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_　ジオやテレビ, Hi-Fi装霞など

フに使われている-鯛の受信音

は,つぎつぎと新しいし乱種が開発され

ています.これらの新品種を大きく分

けてみますと,つぎの2つになります･

CA⊃　バルブやグリッドの形態はそ

のままで,その寸法が少し変ったもの･

⊂B⊃　パルプやグリッドなどの電極

の形態が大きく変ったもの.

もっと具舶勺な例で説明しますと,

前者は,たとえば水平偏向球としての

120-B3に対し,カラー用の6DQSが

これで,後者としてはヌービスタやフ

レーム･グリッドあるいはフレーム.

ロック･グリッドなどがあります(第

I-2図参照).

今回とりあげて解説しようと思いま

すのは,後者の場合です.これは,か

なり大きく変化した球であるだけに,

大半はまだ寒掘述柑こ入っておらず,

日下試作ないしは少竜しか市場(これ

はかならずLa日本の市場を意味しま

せん)に出ていないものが多いことに

なります.

トランジスタに対抗して

このような種類の新形の受信管を考

えるときに,どうしてもまずとりあげ

て考えなければならないことは,トラ

ンジスタのことです.それは新しい球

の開発の目的が,トランジスタに対抗

することにあるものが多いからです･

トランジスタ(以下TRと書く)は,

球にくらべ後述しますようないろんな

大きな特長をもっていて,球は明らか

に追われているわけです･ただTRの

進歩をあれよあれよと見守っているだ

一木育英

新種管のカタログを見てみましょう･まったく目をみIよるような･チ

ぼらしい特性を持ったもの,また珍しい構造のものが並んでいます･そ

こで,本誌やラ技全書などでおなじみのタマのオーソリティー･木先生

に,これらの新形笹の議類･特徴や動作原理･あわせてこれからの真空

管の傾向などについて,解説をしていただくことiこしました･ (統)

けが能ではないわけで,球メーカーが

自衛上からも,対抗荒を打ち立ててい

く必要があって,新品種発表に積極的

になっているのです.

したがって,球の動向を語る前に,

TRが球にくらべ,いったいどんな付

置にあるかという点について,いちと

整理して,諦べておくことにしましょ

ラ.球の立場からいっても,まず敵を

知るという憲味で大切なことです･

約4回に分けて解説します本文の第

1回としまして, ｢TRと球の得失と

その将来｣と題してとりあげましたの

ち,以上の理由からです･

球とTRの簡単な歴史

フレミングが, 2極管を1905年に発

明し,検波および盤流用として使用さ

れた時には,あまりその将来性を大き

く期待されませんでした.それはこれ

らの作用は,すでに鉱石検波器があっ

て,とくにすくれたものだとは考えら

れなかったからです.しかし, 1約7年

にド･フォレ一によって, 3極管が発

明されるや(第3回),これが増幅作用

をもっていることから増幅はもちろん

のこと,発振や検波にももちいられる

ようになり,鉱石検波器は忘れ去られ

てしまいました.

さらに,追いかけるようにして4極

管, S極管,ビーム管が開発され,高

増幅度および低周波から高周波まで安

定に容易に増幅できるようになり,エ

レクトロニクスの花形となり,球の黄

金時代を迎えたのでした･

当時,球屋の一つの苦しみは,真空

管の名のように,真空の容器を作るこ

との困難な点にあって,真空でか､真
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第1図-TRにあらず真空管ヌービスタ
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第2図-フレームロック.
グリッドの構造
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空管といったものができたら,といっ

た夢をもったものです.ところが,こ

の夢は, TRの発明とともに具体化す

るにいたったのです.

ところが,それとともに,球屋はべ

つの悩みを持つようになったのです.

すなわち｢TRと対坑して球はどうし

たらよいのか｣という,追われるもの

の悩みを痛切に感じるようになってし

まいました.

1948年に,ベル研究所からトランジ

スタの発明が発表されましたが,当時

はぬまり注意を引きませんでした.ま

たそのときのTRは,増臓作用がある

というだけで,球にくらべてその性能

はいちじるしく劣っており,とうてい

そのままでの実用性は考えられないも

のでした.

しかし,その後TRはつぎっぎと開

発され,とくに点接触形からジャンク

ション形に移るときに,画期的な進歩

をし,いまや球にとって変ろうという

有様です(鎮4回).

以上の過程を振り返ってみますと,

半導体である鉱石検波器から,球-形

り'さらに反転して半導体にもどろう

としていることになり, =世の中の変

転の-縮図が見られる-'と,申し上げる

のは,少し大げさすざるでしょうか.

