述のCZ管はたしかに

寿命の点で優れておりましたが,この

目的には好適でありません.昭和27年

に通信管MT化の設計が開始され,昭

和30年より,その実用化が行なわれま

した.

この間,前記CZ鴛で得られた貴重

な技術的データをもとに,調査･設計

･試作･改良がくり返されました. M

T化に当って,とくに設計的に考慮さ

れた点は,できるだけ消費霞力を少く

すること,このために陽極電圧をさげ

ても良好なひずみ特性をうろことでし
2
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◆業務用真空管とは何か? [第3回]
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※　上下楠はそれぞれ近似した業務用通信管と一般管です
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/ 置4｢� ��勍zI �� ��剪�

..- ��� ��/ �,I �� �� �� ��

〟 �� ��,V � �� �� �� ��

-第7図各種真空胃のフ

ィギュア･オブ･メリッ

トを比較する

･一第3衣一　各種真空膏のIo対Tk

･メl)ットは(1)式の通り

です.

Fニーi;-(｡書.｡…)

(Mc) i  ･巾)

(1)式に　gm C,n Gout

に関する理論的計算式を
4　5　6　789/0 I2fClO/820　25303540　導入しますと,

gn(neT)

ど,特殊な電極間容量(Cp一g2k, Cg1-

83hSd, C9-83hSd)の低下と均一･化をは

かってあります.陰極のエミッション

寿命は,いずれも16万時間を十分期待

できる設計であります.このような同

4. 74 × 108Mlol4F -華十日)(.辛-ia--bi

･ (2)

器::::: 9#0早老
耐用真空管はしたがって,ビデオ増幅　第8図-カソ

悲,分布増臓器としても好ましいもの

です

広1勧鎚削h階の電気的特性はフィギ

ュア･オブ･メリットの高いことが特
%

徴でもりますが,とりも直さず電極間　　となります.

容量が少なく,かつ相互コンダクタン　　　ここにM●陽極電流/陰樹蹄i

スが商いことです.フィギュア･オブ　　　Io:陰極竜流/陰極有効両極

∴ ∴ ∴ ∴ ∴∴ �������������������ﾘ�������

∴ �� �� ��∴ ∴∴∴∵ ��

FEE.　2　006

a:険雄　第1グリッド間隔

b"第1グリッド一第2グリッド

間隔

C :第2グリッドー陽極間隔

Fi : 3極管接続璃師率

2式でCはa. bにくらべて大きく,

bもaにくらべて大きいので,あまり

重要ではありません.したがってMと

I｡を大きくし, aをなるべく小さくす

るのか波高の要点になります. aを小

さくするためにはできるだけ細い線を

使い,また巻線のピッチもaとほほ9

-にとらないとgmが上りません. 6B-

R23では7.6ミクロンの金メッキ･タ

ングステン線を,約63.5ミクロンのピ

ッチ(1インチ当り400回)で巻いた

グリッドを,陰極に対し約60ミクロン

の榊灘に位置させています.

第8図はグリッド～陰極間の相対関

係を,また写真に綱真空管の第1グ

陶廟-慮関的

63･Sp　　　擁¢

._". #
閣閣圏議題覆溺

リッドの比校を示しました. Mについ

ては,なるべく第2グリッド寵流を-

らせばよいわけですが,機械的強度も

十･分もたせ,またしや椴の役目を果さ

せ, Cp-glを増大させないためには,

0.75-0.8が陳耕となりますJoを大

きくするためには,なるべくエミッシ

ョンの良い陰極を用いることが必要で

す.同一･陰極寸法では,温暖が高いほ

ど良いことになりますが,しかし陰極

温故を高くとることは,長寿命黄色鴛

の焼畑こ反することです　結局,良い

陰極を使→て,なるべく低淑こ設計し

なければなりません.実際には,陰極

温度とI｡の値は第3表に示すように,

一般受雷管にくらべてはるかに長寿命
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昨年10号から′′業務用真空管とは何か?〟について,いろい

ろお話しをしていただきましたが,第4回目として,ビデオ

増幅用･平衡増幅用･直流増幅用･低雑音増幅用電位計管に

ついて解説していただきましょう.　　　　　　　　(編)

ビ　デ　オ　増　幅　用

ビデオ増幅用は,前回の同軸用増幅

管と使用周波数では大差ありません

が,入出力信号ははるかに大きくなっ

ています.

また同軸用の場合,ハムは余り大き

な問題ではありませんでしたが,ビデ

オの場合は注意が必要です.周波数特

性の上から入力回路の時定数を大きく

とる必要があり,どうしても格子抵

端は, 1-10Mrl　というような値にな

ります.

したがって真空管の入力抵抗の寿命

的低下は許されません.また電気的特

性としては前号のFigure of Merit

の高いこと,すなわち　gm/Cの大き

いことが要求されます.

以上のような回路的要求を整理して

みると,

(I)gm/Cが大きい

t2)高入力抵抗が保証される

(3)商人拭カの直線性がよい

(4)ハム雑音レベルの低い

ことなどです.

もちろん,これ以外の一般的信頼性

については最初に述べたように,品質

保証がなされねばなりません.

わが国で,業務用ビデオ増旅管とし

て使用されているものは,雷庄増幅管

6AH6,電力増幅管6CL6が代表的な

ものです.この他6R-R8C, 6R-Plo

なども,ときには使用されます.

元来6AH6. 6CL6はテレビ受像機

を対象として考えられたので,やはり

陰極温度の設定に難があります.した

がって開発当時の6AH6, 6CL6　はグ

リッド･エミッションや絶縁低下の傾

向がおり,余りかんはしくありません

でした.

