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マツダ真~管ハンドブ ッ ク (19日年度版)を御覧にな

る方々のために

本容は昭和26年8月に刊行致しましたマツダ受信用真空管ノ、:Y~. 

プック (1951年度版〉とはその内容を変更致しまして弊社に於て~

売しております受信用真空管，送信用真空管，プラウ y管，サイラ

トロ:Y.光電管.定電庄放電管等電子管応用方面に携る方々の為に

必要な品種を網曜致したものであります.但し旧製品及び今後余り

おすすめ出来ない品種は割愛しました.とれ等につきましては1951

年度版を御覧下ざる様お願い中上げます.

向真空管の原理， 励作等に関する説明iま省略し，本書を御覧にな

る上に必要な用語，記号等の解説を致します.

1...ol2.s I 弊社製受信管の型名は形式上から. (A) I日7
..嘗の盟各 1

i メDカ式. (B)新アメ F方式. (C) 日本標準

方式. (D)その他の四つに大別されます.

先ずアメ Fカで UV-199.UX-199. UV-200. UX-2⑪O. UX-200 

A. UV-201A. UX-201A. UX-120. UX-112. UX-l71. 

等の型名の真空管が出来ました.とれらが日本に渡って来ましたの

でその鐙使用していました.

とれが前記の“I日アメ Fヵ式"であります.

とれ等の仲間に最近詰弘透に親しかヮ化 224. 226. 245. 247. 

280等があります.とれ等のものは歎れも昭和 9年頃に現在多 く使

われている“ダルマ型.. (STー型〉に改造されました.アメ Fカで

はとれを契畿に UX-2ゆ1Aは 01Aに.UX-245 fi: 45と言う様に

前置記号を省き，大層簡単にな bました.しかし日本ではやはり前

震記号の UX-等を残して置いた方が便利であるという理由から

UX-45. UZ-42というように日本だけの型名が生れました.

次にアメ :!):JJで新しい形式の型名tJ.~出来ました. 2A3. 2A5. 2A6. 

2A7等がそれであります.とれは!日式のものよりは合理的で.数字

一文字一数字の構成で最初の数浮は /1ラメ y ト叉は1!-♂ F 電氏

を表します. くOは OV.1は 2V来演.2，11:. 2.5V. 3 は約 av~.
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6は 6.3V. ......35は35V……〉叉最後の数字11:管外に引出されて

いる電極の有効数で例えば 2A3の3はプレ戸 h グリッれ フィラ

メy トの 3てコ.2A5の 5はプ v-r. スクJ}-Y， グ9ッド， カ

Y-r~. 1::-51 ーの5つを表します. くサフ・ V ツサ-r主管内でカソ

F ドに接がれていて資外に引出されていませんから数に入 bま、せ

ん.叉フィラ メン トも電極端子としては2つありますが， とれは 1

っと数えまナ.叉 A，B. C，・田…等は特性の別を示します.しかし

との方式の型名では 6A7.6B7. ......6J7. 6L7. ・・・ 657・・

のように6口7はほとんど一杯になってしまい，遂に 6AB7.6AC7. 

の様に中の文字が2つになりました.以前は 65A7.65K7の様に 2

つの文字の中で前がSのものは， それそ、れ 6A7.6K7の段に頭部

口金がついていた品種を改造し頭部口金をやめ全部をsingleended 

typeにしたととを表していました， 向。寺性も一段とl匂tせしめて

おりましたが.最近ではとれ等の方針も全く5たわれてしまいま

した.

命日本ではとれら新アメEカ式の型名にも UX-2A3の様に古ij置2

3日号を用いるととにしました.しかし最近に7ょうて GTIQ'. ミニア

チュア管でアメEカと閑じ型名のものには前置記号'k用い ないで

65A7-GT. 6 J 6，のようにアメPカと同じにナるととにしま した，

次に白木標準方式ij:6Z-Plのように

数字一文字一文字ー数字から成り立っています.最初の数字は7

4ラメ y トく又はヒ ータ戸〉電圧*を表し. 'dにの文字は口金の部閣

を，次の文字は構造叉は用途を示し，最後の数字は特性の別を示す

ものであります.との命名法は新アメ Eヵ方式よりも合)]]1的であり，

使用者にとっても大層便利なものであ ります. ゲ2.5Vは3と書き

援すととに御注意下さい・例えば 3Y-P 1. ..…) . 

