
真:謀議謹議長
による説明をするのが,一番便利で理

解しやすいことは申すまでもありませ

ん.しかしこの考えかたが行きすぎま

すと,特性曲線を頭から100%信頼し

てしまい,それからえた資料をあまり

に重視しすぎることになります.盲が,

この傾斜が内部港抗,め

第1図一特性を直猿とみた簡蛍を場合

線をなでてみた話がありますが,特性

曲線は球のある一画を示すだけで,決

して万能でないことを注憲してくだ

さい.

今回は特睦曲線がどれだけ信頼でき

るかという琢屋のうら話を述べるとと

もに,その近似的な求め方について説

明してみたいと思います

1･特性曲線はどんな球で

測るか?

特性曲線をはからうとしますと,た

くさんの球のなかからどの球を選んで

測ったらよいか,という問題がおきま

す.それは調書農の発表データが,規

格値になっている中心の球で測ればよ

いと.簡単に片づけないてくたさい.

実際にはつざの問題がおきます.

a)あらゆる点で規格にピッダリあ

った採かえられるか?

ご存じのように球の特性は同じに作

ったつもりの球でも,ちょうど人の顔

が一人一人異っているように,特性も

なかなか一致せず,パラツイているも

のです.かつ標韓にプレート電流も,

スクリーン電流も, Gm　もというとな

かなか一致するはずはありません.こ

う申しますと,あるいはつきのような

反問を受けるかもしれません.

｢そんなに変動するなら特牲そのもの

の規格をきめるときいったいどうして

きめたのか?｣

この間題は一応おあすけにしていた

re'くこととしまして,かりに上述した

諸点で一致しましても,他の特性,た

とえばカットオフははたして揃ってい

るか擬間です.

b)球の溝進はメーカー七も一定せ

ず,同一メーカーでも変えることがあ

ら.

このようなトラブルがありますので

プレート電圧Gb)-

第2図｣/2乗持怪のEb-Ib曲線

｢股には責任のがれのために,アメリ

カのRETMAに登録したときの特性

曲線を各社とも発表しているわけC,

各社のデータが一致しているのもこの

ためです.

ここで面白いのはこのような問題の

ためか日本独得の球については,特性

曲線をまったく発表していないメーカ
ーがありますが,これはあまりにも良

心的と見るか,あるいは自信がなさす

ぎると見るべきか面白い研究問題で

チ.またこれとは逆に,外国の資料を

盛んに発表し,外観たけをかざる会社

もあります,

話が少しあき道にそれましたが,球

の特性曲線は実測してもあまりあてに

去らないということだけは理解された

ことと思います.惑星ですら半分お手

あげのものを,一枝のかたが教本の球

から求めた特牲曲線の信頼度が,どの

くらいかを考えてみますと.思1.をか

ばにすぎるものがあります,

お前はケチばかりつけているとお叱

りを受けそうですから,私はこう考え

~ Lj竺嵩竺_｣

第3図-312乗特畦のEc-Ib曲線
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ているということを,つざに述べてみ

たいと思います.

2.三極接続の特性曲線の

求め方

最近のようにHi-Fiブームで,しか

も　OTL滋のということになります

ど,三陸接続の特牲曲線がほしいとい

うことになります.ところが皮肉なこ

とに,この時樫はほとんど発表されて

いません.なければそれだけ欲しくな

るのが人情というものでしょう,球の

メーカーに三極接続の特性曲猿をよこ

せという要求は,かなり強いものがあ

ります.

この答として, NEC真空管ノ､ンド

ブックには必らザといってよいほど三

極接続の特性を発表することにしてい

ます　ところが特性曲線は上述しまし

たよう忙なかなか自信のあるものが実

測できませんし,また実際の球がかな

り変動しているのですから,大略の見

当がつけばよい(いや,たいしたポロが

で溶ければよいといったほうがあたっ

ているかもしれません)という見地で

当らずとも遠からず,というあまり自

信のない方法で計算しているのが実構

Ib-G(Eblll+Eel)3/8･･････ - ･･･-(1)

となり特挫曲藻で表わしますと第2回

第3回になります. (1)式から

Gm-GS/2(Ebl/F･+Ebcl)1/2･･････ ･(2)

となりますから, Ib,Gm,F･のうちい

づれか2つさえわかっていればGを求

めることができ,特性曲線を自動的に

求めることができます.

