
r.x， / 
.ð..'(~l'/ 
ぷち/ マツダ真空管 6BE6

〆 用途構造 5格子変周管

特性概要 6BE6はス{パーヘテログイン受信機等で局部

発振と混合の両作用を一つの球で、:行える工 うに

したも のでありまナ.特に発振が安定で、全波受

信機f専の如く短波帯に好都合で?ナ.
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グEッ?と他全電極関〈高周波入力〉 一-…....".....7.0pF

プv-トと他電飯間〈混合部出力)'..・H ・-………… 8.0pF

オツシv-b1-'グリゾドと(t1，全電極聞く発援部スカ)5.5pF 

グDッドとプレ ート間……....... 一・ ・・・ー 最大O.30pF

グリヲ ドとオ ツ シ ν -~- ・グリ ッド聞 いー- 最大O.15pF

オ y シレ-~-・ グ D ッ ドとブ・ v- ト聞…・・・…・ 最大O.lpF
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オッシ ν-51-・グリ ッドと他電極間

〈カソ ードとサップνッサ F を除く〉・・・… 一......2.7pF 

オッジ レ-51-・タ>1)ッ ドとカソ F ド

〈サップレツサ ーを含む〉 問 ・υ…ω '…...2.8pF 

カソ戸ド〈サップレツサ ーを含む〉他電極間

くォッシ レF タF ・グリッドを除く〉 ・… .. 15pF' 

.大定格

ヒF タF 電圧 …・……・・…・・……-… ........5.7Vより6.9V

プレF ト電圧- …・・・…・…….....・H ・..……・ー …- 最大300V

スクリ ーン電圧…....・...……ー…… …・一……… 最大lOOV

スク リF ン供給電圧......，・H ・.....・H ・-…………・・・・ 最大300V

グリッ ド電庄…-…'"・ H ・.....・ H ・..…..……………最大OV

プv-ト損失・….......・ H ・-…・…....・ H ・..…-・・…・ 最大1.0W

zクリーン損失・・・…....・H ・-…・………・…...・H ・-最大1.0W

全カソ F ド電流…・…・-……・ ……………… … 最大14mA

ヒー ♂ー・ カソ -j."関電圧・・・ H ・H ・-………...，・ H ・-…最大90V

動作例

他励の場合

ヒーター電圧・…… H ・H ・......・H ・-……・・・…-・ 6.3V 6.3V 

プν戸ト電圧...・H ・.....・ H ・H ・H ・.....・ H ・ l00V 250V 

スクヨ -:/電圧……...・ H ・....・ H ・-・・…....・ H ・ 100V 100V 

グリ ッj..電圧…...・H ・..…...・ H ・…-・……… -1.5V -1.5V 

オツシ νーター・グ Bッr抵抗…………… υ20K!J 20K!J 

フ・νF ト抵抗 …………一一…………-… O.5M!J 1. OM!J 

変換コ ンダクタンス・・・・一..............…・・・・・ 455μU 475μU 

変換コ シダクタ ンス〈グリ ッ!-"に-30Vcを与えた場合〉

-約4μr; 4fl(i 

プνート電流…・.....… …-ー・・・……一 . 2. 6mA 2.9mA 

Jえク リーン電流……・・……….........……… 7.0mA 6.8mA 
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4~V 
~Y/ ォッジ v-ト ・グ97 }.電流 ・・… 0.5mA 0.5mA 

/ 盆全力ソ戸 ド電流…-……-・…・… 10. lmA 10.2mA 

r 発憤磁特性

グリ ッr電圧・H ・H ・....・H ・H ・H ・H ・..………・…・・……..，・ H ・.. OV 

オッシ v-?1- ・グ Dッド電圧…………………・・ー・・… OV 

プνート電圧 〈スクリーンをプレートに結ぶ〉・・・・… 100V 

カソ-}'電流……・・… ....・ H ・.....………・・・・… … ・… 25mA

相互ロ Yダクタンス…....・H ・H ・・・H ・H ・...……・…....7250μu 

場樋率....・H ・........・H ・-…....・ H ・-…....・ H ・..…・…・・…・・…・・20

グリッ V電圧 〈フ・νート電流約 10μA の時〉・・ ….. -l1V 

使 用 法

6BE6 
〈自助援)

プ νート電圧 =250V
メタ 9ーン電圧=lOOV
川 ヲド電圧=ーlV
:1"ヅ ννーター・グ リγ ド

紙杭=20K!l
Ek 
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:tヅシ νーター-
~.;1" ，."電流(mA)

動作特色

(他励綴)
フ ート電庄司250V
スタ 9ーン'1It庄=1ωv
グ Pッド官!!E=-1.5V
オッννーター.?9.， ... 
抵抗=20Kn
オッシ νーター..y，.，... 
電流は発援電庄を調節It
変化させる
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4 気

4ミ

:tνννーター・
グヲヲド電波(mA)

注 目励の場合に於ける Ekとは発援コ イル中ヵ '.1-}.とア

ース聞の電圧であ りEgとはカソ -rとオ ッシ レF ター-

~. yッド閣の電圧であ ります.
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