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高周波増幅用中増幅率双3極管

6DJ8lECC88 (その1,

GE6DJ8

90度回転

[表1]発表定格(フイi)ッブスデータシートより)

ヒーター電圧
ヒーター電流

6DJ8　　　7DJ8

6 3　　　　7.OV

0 365　　　0.3A

ヒーター･カソード聞耐圧

第1ユニット　カソード正　直流　130V

直流+ピーク150V

第2ユニット　最大　　　　　　　50V

最大定格
最大プレート電圧6釦等)　　　　　550V

最大プレート電圧　　　　　　　　　130V

最大プレート損失(片ユニット)　　1 8W

最大カソード電流　　　　　　　　　　25mA

最大グリッド負電圧　　　　　　　　　50V

最大グ)ッド回路抵抗　　　　　　　　1MO

カソード･フィラメント問抵抗　　　　20kQ

Sプロフィール

1 950年代後半に欧州で開発されたVHF帯高周波増

幅用双3極管.フレームグリッドが採用され,それ

までの増幅管とは一線を画す高G肋を備える.また優

れた直線性と良好な雑音特性からオーディオ領域で

の活用も多く,カウンターポイントやマランツなど,

メーカー製アンプに賞属された.多数のバリエーシ

ョンがあり,トランスレス用の7DJ8のほか,高信頼

管の6922, 7308なとがある.

漢構造および電気的特性

外囲器外形は12AX7などと同じ9ピンMT管.プレ
ートはア)レミクラツド鉄板製と思われ,電極高は約

9mm.プレートはカソードを挟んで2枚の電極から
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[図1 ] ECC88品-ん動作特性

(フイi)ッブスデータシートより
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代表動作特性
プレート電圧

ダノンド電圧
プレート電流

相互コングクタンス

増幅率
カソード抵抗

構成され　電子衝突面はプレートからカソードに向

かって幅1.4mm,長さ7mm程度の大きさに押し出さ

れた面が担当する.電子衝突面以外は直ちに電極中

心部を離れ,変形W字的にカソードを囲む(Wの中

心部がカソードに対向).二つのプレート板はマイカ

上部で電気的に接続されている.両ユニット間にニ

ッケル製と思われるシールド板が入り, 9番ピンに接

続.カソードは扁平,グリッド支柱は太めでグリッ

ドは外からは見えない.シールド構造などはブラン

ドで異なる.電極サイズやP-K間距離などから250V

を超えるB電圧は不適.両ユニットの常陸は良く揃っ

ている印象

漢オーディオ用途への応用

CR結合増幅では,中等度の利得と低いB電圧条件

下にもかかわらず高めの出力電圧が期待できる.低

い内部抵抗や直線性を活かすにはプレート電流を

5mAから15mA近く流して使いたい.歪率は全体に

松下6DJ8

鯛波入力Brt喋2np: 発振ElkoEb出離 
堪聴講 �#�ｲ��ｹ�9zhﾇb�

最大出力 僭b� �,�,x,ﾂ�
50V個S以上 僊測定器 

DC入力1時 安定化9lk(I 電源 

Eb, Ebbは対カソード電圧

小さDMMによる直接測定

[図2]電圧抱囲動作測定回路(両ユニット並5I腰続)