実擬の球の特性が(1), (2)式を満足す

るのでしたら話は簡単ですが,実際に

は第4図のような奇妙な現象がおきて

きまして-すじ縄では片づきません.

つきにこの点を調べてみましょう.

4･実際の犠牲曲線の鴇長

第4回で

見られるよ

うにつぎの

問題点があ

ります,

a)プレ

ート電圧が

OVでもプ

レート電流

は少し流れ

る　　　　　　　電流が流れ始めろ

負の電圧　第5図-Eb-0の持憧

実際の特性出現　　がかかっている電極には,竜

王乗法刺傷2回)子は負の電荷をもっているの
の特性出陳　　　で流れこ重ない　くしたがって

電流は流れなの　というのが

真空管の根本動作原理であり
Ecb吠きし漣と　　ますから,この現象は一見鴬

^･,トポイ寸近の　誠はずれであります.
狂いも大きい

プレート電圧(とら)-

第4図iS/2乗特性と実際特性との狂い

です.こう申しますと,失礼な申し分

かもしれませんが,まづポロを粧すこ

とがないだけで実用上は十分以上j芝と

思っている次第です.

3･理想化した特性曲線と

その矛盾

球の特性を完全に理想化した場合は

第1回のような特性になり,すべてが

直線で示されます.これは極端であり,

より実際的に空間電荷を考えますとs/g

乗法則になり

APR.　2009

この原因はカソードからて

る電子はある速度をもって飛

びだしていますのC,その速

度を電子電圧に換算した値

(約0.6v)まではプレートを

負にしても電流が流れること

になります.もちろんこの0.6Vとい

ら電圧は概略の値であり,　75

カソードの表面の状態,

プレート表面の状態によ

ってきまる接触電位差に

よって変化しますbi,一

般には0.6Vとおいてよ

いようであります.

実際の球の特性曲線を

見るときには,プレート　　0

に外部から加えを電圧に

0.6Vを加えたものが実

6 田���� ��

中一 ヽ �� 亦��� ��
豆 � �� 

ヽ ＼ �� 亦��� ��

(3)式と適用 剪� 

-8　　　-6　　-4　　　-2　　　0~

グリッド電圧Ec, 0/)

第6図-FCの特性

際にプレートにかかっていると巷えれ

ばよいことになります.しかしプレー

ト電圧の商い一般の場合には0. 6Vは

無視できます.

b)グリッド電圧がOVでもグリッ

ド電流がわずかだが流れる.

プレートの場合とまったく同様な現

象であり,やはり0.6Vの徳正をしま

す.グリッド電圧はプレート霞圧とこ

となる低い電圧ですから0.6Vはかな

り大きな要素K:なり(特にF･の大きな

値で)決して無視できません.第5回

はこの様子をさらにわかりやすく説明

したものであります

c) F'が電圧電流はよって変化する

こと.

三極管の増巾率F･は一定でない例と

して,第6図をあげます.

この特牲は

÷-( C,十Cg音) ･･････-(3)

と近似的におけるようで第6回にこの

式で求めた値を併記しておきます

この式は半分理論的に半分実験的に

求めたものでありますが,つぎの点に

留意する必要があります.

(i)バイアスE｡が大きく(負に)

椴)　　200　　300　　4m　　　50

プレート電圧Eb(の

第7図-6cc7のカットオフ特性
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つざに実際の計算例を示しまして理

解を深めてみましょう.

7.三極管の緯性の計算例

a) 6cc7の計舞例

6cc7の特蛙は, Eb-250V, Eel-

-8V, Ib-9mA, Gm-2.6moです

から(9)式に入れて

Estニー8+0.6+盟_ (Ⅴ)
Ilc

(8)式に入れて

_8+0. 6+_竺旦=三･ __9__(.EA}

〆c　　5　2.6(mv)

･'･F43 ≡ 15.6

このときの万能特挫曲線第11図のバ

イアス竃圧は

Ft:(B｡+0.6)-15.6(-8+0.6)

≒-115v

第11図でこの点を入れますと

Ib=3.1

このときプレート電流は9111Aなので

すから特性曲線のIbを

÷ 2.9

倍すればよいことがわかりました

いまEciニー16Vの縛性的鱗を求める

としますとバイアスは

1　　1　　2　　8. 65

〟　15.6　5　　205

-0. 0641-0. 0139

･'･pf19.5

〟は20と発表されていますから割と

よく合っています.

b) 12AU7の例

12AU7 ICついて同時に求めた結果

Tとげを示しますと,第13回になりこれ

またかなりよく一致しています_　(詳

細はNCEニュース第49号p4を参照

してくjt.さい.)