球とTRの得失

両者を比較するときに,今後いろい

ろと改良されるとしても,あくまでも

残っていると考えられる本質的な問題

と,現在のところまだ差のある問題点

と, 2つに分けて考えるのが便利であ

ります.もちろんこのように分けてみ

ましても,あるいは将来は,本質的と

考えられたものが,かならずしもそう

でなくなることもあり得るわけでしょ

うし,また厳密に両者を区分すること

も不可能でしょう.
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本質的な得失

〔Aユ　温度による特性変動

球のはあい,周囲温度は特性変動と

して考える必要がなく,単にバルブの

温度上邦こよるガス放出で,真空度の

劣化と,これにともなう寿命の低下が

考えられるだけです.これに対し, T

Rでは,特性そのものが大きく変動し

て,実用面でこまるだけでなく,団結

によっては, TRが過負荷になってこ

われる(ランナウェイ現象)ことすら

おこります.

なぜこのようにな`るかを,一般白Fyiこ

(多少インチキくさいのですか)説明

するには,私はカソード(TRではエ

田

質的な問題であって,逆の面から見ま

すと,ヒ一夕竃力が不要で, gmも大

きいというTRのすぐれている点は,

上述の欠点と不可分の関係にあると考

えるべきものです.

〔B]周囲温度の制限

ゲルマニウムTRで, 75-00｡C,シ

リコンTRでも175｡Cていどが使用可

能の最高温度で,それ以上では性能が

劣化するだけでなく, TRが破損する

危険が非常に大きくなります.この注

蔓は按合点(ジャンクション)の温度

であって,使用したために生ずる温度

上昇を含めて考えるべきものです.し

たがって,仮に30｡Cの温度上昇を考

えるとしますと,ゲルマニウムTRで

は,周囲温度は45ccくらいまでしか

上げられないことになります.

〔Cユ　雑　音

ノ､ムおよびハウリングの点では, 〟

Rがすぐれていますが,固有雑音(球の

フリッカおよびショット雑書)では,

TRが球よりかなり劣っています.ち

ちろんTRもだんたん改良されていっ

ていますが,理論的にも球より劣るも

のと考えられています

第4図-T R　の　繕造

ミック)の温要が原因であるとしてい

ます.すなわち,カソードが真空管で

は800oC程宴なのに, TRでは室温の

20oCていどになります.

いま20oCの温度変化があったとし

ましょう.球では2.5%の温度変化に

しかなりませんが, TRでは1(腿%変

化したことになります.このためTR

では,特性の変動が多いのだという説

明です.

しかし,この説明は理論的に正しい

ものではなく,くわしい説明は省略し

ますが,正しくはカソードの仕事関数

と空間電荷の問題から説明すべきもの

なのです

いずれにせよ, TRが温度による特

性変動の大きいことは,理論的にも本

[Dユ　ヒ一夕電源とB電源

ヒ一夕市波を愛せず, B電圧も

敦Ⅴていどですむことは, TRの

最大の特長であり,ポータブル･

ラジオに使われるのも,主として

この理由からです.

球でもハイブリッド球(オート

ラジオにもちいられている)にな

りますと, B遇圧は12Vですみま

すが,出力管はそれでも無理で,敬lo

nlWていどしか得られません.

[Eユ　放射能に対する強度

TRは,放射能に弱く永久劣化をお

こしますが,一般のラジオでは考える

必要がありません.

[F] gmとl

球の増師度は,本質的にはF'であり

ますが,実用上はgmできまると考え

られます.これに対し, TRでは電流

増幅率lが主役と考えられています.

しかし,わたしはlよりもやはりgm

を考えるのがよいと思っています.そ

の理由は,べつの機会に譲ることとし

て, TRのgmについて少し説明して

おきましょう

T Rのgmは理論上,

ラ　ジオ技術

な

　

あ

　

り

と

が

　

減

瑚

こ

れ

判

　

S

.

別

.

郁

い

う

g

n

ら

~

g

 

-

~

の

す

る

か

と

は

と



グリッドの線径,どツチ

とカソードとのギャップ

第1グリッドは一般に第1回のよう

な形状をもって作られています.巻い

てある細い線には,ニッケル合金やモ

ソプデンまたはタングステン線が用い

られます.この細線の直径pとピッチ

pとカソードKとグリッドGのギャッ

プ*Bkが,どのようにしてきめられる

かについて,少しお話しましょう.

第2回のように,ピッチのうんとあ

らい場合について考えます.この図は

もちろん極端な場合ですが,グリッド

の巻線の近くだけがグリッドの働らさ

が及ぶところで,巻線の中間のところ

はプレートの影響が直接およんで, 2

極管と同じことになります.そのため

一　木　吉　典

受信管のグリッドの働ちぎは,プレート電流を制御することにあるわ

けで･そのためにグリッドに流れる電溜ま少ないほどよいがブです.ま

た･相互コンダクタンスgmの大きいほど,わずかのグリッド書庫の変

化でプレート電流を大きく変化させることができ,これは能率のよいこ

とを意味しますblら,大へん豊ましいことです.今回は,このような目

的を達するために,どのようにしてグリッドが改良されてきたを､を中心

にして'改良された薪形管について説明して行きたいと思います.

