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東芝電子管ハンドブヴク�  

5150/6BE6W 

周波数変換用� 7極管

と引等の特性を行E6Gn:1 5750j6BEGW 

すご� 7ぜンミニブチュプア!で� ;d形'j1再三?亥周
管℃ふります.この{j""，;;にスーパーヘテロダイ

ン交c桜での~';i'í:::j占振と混介が 1 勺の色て、行なえるように Lたもので，

党娠が安� 5じですからノトiiた1:131;';1ゴF適です.� 

5750j6ß五6\V ば，'，:If，iWntーとして n~?-I され，担 ;D工程も卜分'W;J 'liきれ，

互換性に優~1... Jdt1にわた� η て安広三日1作そi果詞し.� j反D"fJ) ・街燃の(:~'バ

J、ら，工主1~~'，.: 

す.さらにJ1!flとして� M1L規焔七i'，jよこしております.

カソード 戸烈形

Hヒータ冠JE............…...・� ・...，."，.・� H ・-……・・・……......・� H ・..� 6.3 V 

H A・.....・・Hー・ヒータ電流ー� H ・..…........……............…… ..0.3 

外形�  18-2

電極間静電容量(外部シーノレドなし)

pF0.3・・……・・黒:大・・…....町・� ・・mJグリヴドとプレート31~~ H H

u7r~ 3グ')、� y ドと他企司;¥夜間� (ii¥'i]i皮入� -)1)ー…� ・ …・� 7.1 pF 

H 白プレートと他沼恒[笥Cifl，行部� 11¥1)) ・・・……...・� ・..・咽 7.6 pF 

~~ 1 グリッ f と jc~令官同|訂(発t~i;i;入力)…...・H ・ 5.5 pF 

~'13 J/リソドと;'(¥1ゲリッド刊1 ・� ---- ft大� η‘1:i pF 

討11グリッドとカソード， ~J，'~ 5夕、リ〆ド日目ー ・� pF 司・ 3.0 

カソード，� fl¥5グリッドと全可杯1m 
15 pF•••••••••.•.••••••••••.•.・� ・‘0よく)…・Iグリッドをun1

最大定格(設HI最大値)

ヒ{タ常照・ー …............・� H ・...........・...........・ ・� !i.7r--'円 9 V 

7。レ{ト右足・ ..........・ ・ 大� 3:~O Vdc 

dc¥' 110一............ー最大・…・・回0グリヅド電)下4，第~27f


7f~3 グリザド王宮Tf... … ー� ................][e)， 0 ¥dc 

Vdc ，;C人‘・・ilf....司rrグリッド3:j'; e 

itえまわ� りま3仁して正li，~・言I.;国しい条� 

ei'l1グリッド、司王ノ� ;e".."".. た.:i'，r
カソード~iAt-. …・圃� .•••••...•..•.•• ュヒた� 15.5 m.Vlc 

0 WL~';.A;・� ・・� ."・・・・・…失ーilレート十f

d~2 ， Zi'14グリヅドliljミー......， …・… ……ご�  l記� W 

ヒータ・カソード間宮町� ……  ......1巨大� 100 V 

パル71Li医 (:1町:j('I[H'L(;10 ・0 Jlt大 寸日� CC日… u 

;句史…ー・ー・ ・� ••J'l)~- J.、 2;;以jU 111 

一� 341一一

・ ・・ 1.¥0 11 1. 
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東芝電子管ハンドブヴク

重力作例および特性

混合用(他[jj}J振によあ場合)