8･五確答を三極菅接続し

たときの特哩の計算例
三種接続

したときに

はスクリー

ン電圧をプ

レートとし

スク,-ン

電流を加え

第14図一冠位分布図　　を電流をプ

レート蹴とし, G-杏(1十吉)培

した値を相互コングクタンスとする三

極管として計算をします.

i/ ��/′ 刧� ��

､._i:. 梯� ����梯� *C5一 ,圏 �/ 梯�r ����/ ��

も ,rJS 啌R�｢｣ �� ��

/′ ��拶擾 � ��

/ヾ 佶ﾄ粐� 

6AR5の例につい

て計算例を示しまし

ょう. Eb-250V,

Ec合-250V, Eこ1- -

18V, Ib-32mA,

I｡2-5_5mA, Gm-

2.3mてら　ですから三

極接続の特蛙をtを

つけて示しますと,

Eb-250V, Eclニー

18V, Ibt-32+5. 5-

W　00I20　働　頒) 240　250　320　籾･紬　37.5mA,Gm.-2.3

fb

･(1+菩)≡ 2･7-｡

この値を用いて(6)項の計算をすれば

第11図-Eb-Ib万能曲線

uc(B.+0. 6)-15. 6(-16+0.6)

≒ -240v

このバイアス電圧のときのEb lb特性

を万能曲線から求めて電流を2.9倍し

たらよいわけです.

第12図はこのようにして求めた特

性脚線で.一般に発表されています特

性曲線とかなりよく一致していること

がわかります.この程度の誤差なら十

分実用になります.

つぎn: F･を舵)式から求めてみまし

ょう.

APR.　2009

特性曲線が求められます･　　　　　8

9･三極管の特性はな哩こ

のようになるのか?

三極管の特蛙の計算法は以上で終り

ますが,最後になぜこのようにF'が変

ったりして複雑な変化をするのかとい

う点について補足的な説明をしておき

たいと思います

カソードの表面にはプレートとグリ

ッドの電圧の影響を受けて電圧の傾斜

6067 �2ﾙJﾙUﾈ+8.ｨ,H*(.���<��ｸｼ�R�

Ee方紬嫌') ●● 劍mのT=伯 

も too �� ��

i ��/ 啖��
㊨ ���� ��

O W　　　201　　3α)　　W

-fb

第12図-6cc7の発表されている

持牲曲線と万合細線との比較

すなわち電位斜度が第14回のように

加わります.この電位傾度がプレート

輔を決定するわけで支醗産(辛
+E｡)とに相当します.

この電位傾斜がカソートの面ですべ

て均一な場合は蘭蛍ですが,第15図の

ように不均一になる場合が多'いので

チ.グリッドの直下はグリッドの負の

電圧の影響が強く戯らき,ひどいとき

は図のように,負の電位傾度のところ

ができてしまいます.こうなるとその

場所は電子が飛びだせをいわけで,グ

リッドの巻線の中間のところだけが電

子のとび7ccせるようになります.この

ような場合にこれを島効果(インゼル

効果)と呼んでいます

この島効果が生じますと,カソード

の電子のてる面積(有効面積と呼ぶ)

は小さく凝ったことになりますので

Gmがさがってしまうことになります.

この島効果が三極管の特蛙を, 3112乗

法則から狂わせる一番大きな原因であ

め,グリッドの巻線の間隔が.カソー

ド･グリッド間のすき間にくらペ大き

くなるほど,はげしくなります.

｢｢∵:∵./- ｡ 劔2AU7 i 

Q 〟 to � 途�や 

･I 

/e ��/ 艇���

_レ/⑰采 
､船　　　脚　　/W　　　200　　2W

-Fb

第13図-12AU7の発表されている

特性曲藻と万能曲線との比較
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