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業務用真空管とは何万 
5回にわたって業務用真空管(こついてお話してきましたが,この業務

用真空管という言葉自体が最近のものであり,時々刻々変化しつつある

今日,その環状(こついて+別こは皆さんの納得が得られなかったかもし

れません　しかし,高性能高品位のものが安心して使えるよう･今後も

新品種の開発,品質保証の面で努力したいと思います･業務用真空管の

発展のアウト･ラインだけでもご理解いただければ.幸いです･ (石原)

パル　ス用真重曹

真空管の良さの一つに,過負荷性に

富んでいることがあげられますが,入

力抵抗が高く,バラツキが少ないこと

とともに,パルス回路ではこれらの特

性が貨用されています.

しかし,ここには2つの大きな問題

が存在しています.そのlつは特性上

の問題であり,他の1つは寿命的保証

の問題です.すなわち,従来とかく真

空管の規格は, A級増煽器としての特

性を保証するように決められておりま

した.しかしブロッキング･オシレー

ク,ファンタストローン,マルチバイ

プレータ,フリップ･プロップ等の回

路に用いる場合は,むしろカットオフ

特性とグリッドが正寵位になったとき

の陽極電流特性が重要です.おそらく

読者の中にも,多くの双3隆替がこれ

らの回路で異なった動作をして,困っ

輔 グリッド　ブエート

カソードは塗布酸化物
革闊居
カソードしん金属

A

た経験をおもちのかだがおられると思

います.

第1表に掲げたものは,現在わが国

で公表されているパルス用真空管で

す.これらの真空管では,単にA級動

作の特性の他,前述のオンとオフの2

点についても規格化されています･薫

命についての問題ですが, 61年10月号

でen-off動作でも翁化しないことと

いう条件を述べましたが,真空管をヒ

一夕のみ点火しておきますと, gmの

低下が非常に促進されることが15年ほ

ど前からとりあげられ,その解析が

行なわれました.この原因は,第1回

に示したような中間層と称する陰極

基体金属中の還元性元素(Si, Mg'

Al, W, T貧謀)とBaOとの団体間反

応生成物ができ,これが特定の元素の

場合に大きな抵抗値を示すためです･

等価回路では第2図のようになります

から,中間層抵抗のない場合に比し,

そのglnは次式のごとくになります･
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業務用真空管とは何か

球名車成iヒ-タ惰性iEb(V)一ee(Ⅴ)申(mA) 劔没ﾒ⊥�自?ｩOXﾖﾂ�

596車,Fp双3BL詰一業計6申告;:; 劔�3#����'�ﾓ#�優��i,2AU7と同- 

5964車-垣 澱ﾓ5cCS�ﾔ�ﾈﾆH��&ｲﾒ贏����5 0 唐ﾓ"粤�ﾈ��d｣h,i:�+h�2�

一､...鵬 ��唐����2 5 妬wﾖ���'�ﾓr�&ｵ�亦�47 ��6�$�Cy�ｩ9b���

6.3V450mAl50 �0 

5687車-種 ��"綟cCS�ﾔ��� 剴��ｷ"�中 
6.3V900mA � 

三二十億,-3種 �ｨﾈ(vXﾆHﾇc�S��良.-mQl10 剴SS���3日2AT7の-管 

620,lB,中pm3種 ��Rk-200Q ����鉄S���C����60上T7と同じ醒 

(第1表)各種業務局パルス真空管の特性(5964のみ7ピンMT,他は9ピンMT)

UHF用小形真空管

今までこの周波数帯が使用されてい

なかったために,真空管にも見るべき

ものがありませんでした.このことは

逆に,良い真空管がなかったから,こ

の周波数帯が活用されなかったのだと

もいえそうです.しかし,最近は450Mc

帯の移動無線, 750Mc帯のテレビ放送,

1000Mc帯のITV等が具体化され,特

に高性能の真空管についての関心が強

まって来ました.

このような周波数帯域では,真空管

に対する考え方も,前回までの業務用

と一般用のように二分する意味があま

りありません.それは使用数そのもの

が今までの一枝用ほど多くないこと,

動作特性がすぐれていなければ使いも

のにならないこと,性能の寿命的低下

についての許容度が少ないこと,安定

なものでなければ困ること,などの理

由によります.この条件を濁すことは,

たとえその応用が娯楽用家庭用であっ

たとしても,むしろ今まで業務用真空

管として申し上げた多くの条件を潤す

ことになりそうです.したがってここ

では,UHF用真空管をあえて業務用真

空管の1つとしてご紹介します.

UHF管の特徴

普通の密度変調真空管の高周波特性

が何によって限界されるか,について

く写真A〉中間層抵抗値測定器
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考えてみましょう.大

きな問題は次の2通り

と申せましまう.

