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-r'x圃ー 「 検波用双� 2極管 
  

2P状とぞ出メJ);p

汚ヂン� 5726j6AL5W :1. 6AL5と同等の特性を� 

1)( 有する� 7ピンミニアチュアのf9if!¥形双� 2極管� 

(6BT) であり士す.このfrJ:土両ユニット問にシーノレ

ドがi証され，各々独立してグリッパー，タラソプ.などの回路に用いると

とができます.高パ{ピアンスてすから検波効率が良好で高周波検i皮に

も使用できます.さらに� AVCまたはパイアス電1Ulなどの小;UIAE電源の

整流に弔いるととができます.� 

5726/6AL5W :工高信頼管として設計され，製造工程も十分管理され，

瓦換性[こ優れ長期にわだって安定な動作を保障し，振動・街翠の多い員長

しい条約 r:::耐えまずから，工業盤以重俊・い Dlj機:;~に過しておりま

す さりに軍用として� MILjJi絡を満足Lております.

カソード1:7;熱形

V6.3…….......…・ー…・・…・ー.. …・ヒータ電庄

H Htー京電流"......……… …・・……...・� ・.....・� ・.......・……� 0.3 A 

外 形�  18-1

電極間静電容量(外出シールド付き)� 

::':0プレートと?152プレ{ト問..….......・…・・ ・・最大� 0.026 pF 

ff~l ァ。レートと ml カソード・ヒータ・内山;シールド

pF3.2…・・‘・・・� シールド問NO.316お工び� 6

シールドE音j-1)ソード・ヒータ・!大2?nフ.レートと211'¥ 
および� No，316シーノレド悶…..，・� ・ 一 ・ ・ー・・・� 3.2 pFa

;1'¥1 カソードと首117' 1/ -1 ・ヒータ・ 1~1部シールド
Hおよび� No，316シールド問 ・・…・�  ・....'..3.9 pF 

第 2 カソードと |γ2 プレート・ヒータ・内部シーノ~ c. 
お工び� No，316シールド問 …・…… ・・・ ー…・� 3，9 pF 

最大定格(設言[，，&大[山

ヒータ電庄� 0・ …・..・....."日…….....・， ":j ， 7~6.9 V 

せん~i'î líil ;:t;君主庄・ ー…… …ー ・� 360 V 

せんr.nプレート常流(各プレートとと)"."・ 54 mA 

直iJft:H11カ電流(各プレートごと) ー� … 9.0mAdc 

mA:J20 ・・凶(各プレートごと)1jl:サーヅ

ヒータ・プJ ソードr:t1~;!T:' 360 V 

パループ淑度(長r::ii昆部) 165 cc 
111，'1'....1コへ� 

I".j'_".:， 20000 

動作例および特性

交流入力電EE(合プレートごと〕 . 117 V 
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どと実効フロレート電波インピーダンス「(;ヅレト トごと〕� 

300 11 ノトHl
il主流Hll力定iAL(;4プレートごと) 9mAuc 

包内定圧降ド(lb=60mAのとさ) 10 V 

後他傘U園

“， Lf	，八一汁� 6.3¥'，EpPIP-16SV Rr--'llkn，CL，---SfIF 

特殊気付 各項I1ごとにι載� 

ー般特性� 5叩時間寿命� 

~'_t_一一一----'l一一条 件 初期特枠色』ιA旦些� 
ru、 L主~!:!.主L 呈主主!~ :&:七主主

ヒ タ電流� 275 290 310 325 22 275 3却� mA 

ヒータカソード間漏え1，. '~i!~f E枇=士山~ w.加

底流~l'.力電 t 全波件� t回路，� lo-18mAct:i'寧 16.0 1i.2 -- 20.0 - mA40 
球にて)，� E枕ー-Eοj117V 

東日従放射電流 各ユニットと� t，Eb-jOVdc 40 46 一 一� 35 - mA<IC 

プレト，(些電極閣絡3景� Ep_all おOV~ 回 一一一�  50 -- M!~ 

門町シルト� i他電四則絶縁� E.I<!_a!1 却� OVw; 100 一 一 一 回� 1111 

底流;，射電所t マヰユヱットご左，� Ej-6.3Vと� 85 一 一 一� 80 % 

Ef~-5. 7V との是 Ebニ 7 叫'~

フレ ト電流	 1，ユニ� y トこと，� Eω 0， ←� 20 一一�  "A4< 
40L:n，二R 

フレト電流 肉ヱニゾト� 0，王� - ，，，，¥& 

ハム 路凶による� Ef-7.0V"" 10 - mA剛

容量�  f第1プレートと ト閣外部ンルド付き� 0，026 pl・

干|第 1ーと ド一昨ール�  2.4 4.0 pF 
ド主よぴ� No.316外部ンールド問

第2フレートと第� 2力ノード，ヒ タ!内部シール� 2.4 - 4.0 一 一� pF 
1 ドおよ(JNO.316外部ンールト間

第lカソードと耳11フレート，ヒ{タ!内srンール� 3.1 - 4.7 - pF 
ドおよび� NO.316外部シールド間

第2カソード左第2プレート!ヒータ，内部ンール� 3.1 - 4.7 一 一� pF 

ンールド問mタ十0.316ドおよび1¥L 

相重機的特性

冬	 件 呈士主主主"'ー項目

国7周波数桜勤 電圧をかけなー、� G=lO， f=40外

可変阿波数娠動 電圧をかけない� 

検古 G--25，f-25-問グ8 

衝撃 0--48ロ，� E，〆p~O

革労衝恕試験後 ヒータ・カソ ド間漏えい電流 15 p.AM 
苧biEll'.土 E 14 - mik 

ミニアチ� アヘースひずみ1

共娠長� 7日Mc 19.75 

低気IE耐電IE 気圧;-55土 5mmHg，置!L=5οOV~

野命試駿� 

za 日一条 件 呈土量主主且
ヒ ターサイクリングお噛 めて7.5V，E押!p=û，巳枕7~+135VdC， Rr 札� CL"'-C入� 

(2醐 回分 on，1分off 

2000回後 ヒーターカソード閲漏え」電流 一回�  I，AI1.'

断続得命	 E枕ニEo+1l7V酌� R，今� llkn.10)18mA. CL王寺町F，
 
h/rJ>50mA.金泊!，k流回路


時間後5α 一般特性に記閣

，、ム試験回路

守� -335一一
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5726j6AL5W 平均フレート特性
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外形 図
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~:'J 十oω 

9・0010 14-001 

19.0MAX 
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