ブ。レート青空[E..…・・・� 0・.......・� a・ ・・u ….......・� H ・� 100 250 Vdc 

!:f~ 2，第� 4グリッド7'li[E...・ a・...・� 4・…・ー� … 100ω Vdc 

第� 3グリッド電圧・…・・ ー・・・ ・・ー・・ーl.5 -1.5 Ydc 

?inグリりド電圧 ・・・・・…… ー・冒・ ・� 10 10 Vac 

~~ 1グリッド;氏抗・・ー ー・… ・ ・…� 20 20 kl1 

プレ{ト内出防氏抗(概略� 1直)口…...."・…・・� 0.4 l.0 l¥'ln 

0.5・…・・・.. …ー…-miAfグリッド1第� 0.5mAuc 
~22~コンダタタンスー ...・ ー・ー ー ・� 455 475 f1び

プレート電流 ................…...・ H ・� ….......…� 2.6 2.6mAdcH 

第� 2，勿� 4グリッド電1M' ・・・ ・ ・・…� 7.5 7.5mAdc 
全力ツード� 1E流ー� … -….....，......... 一� . 10.6 10.6 mAdc 

2í~3 グリット定庄 

Ydc-30..-30-……・一 ・・� 1mm:略(t1'むのとき)10(gc二

(日 c=100.'ll.Iのと三) (概略 I e・…..・� 0・.. -6 -6 Vdcl"D・ ・� 

tJ' との他防mのむj'[ の特けは 11 肋晶、回路における rハイアスの![71'J に~1' 1I:i:'
よく似ていま九

発振特性(31長官弘前)

プレート・第� 2，� 7r~4 グリッ下電庄・ ..… - … ・� 100 V c1c 

第� 3グリッド� fE疋…・・ー ・・・ ー� … ・…・� o Vc1c 

Vrlc。…・� ・・� …・・・・・・・1グリッド電庄.......・!'n 
 0 H e 

H H増幅率 …・・・� 0・・・-….......・� a・............... ー� ...22.5 

中目1i:コンダグタンス� (G，と� P，G'+4問) ….............. ...7800 I'u 
カソードírtÌJ~ê""'" .…  ・ ・� 25InAdc 

錦 l グリット恒正 (Ib~10 ，，，A のとき) (紙l凶r ・…←� 11 c1c ¥' H....・[f)
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東芝電子管ハンドブック� 

規格筒関

以験条件� Eb==250V<f(， Er".二� 1曲� Vd(， Efl""- 1.5'/. 

'孫条件 各項目ごとに記絞

ー般特性� 5冊時間'1命
エ回 目 条 例ー 初 悶 格性芭ー』主一後皇主

呈土� LAL巳必z韮主主!OQ呈企呈主

ヒータ電波� 275 2四� 311 325 22 275 325 mA 

ヒーターカソ【ト 聞漏えレ電，'IIEE枕=土 1凹V~ 10 ← '"μ"" 
プレート電� a ROlニ2Okn，1"=0.5mAac(注)� 1.5 2.1 2.9 3.5 0.8 一 一� m.... 

m一一一10.698. -一，"ニ2ORグり ット電;，':E4，第2沼� kn，IC1=0. 5mAω .... 

J;3グリット逆電庇� Erl""ー2¥'ac，R~.=O.SMn ， - 1.0 0 1.0μ .... 

R~L = C1=0. 5m. 注)20kn，I >̂4c(

....μ一一一回一一<I<:・14Vーヱニニ&1，Vdc叫Ebι1ートしゃ断電流νプ� 

E，， ~O ， U主)

変換コンダクタンス� Ll1 R" -20kll，Ic，:=，0.5mA<Ic(法) 加� o 430 570 岬� 1曲� 2田� 7加� I'U 

変倹コン〆クタンス幻� Eω 30¥'dc，Rg，=2Okn， 50 - p lJ 

Ic，--oO.SmAfC (沌)

車検� .:l/ダタタンスi3方 E" o=--6Vdc，Ru，=20kn， 60 - 3岨 一 一 一 戸。� 

Jn..O.Sm̂de C:D 
:.4:1魚コンダクタ ー/ ド均 一 一 一 一� 17 弱和1ιこ対す る変jlfj.の初期:11ヲミ

者1 1 グリッ ド他令電極悶絶治 E例。日二 1叩V~ 叩 一 日� Mn 

や"グリッド・!也全電極剖絶縁~， all=-l曲V<I<: 100 同� Mn 

プレート・他全電脳� n絶縁� EJl_auo...-3QOV<IC師 団� Mn 

相互コンダクタンス� Eb=I00VdC，Ec，-，-0，3極菅媛続縦訓� 67却� 8870 96岨� 18同� 47∞ - I'U 

"~見物名 Er=:.5.7V，Eb-}田� V""，� 85 一 一 一 一 一� % 

Eo= l!O，3傾管t続� 

1.