(1)電確聞容量お

よびリード線の影響

低周波の場合には真

空管と入力あるいは出

力回路は,それぞれ分

離した別個のものと考

えることができました

が,周波数が高くなる

と,これらのインダク

タンスや容量は当然小

さな値となります.し

たがって,真空管のも

っているリード線のイ

ンダクタンスや容量は

パカにできない値とな

り,時には回路構成を不能にしてしま

います.

(2)電子走行時問の影響

普通の真空管の場合は,亀子が陰極

より放出されて格子で変調され,そし

て陽極に到達するまでに要する時間

は,入力信号の周期に比して非常に小

さく,無視しています.しかし周波数

が高くなると,陰極を出た電子が陽極

に到達するまでに,すでに格子電圧が

変化してしまいます.したがって入力

と出力の間の位相がずれてしまい,鰭

率が低下します.

また,電子が格子を通り抜けるとき

には,その運動によって椅子に誘導電

流を発生しますが,普通の場合は,格

子に近づく電子と遠ざかる罷子の数が
一定とみてよいので, ㈹Hで打ち消し

実際には格子竃流は流れません.しか

しこの麗子走行時間が問題になるよう

な周波数では,格子に近づく碍子と遠

ざかる種子は,格子程度の変化が速い

ため,これを打ち消すことができなく

なるので,格子回路に罷流が流れます.

これはちょうど,格子入力回路にコン

グクタンス分が存在することになりま

す.したがって,周波数が高くなると

ともに,その性能が低下してしまいま

す.雑音の点からも,この雑音電流が

椅子回路に誘起されるので,非常肥

s Nが悪くなり使えなくなります.

UHF管の構造

で注UHF用真空管の特性と構造は
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く第6図〉 A-2521の構造

どのようになっているのでしょうか.

結論的には,電極間容量とリード･イ

ンタクタンスの少ない構造とし,かつ

電子走行時間の短かいようにすれば良

いわけです.

前述のように,雑音によって高周波

性能が大きく決定されますから,まず

3極管が望ましいことになります.し

かし3極管はCp一gの値が非常に大き

いので,とても陰極接地増幅としては

高周波で使えません.そこで,陰極入

力,格子接地で使うことになります.

こうすると,格子によって完全に近い

遮蔽が行なわれ, Cpkを極端に僅少に

することが可能となります.以上の条

件から格子接地増幅が好ましいことに

なります.

つぎに,格子接地増編の利得(G)と

雑音指数(N.F)について考えてみます

ど,これは次式で表わされます.

G -a(G-/Ge)/〔l +(1+普)う〕2

N.F.

=1+5_+2･ 5Gfi 〔l+(. +Gglil2

(.+%)ち
G｡ !翻述の鱈子コングクタンス

cm:相互コングクタンス

〟:増原率

この式からGとN.F.ともにすぐれ

た真空割まFLが大きくGm/Geの大き

いものといえます.さて, Gmを高く

するためには,さきに広帯域増幅管の
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〈第7図〉 LD-577の電瑳構造

項で述べたように,グリッドはできる

だけ細い線を用いて小さなピッチで作

り,カソードにできるだけ接近させな

くてはなりません.このことは電極間

容量を低減し電子走行時間を短縮する

ためにも好ましい結果となります.

この点は,広帯域増煽管の設計とほ

ぼ同じ,あるいはそれ以上に微細であ

る必要があります.このため,特に性

能の良いものは,ほとんどがいわゆる

フレーム･グリッドまたはケージ･グ

リッドを用いています.フレーム･グ

リッドの場合には,グリッド巻線は5

-10ミクロン,ピッチは25-50ミクロ

ン, K-Gの間隔もほぼ同程度になって

います.したがって,カソード表面の

粒度についても, 10ミクロン以下に抑

えるよう種々の方法が考案され,実施

されています.

このように微細な構造では,普通の

真空管のように,陰極の両面を使用す

ることが精度上困難になるとともに,

霜極問答最の増大やリード･インダク

タンスの増大を来たしますので,最近

は陰極の片面のみを使用する方向にあ

ります.たとえば第6図のA-2521や

第7図のLD-577は,普通のMT管と

して最高の性能のもので,また第8図

のマイクロ･セラミック管もプラナー

形の代表的構造と申せましょう.

