
マツダ真空管 6AQ5 ¥気
用途構造 ビーム電力増幅管

特性概要 6AQ5 段ミ=アチュア型のビーム電力増幅管

νG、6V6-GTと同様の特性を有していまナ.小

型セ y トで『自i能率高電力感度ir::必要とナると

とるに使用しまナ.
カソ-t: 傍熱型(オキサイド被覆・等電位)

ヒーター電圧 6.3V 
ヒ戸ター電器在 O.45A 
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グ9ットと7・v-1-0聞・…...・H ・."約O.17pF ....約O.35pF
入力側・…....・H ・....・ H ・....・H ・....・...約8.0pF 約7.5pF

出力側....・H ・-…・…....・H ・....・M ・-…約1l.0pF 約6.0pF

・外部~_ÞrOはカジ -rOに接続 柿外部シ -1レドなし.

シングル A，級増幅

.大定格
ヒータ戸電圧……・・H ・H ・.....・ H ・-…....・H ・......5.7Vより6.9V

プレ戸ト電圧...・H ・..……....・H ・....・ H ・-……........最大250V

スク Fーン電圧….....・H ・....・H ・...・ H ・..…....・H ・..最大250¥1

プレ F ト績失…...・H ・....・H ・....・H ・.....・ H ・........・ H ・'"最大12W
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品~-/〆
ン〆 スクリ F シ損失...・H ・......・ H ・…………...・ H ・-最大2W

/ ド ト ・カドド関電庄… H ・H ・-….........…ー最大90V

動作例
t:-~-電庄…・…....・ H ・-…. . . . . ...… ・ … ... 6.3V

プνFト電圧 ・…-・… ……・・・・・・・…・.180V
スクj)-ン常庄・…・ …… ..‘ ・…・・・ 0・…..180V
グFッド篭庄一一...一…・….......…...-8.5V
入力信号尖iiJL電圧…....・ H ・...……ー・…・0 ・・.8.5V
零信号プv-ト電話か'"・ H ・...... ・一…....29mA 
最大信号プνートtlii5li'"...一………・・… 30rnA
零信号スクリ ーン電洗(約)・・ー………… 3mA
最大信号スクj)-ン電疏(約)..・・・・・・・・・・4mA
プv-ト抵抗(約)...…・……...……・… 58kn
相互コンダクタンス (約)・・……......・H ・...3.7mu
負荷抵抗 …........…・・…....・H ・...…H ・H ・.5.5k!l 

仕i力・・・・………………・…ー一... ・・ …・・.2.0W
歪率(全高調波歪)・・…・…・………… .........896

プヅシュプル AB.級増幅

.穴定格
γyグJレ AI級増幅に同じ

動作例(2球の値)
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ヒ-~-俊庄一 -…・-……・・・・…・・…・・H ・H ・-……… 6.3V 
プv-ト電圧………'"・H ・..…………...・H ・..・・・・・・・ H ・H ・..250V 
スクj)-ン電圧…・…・・…・…・・・・ H ・H ・.....・...…・......250V 
グFッド電圧…….....・ H ・'"…….....・ H ・.....・ H ・.........…ー15V

^カ信号尖頭電圧(雨グDッド間).....・H ・'"・H ・H ・H ・-…….30V
零信号フ・ v-ト常流・・・……・ .........・H ・...………・…・・ 70mA
最大信号プ ν F ト電流'"・H ・..…… H ・H ・....・H ・.....・H ・… 79mA
零信号スク]}-::.-電流(約)....・H ・.......・H ・-…...・ H ・-… 5mA
最大信号スク]}-::.-電統(約)…'"・H ・..…H ・H ・.....・H ・...13mA
実効負荷抵抗(フ・v-ト間)..・ H ・...・H ・.....・H ・...・ H ・...… 10kn 
mカ….........………….....・H ・H ・H ・..……...・H ・........・H ・10W
歪率(金高制波歪)・・ …・…-…・・H ・H ・.......…......・H ・-… 596
使用渋 :各特性曲線は 6V6-GTに同じです.

使用上の違憲
(1) グリッド凶路において固定パイアスの時11:O.lMnカソ

- 1~パイアスの時は O.5Mn のグリ ッ F抵抗f直を越えない
ようにして使用して下さい・

(2) 管球は非常に熱〈なり ますから必ず配置， 通風並に以倣
いに注意し管球温度が 2500C を越えないように注意し℃
下さい・
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