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極管であります。グ ~J '/ドとプレー ト聞の静屯容民は小さく 向十日互コンダクタ� /';1.でありますv !河周桜，中間周


波j曽幅用のほか，� Fl¥1装置のりミ ッタ� m，抵抗結合増幅用と しても適 しております。 ヒータ ー ・クオームアップ ・


タイムを規定してありますので，� 300mAν リーズのテレビ受像機開として好適であります。


また特にノイズレベルが低く. マイクロブォエ ック などの雑音を少くするよ うに設計してあります。


・.
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.0MAX19


7BK 

カソード 傍熱形 


ヒータ ー屯正(交流および底流)...."………・-…ー…........………・・・……………・ー…・………・………� .....6.3 V 


I
…・".."tヒーター屯所� A.3.0.....…・・… ……・……-・・…..ぃ・・…・…...・.・・ ..ー・・・…"一..一一…・……・リいい・・ー・・

.. H ……………・・……� 11秒ヒーター ・クオーム/ップ ・タイム{約)…・…- ・… ・…一・・� ・..………………………

・..

電極間静電容量 外部シールドなし 外部シールドっき� 

5僅管接続のと考

第� 1グリッドとプレート間…..........・ H ・-・・‘・・・………・- … …...・...~主大 0 ， 0 035 最大� 0，0035 pF 

H人 ブJ 側・…・………...・・.....・ H ……………・ ……目……・・……………� 5.5 5.5 pF 

出 ブ」 似IJ...……...………ー……・…………………・……田・……・・…・ー・……� 5.0 5.0 pF 

3極管接続のとき(第� 2・第� 3グリッドをプレー トに持続)

2.6 2.6 pF・. H..・

入 力 側 ・…… 一・・… …・・・…・・………ー ………・・…・・-…・ー・・…・・ 辺.2 3.2 p E" 

山 力 ・・・……ー・・・・…� ".…・・…・一 一……� 1.2 包.5 rp -一側一…・………，…・・…・

最大定格 (設計最大協〕 3極管接続 〈注� 1) 5極管接続

プレー ト電圧……………………………・…-…...・ ・� .. 長大� 最大275 330 Vー…・・・.………H

E醒置 


グリ・ν1:とプレート閲.....・H ・H ……� ……  ・白・・・ ・…… ……一・……・- ・
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3極管接続 5極管接続

第� 3グリッド電圧…...…・・・ 最大� O V 

第 2グリッド供給電圧…・・ 最大� 330 V 

第� 2グリッド墨圧…・・ 第� 2グリッド入力定格図参照

。 。第 1グリ ッド止電圧…-…・ -……………・・ ー…-・……一....一 一…・…最大 設大 V 

プレート撞失� …..……・・・・・・・・・……...・ H ・H ・・....・� H ・-…� ……� -・・…・一一最大� 3.5 大� 3.5 wH

第� 2グリ ッド入力� 

(Er!=165V までのとき)・ 最大� 0.75 W 

(E.2= .. までのとき)165V .......330 第 2グリ ッド入力定路図参照

ヒータ ー・カソード間電圧

ヒータ 一正 直流+せん頭値……� …� ………� ……� ..一一-一一……� …一最大� 2)0 最大� 200 V 

直流� ……�  …� -….. …....・� H ・........一 一…....・ H ・..， ー・最大� 1r):) 授大� 100 V 

ヒーター負 直流+せん頭値………-…..一…一目…・… …・・……� … ・・最大� 2)0 最大� 200 V 

100 V直流..…………………...・ H ー・・・ ・・……......…・..

・..…...…...一一一・…・・・・・・…・・…� u ……・・� 

・ー・…一一・ ...・ー� .......…………最大1

H.・せん頭値…..i+直樹 200 V…・・・…・・・・

H直流......・ H ・..…........・………… …-・…ー� … …・……・・…・・…・......…-…・…...・� ・-最大� 200 V 

(注 1) 3極管接続(第� 2グリ ッドおよび芽� C3グリッドをプレートに結ぶ)

動作例および特性� 5極管接続

ヒーター負� ・・…最大� 0

プレー ト1l正…・・・……� H :l50 V
100……….......・・….......・...…'一・……………ー・・…一…・・…….一 ・...
 