口金の積別rJ:Xは 4本脚. Y i士 5木. Z I-.t 6本.WI1:.小型7

本.Tは大型7本. G Iま G~if用 8 本. Mrまミ=アチ J ア7本，

等身と定bられ℃います.次に用途構造の管別1:1:.L I土問嫡率30未満，

H は増幅率30以上.Aは電力士強幡用の3極管. R i主両i，';j波土割高，
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Vは可p.V閉亘用 4.5極管・Bはピー ム電力増幅管.Pr工電力増傾

府5!]g管.Dは検波用 2鼠管.Kは高真怨慈流管.Gはガス入(合

水銀蒸気入)謎流管等であります.

従って 6Z-Plとはヒー ター電圧 6.3Vの UZ-口金のついてい

る電力士割高用5極管というと とが分 ります.12Z-}乃は は-Plとは

t-，5lーのみ異っているが特性は全く同じであります.父組合せ真

弓"S，'fで 6Z-DH3A がありますが，とれは検波汗j2i選管と高増幅率

3械管とが 1コのパルプ中に納bられている ととを表していまず.

ととに DH3Aの如く最後の数字の後に文字がついているものがあ

りまナが.とれは DH3の構造が変り，頭部口金がなくな り， 一方

に優ったもので特性は全 く主主らない為この両者を区別する必要から

マあります.

父字詰5!EIffでは最後の文学が奇主主の場合には半波殺計官官.偶数の島括

合には阿波ヰ主流管を茨します.

*米主主売品衛 (1953.3. 1. 現在〉

l智一竺 一種別|
パ ル プ

S Itl' ナス型

SPi干 ダ yレマ型

T1(f 円 f;iJ型

GT管 円筒 ~m

G~手 ダルマ理!

ミニアチュア管円 筒 現

エーコン管 1-~ y グリ型

口 金
一一一一
l日 ?f'J 

" 
。

オク'"1レ

'1 

ナ ジ

ナ 三ノ

! 一一 一 一~)-1各電町村山こに事附されているが
口金援続(感商図)I 

I ~::-示すもので， ジャシ ーの葉市iからみた位置

で示されています・ピンは便宜上 1.2. 3. 4. ……という様に旧
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型の口金ではヒ戸!iI~に挟まれた矢印の肉ってft側のピ yから 1，

2. 3，……と時計の針の進行方向に呼んでいます. GT'lまやG管の

窃合のオク !1-1レペ F スでは中央のフ・ラグのキーの左側のピ ンから矢

強り右廻りに111びます. ミユアチュア管の場合には一本ピンを抜い

である場所の左側のピンから右廻り に呼んでいます. (但しピンに

は番号は雪いてありませんから御注意下さい・〉

匝空五l
F フ4 ラメ Zノト

H ヒーター

K カツー}"

P 7・νート

G グFッF・

G， 

G2 第二 ， 
G3 第三 e 

G. 第四 ， 
G" 第五 ， 
FM 7~ ラメ y ト中 J京

HM ヒーダー中点

HL 1O~ ~ ー ダツプ〈パイロットラ yプ府〉

RC 

TA ターゲヅト
〈マク ックアイの〉

BS 金属扱口金及ペースシーPレ}"

NC 接続ナシ

IC 内部接続〈使ってはいけません〉

1 S 内部γ ~lレ γ

PD 

PT 三極管の 。
Pp 五極管の ， 
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GT さ極管のグ 2ヅ F

