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ビーム偏向管� 

6AR8 はカラ~ TV受像機の色復調用と

して設計されたミニアチュア形のビーム偏向� 

(9DP) 管です.� 

6AR8は二つのプレ{トと，プレートへの電子流の向きを決める一対r

の傾向rtJ:!.去をもん， Zf13グリッドで電子の加速を，第1グリヅドで電子

の制仰を行なっています.色復調用として使用すると，直線i生のよい，
大きいf-:Uブ]が得られ，直接ブラウン管を駆動できるので，マトりグス用

真空管は省略することができます.ほかにパーストゲイト[叶路などの各

種スイッチング回路にも応用できます

カソード� i')j熱形

ヒータ電圧… 6.3 V 

ヒ{タ電流リ 0.3 A 

外形 21~3

電極問静電容量〈概絡{直) (外部シーノレドなし) 

第� 1偏向電極と他のすべての電極同 一� 4.8 pF 
!:t12偏向電極と他のすべての電極問…...........… ・・・� 4.8 pF 

H H入力側(第� 1グリッドとプレート以外の電極関)・� ・・� 7.5 pF 

プレートとすべての電極関)…...・l1'，力側(第1: 5.0H ・..……� pF 

pF5.0……プレ{トとすべての電極問)・・2(第11出力恨� 

!X~ 1グリッドと第� 1偏向電極間・・ ー …..........・最大� 0.040 pF 

H H第� 1グリッドと;:j;21扇向電極問....・� ・....・� ・...…-最大� 0.060 pF 

~?g 1 プレートと U~2 プレート問……・…・…..…・…ー・ 0.4 pF 
1111i扇向電極と2112偏向電極間 …- …...・� ・.......・・� 0.38 pFH

最大定格(設計中心1直)
プレート電庄(jI向ユニットとも) 最大� 300 ¥' 

!X~ 3グリッド(加速電極)電圧� J止大� 300 V 

せん頭正偏向電極電圧…… 長大� V 

せん頭負偏向電極電圧..…・ 応大� 150。
150 

¥' 

直流正第� 1グリッド電圧・…� l立大 v 
プレート釘失(各ユニヅト� ζ と)� -1正大� 2 w 
直流カソ{ド電流・・ 一…............ 0・ ・� 30 mA0.・ ・最大� 

tr'~l グリヅド回路tJIl元

固定バイアスのとき・ ー …・・・ ー最大� 0.1 Mn ・・ ・
カソードパイアスのときバ・・…....・� ・-…....・� ・..最大� 0.25 MnH H

特 性

平均特性(偏向電極を接地したJJj合)
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東芝電子管ハンドブヴク� 

!:illプレート電庄� 

(~2 プレートは第 l プレートに訴訟する) ...・ ・-・ぃ・・・� 250 VH

~":;3 グリッド (jm述屯極)電庄一…・……....・ H ・.....…・ 250 V 

H H H o V・-…............…・…・・� ・・� ・-…偏向電極電圧・...・1第
 

第� 2偏向電極電庄・� H ・...…... ……............一・ー……� o V 


Hカソード� t!H:ii:・・・・・・…ー …...・� ・..…・ー・ ー� ..•.......... 300 n 

全プレート電1;;[- …......・� ・"・…・ ー・・・・ ・…・ ・ー� 10 mAH

第3グリッド� L加速電極)電流.......…・・………....... ・0.4 mA 

o ・・� …・・…・・・国)I，-l'(Gスγ相互コンタグタ� 0 ……�  4∞ pU 


第� 1グリッド電庄(概略値)� (Ib=10μAのとき) ・……ーー� 14 V 


平均特性(偏向電阪を働かi.tーた場企)� 

250・..……・…......….....・� .. プレ~ト電庄(各ユニット) H V 

!:r13グリッド古庄...・� H ・・・..…・・ー・・ …・・...・� ・.........� 250 V
H H H

H H H e H Hカソ{ド抵抗……・目...・� ・...・� ・....・� ・-……ー・� ・・・........300 n 

偏向電極切� J免電圧(注� 2)…… …......・……・…・・…・・最大� 20 V 


第lプレ{ト電流� (Edj，=-15V，� Edj，=十� 15Vのとき)・� 1.0 mA 

m2プレート電流� (Edj，= + 15V， Edj戸ー� 15Vのとき)� •.. 1.0 mA 

第� 11関内電極電流� (Edjl=+25V，Edj，ニ� -25Vのとき)・・� 0.5 mA 

第� 2偏向電憧電流� (Edj'二一� 25V，Edj，二十� 25V)・ 最大� 0.5 mA 


偏向電極パイアス電庄(最小偏向切換電圧のとき)一…� -8 V 

傾向電極両孟圧� (Ib'=h，のとき) ・・・ー・…........…......・� o V 


注1.ピン::l:必らず接地すること

注 2. 偏向切~~電圧は偏向電極に極性が反対で，値が等しい電圧をかけて，一方
のプ� νートにのみ電流を流すようにした時の偏向電極闘の電圧をいう.

注意:� 6AR8 i上厳場のili:くでは特性がくるし、ますので完全にシールドを行なって

ください.� 

6AR8 平均プレート特性
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6AR8 平均タリッド特性� 
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外形図

東芝電子管ハンドブ� 'Yク
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