:I!i;t.引� Eb ，~1剖V恥Ec， ~ O ， 3Mj管縫枕� 18.5

カソード屯Ii，� E~-l岨V<IJ;， En 続t~ 16也管3，O，-，

プロ� yキング� ECI--3Vdc，ECI=-V節句， R，・ ~O ー

谷j量な¥3グリッ トと ヅレート間外部�  γ ールトなし ー

加� 3クリ ソド主他"，，'1(;'，間 外部ンールドなし� 5.7 

プレー� rと他主高地問外部シールドなし� 5.1 

無Í'~阿波純苫 En-=-Ec，--3V<f(， E'!o=7mVac 

償磁的特性� 
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{す 呈止呈.!; 旦:主� 

可変叫i度歓i伝動� EC1 -:Ec，ユ� 3Vde，Rr.c.~ 10kil 5回� mVa 

t~] 'iL ~'.þ~ U:恥動 E，， 'ニE"三� 3V品� R，，=lOkfi 3叫� mV，凶� 

!i 汗� G 2.5，f25-曲r.(阻定〕ょ ふ� 

制 収�  (j -300 • Ee，=Ec.--3Va.:. R“=Ro.=O.lMn，Eは=十1∞V~

設労 働早悦止点 変検コンダクタンス� 111 250 ー� l'び� 

2.0 ，j~;?;3グリッド送電'j[

ヒータ カソー下 問漏えい電流 Eはーヰ】曲V“ 30 ItAdt: 

国主問主数眠動� - 450 mVoc 

、ニアオト込アベースひ� Fみ
カラスひずみ

せ王気白耐1:a ~i.JE ~ 21 土2mmHg， ~LE=5∞V<< 

罵命誌草食� 

za 同条 件 呈土星主主且�  

ヒーターサイク� Uンダ品輸� EJ-7，5V，E枇=ム 135VdC， Et>=Ec，=Ec."""，=Ec.::oO， 

ロ剛[~，J) 1"f開 。� 1;.ケoff 

20c0間後 ヒ円タ カソード間耐え� '1< 芭枕� = " 20 f，AdcV朗:!:l'‘

'ムL~I.t. I.: 命出漬 け時間 Ecl ユ α Ellt"，16V 

立候コ ンダクタンスil同初期直に対する'"化率 ，; 
ln 

10 
日O.O=R~..a.:135Vト=

町f21:時間.'時間むよ::2

践{戸ド~!'命 ;.1喰 《山間関 Ji'i:"主匂命条件iこM じ 
1叩時岨iを� ~I!l コンダクタンス 1.1:1 230 - I'U 

断続々命以喰� :i.iJf!匂命条件� ::1.1じ，T=1350C五誌上� 
5曲時間尚 一般特性に記絞� 

10相時間後� 

i主じ�  scil!atorLoadが� 48knのハート� νー山路を� m..'る.� f=釦k，

一-343一一� 
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~ーー哩東芝電子管ハンドブック

575骨� 6sE6W 平均動作特性� 
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東芝電子管ハンドフック
 

5750/6BE6W 平均動作特性日l励打()
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5750/6BE6W 平均動作特性(白励振)
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外形 図

東芝電子管ハンドブック� 
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HE室号R

~:'J 十oω 

9・0010 14-001 

19.0MAX 

18-318-1 18-2 

一-446一一