Gp 主極管の 1/ 

KD こ極管のカソ ード

PD' 第一の三極管プv-ト

P D~ 第二 1/ 

PT1 第一の三極管プv-ト

P1・2 第ご 1/ 

〈組合せ真空管の場合〉

一
明
一

一
切

一

一
号

一
AC; 交流

C 容量

Cpg; プv-ト グFッド間静電容量

Cin; 入力容量

Cout; 出力容量

DC; 直流

E; 電圧

Eac; 交流入力電圧〈無負荷時〉

Eb; プレート供給電圧

Ef; 10-91-叉は7，ラメジト電圧

Eg，; 第一グ Bッド電圧

Eg2; 第三 q 

Eg3; 第三 q 

Ek; カy- }+電圧

Ep; プv-ト電圧

Esig; 信号電圧

F; 周波数

Gc; 変換ョ yダクタシス

Gm; 相互コ yダクタシス

1; 電洗

立; ヒ-91-又は7，ラメ y ト電流

一一一 5一一ー
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Eac; 交流入力電圧〈無負荷時〉

Eb; プレート供給電圧

Ef; 10-91-叉は7，ラメジト電圧

Eg，; 第一グ Bッド電圧

Eg2; 第三 q 

Eg3; 第三 q 

Ek; カy- }+電圧

Ep; プv-ト電圧

Esig; 信号電圧

F; 周波数

Gc; 変換ョ yダクタシス

Gm; 相互コ yダクタシス

1; 電洗

立; ヒ-91-又は7，ラメ y ト電流
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IgJ; 第一グ Fッド電流

Ig2; 第二 ， 
Ik; カソード電流

Ip; プレート電流

p; 措隠率

Op; 出力

R; 抵抗

Rg1; 第一グ PγP抵抗

Rk; カY-}"パイアス用抵抗

RL; 負荷抵抗

rp(ρ); 内部抵抗

Zp; プ V ート供給実効イ y ピ F ダシ九

r(RR1bsf; S) 
突効値

A; ア -:，1"-"1'

mA; ミPア -:，IA ア(10-3A)

μA: 守イクロアジA ア(lO-RA)

f1F; マイクロファラッ}'(10・6F)

pF(μpF); 1O-12F 

。; オーム

kJJ; キロオ F ム(103JJ)

MJJ; メグオ戸ム(1Q6JJ)

V; 元ぞ凡〆ト

H; -̂-:，I]J-

、N'; ワット

mW; ミBワット

m(j'; 者 Dモー (10-S(j')

P(j'; 可イクロ毛- (10-s(j') 
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特性型軽に配敏Lてある動作例以外の状態て.室嘗を

御使用になる方々のために

真空管を発表値以外の状態で使用する時には換算図表を御使用下
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電庄換算係数(Fe)

先ず所要のプ v~ トく叉除スクJ) ~:--)電庄と既知の電庄との比

を求めます*.電圧換算係数 (F，)に相当する電流換算係数 (F，‘)，

抵抗換算係皆本 (Fr)，相互=シダクタシス換算係数 (Ffl)，尚カ換

算係数 (F，，)をそれぞれ既知の値に乗じて求bまナ.

〈註)*プv-}，スク])-:--，グ Fヲ F三者共，同ーの割合で変

化させます.

柿内部挺抗及び負荷抵抗

叉既知のプレート特性曲線を利用するには電圧換算係数 (F，)を

プνFト， λ クJ)-:--，グ Pッドの三者共に乗じ，それぞれの値に
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醤き換え.プレート電流〈スク 9-:/電洗〉の目躍には F.に相当

する電疏換算係数 (F.)を索じ，それぞれの値に書き換えれば希望

するプレ戸ト特性曲線が得られます・

巨E五ー一戸l特性表に示してあるグリヅ ド電圧は俗にパイアスと言いますが，

とれは電池の様なもので.それだけの負電{立を与える必要がありま

す.しかしとの方法は突際には仲々面倒ですから般にはカ y-

P恒l~各に或る但liの抵抗を入れて自動的にパイアスを与える様にしま

す.とれをオートパイアス (自己パイ アス〉といいます.

今 2A3を例にとってパイアスの価を求めてみます.特性表から

E"くプレート電ID250 V， Eoくグ日ッ V電圧)45V，らくプV 伊

トm疏)60mAとあわます.止t処に注意すくきはE"とはプレ戸ト

とカ y-)""との聞の電圧でありますから，突際にシヤ-~ -とプν

ートとの聞の電圧は 250V+45VJil!lち 295Vとなります.

信 2A3のカ y- 1""パイアスの値Rkは

Eo _ 45V 
止=一一ー=一一一一;-ft!lも 750!lとなります.

h 60mA 

次に 6F6-GTについても問機にシ守 -v-とフ・ v-ト(叉はスク

9-:/)聞の電圧は 250V+16.5Vとなり，約270Vになりますか

ら.