その後,業務用として改良が行なわ

れ,格子逆電流に対する心配は,ほぼ

普通の回路に用いた場合と大差ないま

でになりました.

これは前号にも説明したように,特

殊なマイカ構造を用いた場合です.写

真Aはそれぞれのヒ一夕およびマイカ

の写真です.さらに長寿命化する可能

nii剛i州iilii旧聞肋間日間ili用i刷ii血期間

石　原　平　典

性は,大いにもりうるわけで,特に陰

極材料とその動作温度は今後の大きな

問題点です.近い将来,この2品種に

代わって,十分互換性もゐり,より長

寿命の真空管が出現することでありま

しょう.

絶縁低下,グリッド･エミッション

には温度が最も大きく作用しますの

で,電源電圧,電極損失とともに,敬

熱を良好に保つことが大切です.また

ハムを-らすためにH-K間にバイア

スをかけることがありますが,このと

きは必ずと-タを陰極に対して(-)の

電位を選ぶことです.

平衡増幅･直流増幅･低雑音増幅

これらの増価器は,非常に共通した

問題を含んでいます.主な特徴は,入

力信号レベルが極めて低いことです.

したがって,増隅慶が高く,かつ雑音

レベルの低いことが必要となります.

また使用周波数は一般に低く,直流

から数10kcくらいのものがほとんど

です.
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5は装置の小形化,トランジスタ化に

寄与するために開発されたもので,ヒ

一夕電源も,プレート電源もトランジ

スタと共同できるように考えられてい

ます.特に20D-L5は,装置の小形化

のためサブMT管とし,小形軽量でマ

イクロホニック･ノイズが激減し,ソ

ケットを用いないので,接触不良の心

配がありません.また単3極管ですか

ら,バランスのよいペアー･チューブ

が簡単に得られます.

これら多くの平衡増幅用専用管は,

世界でも日本のみにみられることで,

わが国の電子工業の発展に大いに寄与

することと思あれます.

電　位　計　管

静電位の測定は,古くから実験物理

学の課題でしたが,近来はさらに化学

･放射線応用など,第2図に示すよう

に,広範に必要となってきました.古

くはGEのFP一弘がありますが,令

日ではサブ･ミニアチュア管でさらに

高性能のものが量産されています.第

3図の　5886がそれで,その定格は,

第4図に示してあります.電位計管は

直流増蠣器のうちで一番ウルサイもの

といえましょう.実際に電位計管で測

定可能な電流は大体1 ×10~"eAまでと

考えられます.

このような性能に対しては,真空管

の入力容量をできるだけ少なくするこ

B｡i-A_-.p　縛　峰　dl　筆

8888 劔 �� �� ��b��R�
規定集儒 EI重6,3V 一日,≡)50V 劔 �� �� ��B�
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ど,ドリフトを趣力少

なくすることが必要と

なります.ドリフトの

原因はエミッションの

変化と,グリッド仕事

関数の変化が考えられ

ます.エミッションの

変化は,電子放射その

ものの良否もあります

読,温度変化が問題で

す.したがって電位計

管の使用に当っては,

波用の低雑音初段管について述べ,実

際の製品について紹介します.

テープ･レコーダ,テレビ, HトFi等

の普及により12AX7, 6AU6　などは

以前に比べるとハム,マイクロホニッ

ク,ブリッカなどすべて改良さ.bてき

ています.その雑音対策は,大体ヒー

タをコイル状,またはダブル･-リカ

ルにしたり,電極とマイカ,マイカと

パルプの族合をきつくし,陰極の活性

度を良くした程度です. 6267などは,

これらの考慮が十分配ぼられるととも

に,独特な設計がなされています.特

にピークとグリッドの間の静電しや硬
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温度の平衡状態に注意　　　　く第5図〉　6D-H3のEb-Ib特性

してください.グリッドの仕事関数は

真空管の動作条件,すなわち輯庄･電

流の温度によって決定されます.非常

に微妙な電位計の場合は,この僅かな

変化が問題になりますから,それぞれ

外　振　田(単位mm)　の使用条件で十分

安定化する必要が

あります.使用上

の注意としては,

普通の直流増幅器

の場合のほか,さ

らに電磁しや殻を

28-10　　完全に行なうこ

を行なっていますので, Cg'-hは実に

0.0025pF以下になっており,また管

内の静寵しや桜も完全に行なわれてい

ますから, Cp一g,も小さく,迷走種子

によるパルプ･ノイズもありません.

6D-H3 (第2表,第5-6回)は,コ

ンデンサ･マイクロホン用です.特に

マイクロホニックを少なくするととも

に,グリッド商流の低減には馬位計管

にも匹適する考慮が配ぼられ, 3000

MQの格子抵抗の使用が可能です.普

通の低雑音管の場合は,入力抵抗が低

いので,格子霞流の影響が少ないけれ

と,外光による光　　ども,この場合は,最も顕著です.した

薄手電流防除のた　がって,その測定も非常に大きな格子

(醐)め暗箱中に収める　　抵抗を挿入した状態で行なわれます･

-　　ことが必要です.　このような回路では,外光による光電

低雑音初段笹
子が雑音の原因ともなりますから,真

空管を耐熱性と絶縁の良い黒色塗料を

く第6図〉　6D-H3のE..-Ib･gm･fi特性と外形図　　　ここでは,低周　用いて黒化させてあります･ (以上)
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