第� 3グ』ッド〈ソケ ット にてカソ ー ドlζ結ぶ)

・H

第� 2グリッ ・100・...H

カソード抵抗………・・…….....・� ・-……."…-…・…...…・一.，…・・・・・・・� 0 ・…・ ……....・� H ・-…� ...150 68 .nH

0.5

..…ー……・・……・・・…一...ド旬圧………・……ー…・・………・・・ ..........…・…....
 150 

1.0 λ1Qプレート内部抵抗〈続略値)……'…・・…� -…………-…� ……� ……….....・'"…� …・・・…・・・…-

…一…・� ・…・・…� 3900相互コシダケタシス …・・・・・・・・・・・…......…・ ・・・ー… …-・…・・・・・・・・・・・� ....... ・

・H ・-…….........………………� …… ・…… ー……・ー・� ……� 

5200 N~'0"

プ� νート墨流。.......・・・・� H ・・←5.0 10.6 mA ・・-

・. 

第� lグ』� γ ド電庄(ld=10μAのとき)(概略値}………・・・…・… …・.•••，・・・・………，..，・・・ …・・-4.2 -6.5 V 

…....H..・ド電流.第� 2グリッ ・・2.1 4.3 mA ・・・・・.，・ ・…一…………………………………………….・・・ ・………・ 3

Al級糟幅用�  

動作例および特性� 3極管接続

250 VH..・プレート電庄一一………. ………..・� 

iJ:Jード抵抗........……・・…....... …....・ H
...

…・…… …・………・…………・… ....……ぃ……………� 

330 n・...…・…・・ …・・…・一一......… ・・ e・・・・………H..・ .....….... ..

H H..・….・・・......…・H…...・・・……・………・…増幅率…� -……・・… ・.

・....・-

...……H・….....・・・・1・・� ……・

・..プレート内部抵抗(概略値う………...……・.� ・…・・…H H

・・・・・・……・・・・・・・・・・・…・・…・・…・・・・・・…・・・一.......…・・…・・・・ス・…・・・・…・・…・Y
 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・

H..・ ・..………………. 

・…・� 36 

75∞。
4800 μ。

…

・...・� H ・・....…・・・……・…………H ・....…・・・ H

相� Eゴ シダグタ

プレー ト電流-………・・� H ・・.....・� HH H.・・.... ・..…...・ H ・..……...・� H ・..…...・� H ・...........・� H
 ・.� 12.2 mA  
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芝真空管� 6AU6AHi-Fi用 ぷゐ� a 

抵抗結合増幅用動作例� 

Esi「g 

Ebb 

抵抗結合増幅器資料� GA U6A Hi-Fi用� 

Ebb=180V Ebb=300V 

-一一 .4
R L (MQ) 0.1 0.22 0 7 0.1 0.22 7.40 

Rgf (MO) .40.1 1 o.d 0.4い� 0 71 l.0 I0.'171 1.0 I2詰� 0.1 I O. al 0.4い~い 1 0.471 1.0 I 2.2 

Rg2 (MO) 0.121 0. 151 0い: ~0.431 0.61 0.91 l.0 0.21 0.241 0.2610.4いI0.561 1.0 1 1.1 1 1.2 

1700 6OO 1100 1醐� 1醐� 21曲お抑附印側間t(0) 叫∞卜吋∞ベ∞川叶叫川3イ� ∞瑚|刷|叶� 
Cg (μF) 

Ck (μF) 

0.1510.1261 0.1 I 川.00

0011

1 
o.0.1131 o.10610.0510.04州。 い。仲1 0910.07510 06仲

1110001

IL4.0~.5r9.61 807 ]8.1 1 5.71 5.41 3.6 184i64ii53|叶叶吋� 7.017.61 7.3 

Cc (，tF) 。叩 Ol~: ü ∞6\0 判。 0(31)' OO~士~IO. oと9 山� iい� 0.00910 ∞ 0吋� o吋� l61 い31

Eoul (Vrms) 邸|引叶ペペ回� 1571 821 74 76 叶悶幻� 11州� 21ペ叶� 122
手IJ 得� l叩� 5[刈凶4[2301262[細川� m74卜6[川130I171|刈叶刈� 2 

6AU6A Hi-Fi用 平均プレート特性� 6AU6A Hi-Fi周 平均プレート特性(3極管接続〉� 
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