[';0' 16.5 
必= L"!ll_= 一一一一一一今400[Jとなります.

h 34+6.5 

ととに h=l，，+l!fi(プレ戸ト電流+スク 9-:/電流〉

簡とのパイアス用抵抗ヒ並列に大容量のコジデンサ F を入れない

と出力が非常に減って了います.しかし歪の少い安定な動作を望む

時にはコシデシサ F を省略するととがあ bます.

相互ヨンダクタンス|
|一一一 一一 |削とれはグFツド電圧の変化によっ

一一一 一一一一lてプレート電洗がどの位変化するかを示

す値であります.との Gmは真空管の倒きの上から最も軍事なもの

でとの値の大きい真空管程優れているといえます.特に玄極管の様

に内部抵抗の高い真空管でほとの Gmの値がそのままflJ得に効いて

←-8一一
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きまナ.

利得Aと Gmとの関係は

A= 1 ::1 =μ1"包|
G問 =μJpの関係から

A=G~lc~-.!' ~I 
…11+Z"Jpl 

但し

(C入期
Eυ 出力電圧
p内部抵抗
Z"負荷ィ y ピ戸グシス

{I増幅率

宝Z極管のま口く負荷に比し内部抵抗が充分大きい場合は

A与 G"， IZvlとなり

利得は直接 Gmに比例します.

171;-r-(J;jmJlUt 1 ~~即p) 山丁度発電磁の内制峨プレ四ト内部抵抗
のようなもので，真空管という発電機から

発生された電庄〈μeg)が外部でそのまま用いられずに， との内部

抵抗に相当する損失はまぬかれ得ません.

出力用3極管では比較的低いものがよく，電圧増幅用5極管叉は

それ以上の多極管ではなるべく高いものがよろしい・

南昨1(Mu叉はρ)真空管の作用のql最も大切なものに糊作

用があります.とれば3極管以との多極管グ Fヅドの作用で或る真

空管のプ V~ ト電圧が 100V グリッI-~電圧が -5V，その時のプ ν 戸

ト電流が 5mA とします.今プ V~ ト電圧を 101 Vまで 1Vだけ

増したとき， プνFト電流が 5.1mAになったとします. そとで

叉元の 100Vにプνート電圧を民し，今度はグリット電J圧を並走らし

てプV~ ト電流が 5.1 mAになる様にします.との時一4.9V li!D 

も 0.1V の変化があったとしますと，とのグリッドの倒きはプ.v~

Fの倒ぎの10倍に相当します.とれを増幅事〈μ〉が10といいます.

前記の gmはグリッ1-" 0.1 V の変化でプ V~ ト電流が 0.1 mA 
0.1mA 

変化したので = 1 ミリモ~ (mfl)であると言いまナ.増o.lV 
幅率 p.と増幅度Aとの関係は前に gmの項で説閉したように

A=I~υ| ー μ|Zp|-M|11
-I-e;-I-ro司王pl-I'I五百万l

Zpも大きい程利得が大きくなり，極限に於て μに等しくなりま
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ナが， μ上りは絶対に大きくはなり得ません・ Zpが pの数倍程度

より大きくなれば.もう利得はそうそう大き 〈は取り 得ません.

3極極に於ては.uの大きなもの程利得は大きく出来ますが負荷の

抵抗の場合には動作点の内部抵抗 pもいちじるしく大きくなります

から， 吐い司ぞい数ーH音が限度であります.

丙瓦-;-1
生恒星旦血型

動作点が丁度プ V~ ト電流の中点にあり，しかもグロッ F電圧の振

騒が常に負の範囲にあるもの.

A>> • 

動作点が AI級よりも多少Eの方に飼っておりグ Dッド電圧の振幅

の或時間だけ正の範凶にあるもの.

B 級

動作点が丁度プ V~ ト電流のカットオフ CìíiUしな く なる〉の点にあ

り入力がない場合にはフn レート電流は零であ り通常ご~*をフ。 ツ シユ

プルとして使用する.との様にすれば入力のよfSサイ クル宛を各々ー

箇の真空管が受持 む二本で初bて完全な地l隔をナる.

しかしとの場合， 一般に正側迄グリ ッ ドのtH(11高-，j~かかゐωで.その

聞だけ励振電力を必要とします.

従ヲて前段との結合は必ずステップ・ダウンの変圧泌をJflうる必要

があります.