このような球では2極管と3極管を並

列にしたような特性になり,第3回の　とK-Glのギャップの関係には,ある

特性曲線になります･こういう球は,　制約があるわけで,一般に,

グリッドで制御できない余分のプレー　　(p/A,gk)> 2 ････････････ ･･････････(1)

ト馬流が流れているわけで,能率が悪　にとるべきだといわれています.もち

く実用にならないことは説明を要しな　ろんp/Rekの小さいほどよいわけです

いでしょう･　　　　　　　　　　が,小さくするほど作りにくくなりま

以上のことから,グリッドのピッチ　す(第1表参照).カソードとグリッド

のギャップ38kは,主

gJッド善線　としてgmの値からき

まります.さて, 3極

管では,
i● ′         1--'･ gm-i･G+･･bT

･･-･¢)

G(パービアンス)

く第2図〉グリッドのピッチが荒

いときはカソード電位が不均一

になる.

-K(AIS.義)･･･(3)　となり, gmを大きくするには, Ibが

く第1図〉グリッドの楠道と細部寸法　　　　Aはカソ-胴着　　　一定ならGを大きく,すなわち巧,を
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(A湧円グリッド(B)か=･穴グIJ･･Jrt　(C)平面形グリッド

グリッド巻線　グリッド巻線

園圏圏
く第6図〉グリ

後者は6CB6, 6BQ7A等で使われて

います.

以上のことから, gmを上げるには

グリッドの形状として,だ円形よりチ

ョウチン形,平面形,フレーム･グリッ

ド形と変って行ったと考えられます.

ストラップ支鳩

宣　/㊨
く第5図〉フレーム(ストラップ)

グリッド

c)かこ形グリッド

上述したグリッドの大きな欠点は太

い支柱のあることです.このため支柱

iこ近いところのカソードは有効に駒ら

かなくなります.より高級なグリッド

は,支柱も細くして本数を多くした第

7図のもので,かご形をしています.

ヌービスタがこれで, gmは非常に高

くなっています.

d)フレーム･ロック･グリッド

以上のほかに,ビーム管用として特

殊形状のグリッドを使ったものがあり

ます.

ビーム管は第1グリッドと第2グリ

ッドの巻線が重なるようにして,第2

グリッド電流を小さくしていますが,

普通のグリッドを使いますと,第8回

のようになり,中央で合わせても,塗

線の傾斜が違うので完全に重なりませ

ん･フレームロック･グリッドは,こ

の欠点をなくすためにシルパニアで開

162

ド構造のいろいろ

発されたもので,第9図の構造をして

います.巻線は完全に並行線で,しか

もGlとG2には同じものを籍10図のよ

うに使いますので,目がきっちり合う

のは当然です.

gmの億と測定条件

gmは(2)式のようにプレート電流に

よって変化します.またp/3gk　が大

きくなりますと,カソードの表面の電

位が不均一になり,いわゆるインゼル

効果(全日本真空管マニュアルp-69

参照)のため,カソードの有効面積が

減ったことになりますが,このインゼ

ル効果は,プレート電圧Eb(5巫管の

場合はスクリーン電圧)とグリッド電

圧B｡との比, Eb/-E｡が大きいほど大

きくなります.すなわち,同一プレー

ト電流でも, Ebが低くE｡が小さいほ

どgmは高くなります.したがって,

単にgmの大小だけで球を比較できな

いのはもちろんですが,測定条件にも

注意する必要があります.

第11図はIbとgmの関簾を各種の電

圧増幅階についてまとめたものです.

図の斜線は(2)式のi(GS)が同一の値

を示したものです.

グリッド細線の固定方法

支柱と細線の固着方法にも,いろい

ろな技術が用いられています.

a)溶接法

中央で高富をっていろq

i重しで13台iI遭っている

く第8図〉　ビーム管の目合わせ

く第7図〉

ヌービスタにも

用いられている

かと形グリッド

籍12回Aのように,支柱の上に細線

を巻いて,両者の重なった点を電気溶

接するものです.

b)特殊溶接法

第12図Bのようなグリッドを見た人

があるかもしれません. RCA球のG-

03がよくこの構造になっています.

c)機械的なカシメ法

支柱に第13図Aのようにミゾを切り

巻線を入れて上からつぶし, Cのよう

にしてカシメたもので,もっとも一般

的に使われている方法です.フレーム

ロック･グリッドも同様の方法で作ら

れます.

d)ローつけ法

支柱と巻線の間に金属ロー(たとえ

は鍋や頒ロー)をつけ高温で処理した

もので(第18図),ヌービスタのかご形

グリッドおよびフレーム･グリッドに

使われています.