片ユニット動作の場合,ユニット1を使用し.ユニット2は全

雪国蛮地する
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[表2]動作条件別測定回路

接続 �%�8h6ｨ6(6r�8h6ｨ6(6s��5(ﾈｸﾘr�劔両ユニット並列接続 劔備考 

図との対応 ��ﾓ"ﾃ2�剞}2.4,図7〔a〕 剞}2.5,図7〔b〕 剞}2,6 � 

178V1247V �172Vi217V �172Vi246V 僖MM直接測定 

負荷抵抗(RL) 迭綰ｵ���20kQ �5.6kQ �12kQ 剪�R器表示による 

プレート電圧(Eb) 涛��109V ��#Ub�92V ��3�b�109V ��3%b�97V ��3�b�DMM直接 ���症 

9.08mA 湯纉Vﾔ��13.1mA 釘�����5,69mA 免ﾂ�6ﾔ��15.4mA 澱�#網��9.76mA 妊ﾔﾙ+ﾉ�｢� �(��

グノツドバイアス電圧(島) 蔦�纉��-2.56V 蔦"紊��-2.43V 蔦2經ub�-2.81V 蔦2�35b�-2.79V 蔦2縱�b�DMM直接 ��症 

1.98V �"經eb�2.48V �"��8���3.57V �"繝�b�3ー33V �"縱秒�3.70V 妊ﾔﾙ+ﾉ�｢�演 �.��

カソード抵抗(欣) �#����2570 ��ン��5790 田#s��2480 �#�c��4410 �3����DMM直接 ���症 

27V �35b�37V �3ub�60V 鼎�b�50V 鼎�b�60V 妊ﾔﾙ+ﾉ�｢�演 傲r�

所要入力信号電圧(einmaX) 儘ゴ�b�1.91V ��纉Ub�1.73V �"縱ub�2.OA∨ �"紊%b�1.89V �"緜秒�DMM直接漁 剌ﾇ 

増幅度(A) ��ゅIGｲ�18.4倍 ��偵YGｲ�21.8倍 �#"��Gｲ�20.4倍 �#�綺Gｲ�21.7倍 �#"纖Gｲ�10V出力時の利得 

対アース.プレート電源電圧(Ebb,) ��S�b�175V �#��b�180V �#S�b�175V �##�b�175V �#S�b�DMM直接測定 

注)若干A2領域に入った動作を含む(前段のインピーダンスが高い場合.この値を下まわることがある)
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[図3]松下6DJ8単ユニットCR結合

増幅回路における出力電圧対全高調波

歪率特性(局_-5 6kQ)

図6]松下6DJ8両ユニット並jI腰績CR

結合増幅回路における出力電圧ヌ栓高調

波歪率特性(用.-12kQ)
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[図4]松下6DJ8単ユニットCR結合増

幅回路における出力電圧ヌ栓高調波歪率

特性(RL-20kQ)
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[図5]松下6DJ8両ユニット並列腰続
CR結合増幅回路における出力電圧対
全高調波歪率響拙(RL-5 6kQ)
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ほとんど純粋な第2次高調波のみで.第3次は第2次の1/100程

度と優等性的な内容
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[図7 (a)]松下6DJ8

単ユニットCR結合増

幅回路におけるFFT
パワースペクトラム

丘'b-1 78V 1

RL=20k Q.

i-1kHz,

EouFI OV時

[図7 (b)]松下6DJ8

両ユニット並列接続
C R結合増幅回路にお

けるFFTパワースペ

クトラム

E肋=1 72V,

･18 2,125寵･凧-5.6kQ.

低RL時でも大変素直な内容で,広帯域増幅の需要にも対応可

能

低めに推移し, RLの高低にかかわらず第2次高調波が

主体.両ユニット並列使用では低RL時の出力電圧が

増加し,全体に歪率が改善される.特性は3極管の

中でもトップクラス.雑音レベルが低いので初段用

に相応しく,まだらBQ5など高電力感度出力管のドラ

イブなどに好適.利得は高くないので全体の利得配

分に注意する.

園製作上のポイント

最大定格で使用しても顕著を温度上昇など認めら

20 10/4

I-1kHz,

E｡い-1 0V時

れず,使用経験でも丈夫な球だが　電極サイズの小

さい高周波増幅管であり,穏やかな条件がよさそう

9番ピンはアースし,カソード電圧が高い用途にはユ

ニットl側を使う. 7D｣8も6.3V点火で問題なく使用

可能.

獲供給状況

欧州,米国,日本など　また各社でTV用に相当数

生産された模様一　初期の製品は別として現在でも比

較的容易に入手できる.

65

〔
%
〕
胤
開
撰
語
他
州

〔
%
〕
帆
糊
撰
蕊
肥
州