A BI 級

比較的小型の真空管から相当大きな出力を取出すことが出来るので

次第に用いられる様になりました.しか しillを成らす為::: ~3然 24ミ

プッシュプルとして用いるA級より も，パイアスを深くかけ，パイア

一一一 10一一ー
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ス零の点、まで振幅をかけられるがE仮uには出ないととが条件であり

ます.しかし平均フ。レ F ト電涜が相当変動するので電源のレギュ ν

F シヨンに特に注意が肝要であります.

A Bz 級

ABI紋と同様であるがグリッ?パイアスも上り深くかけ，寂幅も

グリッドがIEの範囲迄許せるので大出力が得られるのが特徴であり

ます.

ABI級と向様電波のレギュ νFショシは特に也意が肝要です.

C 級

グリッ?ノマイアスをフ・ V~ ト管流のカヅトオフ点よりも更に負の方

にかけく一般に約2!r'i程度). グ百ッドの振縞のほんの一部でしか

プレート電流が疏れない様な増傾協.しかしとれは奈が大きいので

とても{民間的用には使用出来ません・しかし高周波の同調回路〈タ

y ク[fll路〉を有[ナる桜な場合には飽率も高く好適なものです.

[開会増幅i

B 

Eb 
三極管抵抗絡会問路
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ます.

ABI級と向様電波のレギュ νFショシは特に也意が肝要です.

C 級

グリッ?ノマイアスをフ・ V~ ト管流のカヅトオフ点よりも更に負の方

にかけく一般に約2!r'i程度). グ百ッドの振縞のほんの一部でしか

プレート電流が疏れない様な増傾協.しかしとれは奈が大きいので

とても{民間的用には使用出来ません・しかし高周波の同調回路〈タ

y ク[fll路〉を有[ナる桜な場合には飽率も高く好適なものです.

[開会増幅i

B 

Eb 
三極管抵抗絡会問路
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Eb 

五滋管抵抗結合間儀

F.b プレ F ト及スクリ ーン供給電圧

Rp 負荷抵抗

Rg グDッド抵抗 (次段の〉

Rg" スク リー ン挺.抗

Rk カ'.1-ド抵抗

Cg スクリーン・パイパス ・ヨシデ yサ F

Ck ヵッ ード・ パイノ::A・=-;yデy サ F

iC プ口ツ キング・ 2 ンダンサ戸

¥ E. l1l力電庄〈尖頭値〉

ー瓦両瓦!
尖型商事~EE_:

尖煩逆~iî圧という わi士カツ ードに対してフ・ ν ードが負の最大電圧

になった瞬間の電位差の取をいうのであ り;j;-?-.例支ば半波整疏回

路で11:交疏入力1!!庄の波高値と 日宣告在日1カ~11.r.Fを加えた値であり ， 負

荷電流が零の時にはとの尖頭逆電圧は交銑入力電圧波高値の2倍に

なります.尖ii1i.耐送電J圧とはその型名の真笠;管が耐え る惑の出来る

章受大の尖顕ji!，電庄の事であります.
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尖碩プレート電涜;

脈動的に変化するプv-ト営流の瞬間的最大値の事でありまず.

例えぽ半波整流回路で普通の動作状怒では尖頭プν戸ト官就は直涜

出力電流の5-71'告になります.

会塑"1'レー哩璽位向性三;一

整流回路におきまして，整流管と負荷回路にI直列に入るすべての

イシピ F ダンスの事であります.とれを様成し実際に整疏作用に飽

きかける主な成分は，電源トラ y スの2次側から見た会抵抗分であ

りますがもし電波トラ yスと事主流管のフ・νFト聞に特別な抵抗を追

刻すれば勿言論とれも前の抵抗分に足さねばなりません・例えば半波

整誠用の電源トラ y ス!と於きましては. 2次側から見た会抵抗分

Rtは次の式から言七¥¥f出来ます.

R， = R. + N2Rp 

但し R.は2次側巻線の抵抗分

Rpは 1次側巻線の抵抗分

Nは巻線比〈昇庄比〉

|て--一二了1 和信己破の最大定格は所詣設計最大債であり全ずの
h優大定格 l
に三二三二| で，絶対定格としてほとの値の10%増を適用して下

さい。

C{!!L 1: - IJ -電圧は 土105'6'以内で使用して下さい〉

従っ てこの絶対定絡は絶対に超えぬ様御注意下さい.
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