格子接地増幅回路の等価回路は第9

球名用途 剏w-6mIeRL-7謎 

請 鰭 性 乃V%Ge3�b�5b諢�4��ﾃ5c�sS��3�4��ﾈ��(�����ΜB�

最 大 定 梅 之"�?｢�Z����8夜wﾂ�2鷲)誓 

語確聞容毘 (pF) �1線三g:g膏喜鷲 

〈第3表)GEのセラミック筒の特性

図のように考えられます.ここでLk,

LP,Lg, Ck, Cgp, Cpkなどの値が大

きいと,各入出力回路のインダクタン

スとキャパシタンスの増大となり,能

率低下を来すだけでなく, M, Cp ,

Lg等の価は入出力間の結合に関係し,

増幅度に大きく影響します.さらにこ

の値は,当然周波数特性をもちますか

く第2表) UHF　用　受

球名 電�cD��6AJ4 電�ﾙ�ﾄ���ﾄ$3B�電ﾒﾔﾃB�6CM4iEC80 i 

外形 締造 度7894ﾕB�eH�8���9ビンMT 同左 祷ｽ竟H98ｺ等+5B�度7(94ﾕB�:�b�9操車ン磐T 

龍 Li �8���3S��S����Δ�∴∴ 惇 ��"�澱�2����sR�������S���r絣�b絣��2絣�旧 

閥 ��S��ﾓSR�"�#R�#��300 4 150 �#�����"���.蓋ml; ��S������b�_got-Y3 2.24 20ilS 

宙極開 容量 (PF) 排ﾕ��纈�2ﾔｴ�"�"��ﾔｴ�紊R�腔42ig P-KO181 - 亦�排ﾕ��纈�斐"�"��C�紕�G-P2.0 C-K3.6 p-KO.2I ��ﾔt�2紕�ｲﾔ4ヲ���ﾔｴ��r���
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業務用真空管と　は何か

ら,回路の安定性を失なうことにもな

ります.

以上のLC分を-らす方法としては,

できるだけ小形化し,板封じ形あるい

はそれに近い霜極構造としなければな

りません. A-2521,LD-577はともに,

外形はMT管でありながら,その電極

構造を極端にこの要求にそうべく改良

した典型と申せましまう.

このように電極を小形化してゆく

ど,各電極の温度上昇は異状にまで高

くなります.したがって,ガス放出と

く写真Bを変ったUHF周受信管7377

か蒸発などの問題が発生し,陽極材料

の材質,処理,きちには支持用絶縁物,

支持法なども変ってまいります.チ

タニウム,タンタル,ゲルマニウム等

は高温でガスを吸着する性質がありま

信　管　の　種　類　と　特　伯

〈第8図)マイクロセラミック管の構造

すから,こうした場合陽極材料として

好適ですが,このように高温(約500｡

C)の電極は,もはや従来の真空管の

ようにマイカで支持することができな

くなります.そこで,7486のようにセ

ラミックを用いるか, LD-577のよう

にステム･リードに面接取りつける方

法が用いられます.

UHF増幅管の品種と特性

ごく最近の話ですから,完全な資料

としてまとめるのがむずかしいことを

あらかじめお断りしておきます.

普通のMT管の構造をもったものと

しては,前述のA-2521, LD-577が最

も代表的であり,その他の品種といっ

しょに,主要特性を第2表に示しまし

た.いずれも陰極の片側のみを使用し

特にCpkとLkLgの低減に努力が払われ

ており,約1000Mcまでの糟鵬が可能

EC81 ��3ッ�EIC 鉄csR�i-∵二一∴ 田�3��A-2521日D577 

9ピンMT 同左 祷7894ﾕB�:�b�I-コン タイプ �7�985h8ｲ�eHﾆS8ﾖB�諸声.'iレ 祷7(99<�釮���-���v��9ピンMT 拐熊3橿 祷7(94ﾕB�:�b�

6.3 0.2 120150 -7-2 2030 45.5 1616 �2繧���2��sR�ﾓ�絣��"��B�s��6.3 0.15 100 -5 4.5 2.0 25 澱�2����3R��ｳ3R�c��#B�b�"�#��旧 ��8ｶﾂ�Kﾈ蔕�3�r�M�"��槌�R�函 16 15 60 澱�2���#���S���������ﾆﾂ�����
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Lk,Lg,Lp　各電密のリード･インタクタンス

Cgk,Cgp,Co賀 :各館座間の容量

M Lk.LP間の誘導結合

(第9図) G接地増幅の等価回路

です.

マイクロ･セラミック管はGEが戦

請"沖より研究を行なっていた,活性合

金法と称する金属-セラミック接着法

を用いたもので,Ti蒔極, Ni箔,セラ

ミックの順に順次積み重ねた部品を,

真夜中で加熱しながらガス抜きを行な

い,最後に約1000oCで封着したもの

です.第8図からわかりますように,

非常に小形であり,かつ電極のリード

･インダクタンスが少ないので,現在

の小形管の中では最高の性能を示すも

のといえましょう.わが国でも最近

演,数社において同種のものが開発さ

れています.

最近RCAでは,例のニュービスタの

1品樺としてA-15211を開発していま

す.これはダブル･エンドの構造で,

1200Mc　で利得-10.5dB, NF-12.2

dBというデータが紹介されています.

この程慶では,まだ7486の方がすぐれ

ているようです.

GEの6299, 7391はさらに高性能の

セラミック板封じ管で,主要諸元を第

3表に示しました.データによれば

6299は3000Mcの増腕が, 7391は6000

Mcの発振が可能です.変ったものとし

ては写真Bの7377があります.ここま

でくると,もはや送信管ではないかと

思われますが, 960Mcで5Wの出力が

得られます.構造は,さきに紹介した

6939を高周波特性の面から改良したも

のです.　　　　　　　　　(以上)
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