く第9._･I〉　フレームロック･グリッド

C)特殊なフレーム･グリッド

フレーム･グリッドは張力をもった

まま巻かれていますので,巻線はその

勝擦カでずらないようにすることがで

きます.もっとも,巻きはじめと巻き

終卵ま支柱に固着します.これを固着

する勘&,普通ニッケル･テープを上

におき,巻線をはさんで溶接して行な

います.

ラ　ジオ技術



A)巷通の熔接治(B)鴇殊を摺源治 

rgkをせばめることの因読

札Bを小さくしても, pの方が小さ

くならないとあまりgmが大きくなら

ないのは,すでにお話したとおりで,

このほかに,グリッドとカソードの寸

法および上下のマイカの穴の糖度から

も質量には制限があります.

rgkを0.02mmとして,部品の寸法

の植皮をそれより1ケタ上げるとなり

ますと, ±0.002の誤差しか許されな

いことになります.

もともと1mm～3

mmの寸法のもので

すから,その1/1伽

になるわけで,いか

に困難かは想像以上

のものです.

さらにいま一つ厄

介なことは,カソ-

く第14馳〉　　ド表面にエミッショ
ローづけ法　　ンの出るようにバリ

ュームの酸化物が塗られていますが,

これが排気後に収納することです.こ

の被覆の厚さは約0.05mmですが,こ

れが10-00%収縮するのでナ　すなわ

ち,厚さにして0.005-0.015mmくら

い小さくなってしまいます.この寸法

はrBkにかなり近い値であって,gmの

高い球を作っている現場では｢gmの

高い球のズgkは組み立てた時はゼロで

ある.排気して収縮する分だけがA;et

なる｣といっていますが,

かならずしも誇張している

あげではありません.

に製造がむずかしいかは.

この言葉からも理解される

でしょう

トランジスタのペー

スと球のグリッド

I ��園○ � ��Il 剪� �� 亦����

SS軸 剪� �� �8耳爾�豫V��
-... 剪�

_舵 � ��

i 剪� �� �� 

チ �� �� �� ��i � ��〟 �� ��

i �� �� ���� �� 

〕 �� �� �� �� �� �� �� ��

2 亦�佐�"��� �� �� �� �� �� ��

I I 剪�3 ��4 迭�● 途�e 巳��0 ��～ ��ｲ�

プレート電流/ら(mA)

く第11図〉各稲楽聖管のIbとgmの関係

gmを上げるのに球屋が苦心さんた

んしていることは,上述したとおりで

す.それよりもgmがはるかに商いト

ランジスタを対象として｢もし球とし

て同じ特性のものを作るとしたら,ど

んな寸法のグリッドを作ったらよい

か?｣ということを頭の中で密思して

みるのもおもしろいと思います.たと

えそんな寸法のものができないもので

もっても-･･.

NECニュ･･ス第96号に,いろいろ

な仮定のもとに計算した例が出ていま

す.詳細はそれを見ていただくことと

して,緒論を示しますと,

p-0.03 i. (fL-10-9mm)

p-0.0006 〟

rgk=1.3ll

ap8 -20 LL

いうことになります.第1表でいち清

んgmの高い7DJ8でも,

p-84 l`

p-100 LL

･瀦 ��

く第13図〉カシメ法によるクリフド穀の固定

APR.　2006

となっていますので,

いかに細かく巻かれた

ものに相当するかがお

わかりになると思いま

す.こうなると,械桟

的な巻線法ではどうし

てもできるはずはない

わけで,トランジスタ

がいかにgmの高い億

をもっているかを示す

輩> c2
6162は同~のt,の

く第10図〉フレームロック･グリ

ッドのGl, Gaの位置

ものといえましょう.そして,ゲルマ

ニウムの中に化学的に不純分を入れて

グリッド(?)を作る方法か､かに巧妙

であるかも,おわかりになると思いま

す.このようなグリッドを球の構造で

作るとしますと,写真法でも利用する

以外には方法はないでしょう.

む　　す　　ぴ

グリッドを中心として, gmを上げ

るためにどのような手段がとられ,ま

た現在作られている球がどんなグリッ

ドを使っているかについて説明すると

ともに,トランジスタを球と類推した

ときに,どんなグリッドに相当するか

について説明してまいりました.

gmの高いことの好ましいことはい

うまでもありません.しかしそのため

吃,われわれ球屋がいかに苦労してい

るかについて,若干とも理解していた

だけたら幸いです.

(新日本種気KK)
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