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概 要 6L6GC Hi-Fi用は大電力， 高電力感度を必要とするラジオ受信偽，� 期制器の山})j設に使用するよう に

設計された� GT形1!t11j帥日用ビーム官です。とくにブッ〆ュプルとして使用しますと，大'iJ，7]で非常に前� ia周能ひず

みの小さいi自制器を作ることができます� t なおブッ乙/ュザノレとして� I'i!用されるときはベア ・チュープの快用を推奨

します。� 
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第� 1ゲザッドとフレート悶……………・� ・・...一・ ……….... 。 ……一一一一・白白…・……・… ……ーー ・……� --.0.6 pFH H

10 pF・..……..H.・…一……………..・………一一……一............……入力側…心………………ー…・…一-………-・…

…………・・・…・-…一…………ー・・…・ ・H.・・…・・…ー…………..……………力側…一一IH ・H ・.............一… -…・6.5
 pFH

最大定格� (設計最大値)

5極管接続のとき� 

500 V…・ー最大..... …・・H.・……..-・ー� …….....…・…………，…....プレート電圧…・…・………-・・…・

H H第� 2グリッド電圧注� 1…… …一...・� ・...� …一� …………...……………………・� H ・・..…� ……......最少� V 

プ� νー ト損失・….....・� ・� ……………....・� ・-…・…...・� H ・......・� H ・..……………絞大� ao L九� 

0.54

H H H..・・-…・…...u-……� 

第� 2グリッド損失…� ………� ………� ……� H ・・..…………一......・� H ・-…………...・� H ・-・……-……最大 5 wH
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4タ初� a 東芝真空管� 6L6GCHi-Fi用

プッシュフ。ル� A，l及増幅用� (2球のザ)

一・・…・・・…・・プレート屯圧…・ ・� ...・・ ・・・・ 0・....目・・ ・� ……・一一…I .250 270 250 270 V 

2ω 250 270 V・…………-…・…・・………………・・…グリット...t!:仕2第� 270 

V17.5--l6……-・・� 一一…一・・…・・・� ・一ド信任一一 …・・……yグリ1第� 

・一� 

124 124 n: ・.・ソート抵抗…1.' ・・・

第� lグ� 1) 'Y ドせん四人� )J日号屯圧� (G】-G，!Hl) ………・…ー………・� 32 35 :~5 .6 2H.2 V 

存!日号フレート泣� ak...……ー・・ ・…� …・・‘・・ー・� …......120 1:34 l~û U4 mA 

]55 145 mA140 130 ・・・…………・・……..……・H‘…・・…・・…...・・・故}ぐい号プレ ー ト電流� 

………-……………・ ・……� ..グリ ッ，.，也流・・・・・…….2筑1214零� 

最大信号待� 32グ"� ';1 ••••…………………・・……………・・・…ド屯流…

10 II 10 11 mA 

16 17 17 mA 

負荷低抗� (p-p 1m)・・…・� …・-……………・・…� ………・ 一…・・…� 5，000 5，000 5，000 5，000 Q 

出 プJ" ……� ……………………………� … 5.……....…・…� ……・・・・� 14 17.5 18.3 18.5 w 

ひずみ率(全尚調設ひずみ)………・ 2 2 2 % 

プッシュプル� ABl級槍幅用� (2誌の偵� )

プレート屯� I H.・ J:… ..... ・-…・…� ……� … 一白…・・……� …………一� …………� 360 450 450 360 V 

第� 2グリッド包圧・・� H ・H ・..……・� ……………・……・…・…………一� …・270 350 00<1 270 V 

稿� lグ� 9.:;ド定圧注 2…...・� H ・..………...・ H ・..…………・・…� …� ……� -22.5 -30 -37 V 

カ� Yード抵抗� …� - 248 Q 

第� l庁リ� γ ドせん朗人力信号必庄� (GJ-G，間)………………・........ 45 60 70 40.6 V 

零信号プレ ー トf主流� … ……・・………� ….......一 … ・…..… … ・・…� 88 95 116 88 mA 

最大信号プ� νート電流…・・ー� ………………・� …・・・;……・・…・� ……� …� …� 132 194 210 100 mA 

零信号第三グ� 9 Y ドi屯流…� …� …� …・-……………・・� …� ……� …………� …� 5 3.4 5.6 5 mA 

最大作号7;fJ2グリッド包dtc:.......一……・・・・・………・…・・…...・� H ・..…� 15 19.2 22 17 mA 

負荷ほ抵 ・・…・・………・・……………間)…(p-p …-…・・ …� …..� 6，6∞ 6，000 5，600 9，000 Q 

出 力……・・ ・・・・� …… ・・…・� ……� …� …...・ H ・......・・…………・・…� 2前.5 50 55 24.5 W 

ひずみ率〈会:話ぬ波ひずみ〉……...・� H ・..…� … ・・…� ……� …� …� …・…-…� 2 1.5 1.8 4 % 

プッシュプル� AB2級増幅用� (2球の値〕� 

プレート屯圧……� ……� ……....・H H・…・・・・'"・・・・………・ ・.....………� …………� … …....・� H ・-……� 3GO 360 V 

H…………...・…・・…・・・・…・…… ・・…・-・・.EE..ド屯グリッ ・H

.-18・……・・-・………H.・・…..・-……・・…一・…・………・……・…ッド4!庄…Pグ1第� ….....H -22.5 V 

第� lグ� 9 'J ドせん頭入力信号屯圧� …………………...・� H ・-・………………………………・…・…….� 52 72 V 

78 88 mA...・H・..…....・H.・・-…....・.....・H・-……...・H...・……….……濡信号プレー ト電流…………………� H 

142 205 mA・..…………・..……………...・H…...・・..…H.・.....・H・..・…...・・大信号プレート電流………...M H H

225・..………...・� ・..…...・� H ・..……H~2 270 V 

零信号第� 2ゲザ ッド泊旅...・� H ・. H..・.. ・..……� …・・・…・・……ー� ………………………………� ・・...� 35H H 圃� 5 rnA 
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3，Hl(l Uれ何j正j/i.'". 

1

，0001……………・・・・・・…..……………・・……� …… …ー…・ ・・ … ー・...... (i 

・・・・・・・・・ ・・・� 140 270 m¥¥'lグ1[ 1j入11せらリ: ・・・主ト・・・j'

.)J........
 ・・... 一・・・ー・・ー ・

.....・・…・ ..............・…・・・・・・・ー・・・・・・
 

・・・・

明� ソ� 

l!I 
 ・・・・・・・� 31 47 W ・・・ ・・ー・・ ・・・・・ー・・・

一 ー… ・ ・……・ ー 

・・・・・・・ー・ ・

2 90つずみ� 'i (令，~ '~j i:1¥l{)主 ;:，~ずみ ) .: ・…….� ，.ー・・ー.� ~.....… …… … 

3極管接続シングル� A，級僧幅用� 

(!'f{ ~ グ J ・y ドをプレ・ート lと陸争ょする )

fi片付"q!f.E一 ... 250ー・・・・・・…・固い・・・・.一.......

・・....

カノート抵抗� ... 490 Q 

~H グ !I ・y ドせん羽入 )Jfa サ4!庄… ... . . .......... ………… .. ………一-・� …・・・・一一 …・・ 三O 20 V 

為 ff1号プレート電波…………………… …・……・・ ぃ………・ー…・・…・ ………・・・・・・…ー，・� ……. 40 20 mA 

一…………� ・………… ・……………� 250 V寸レ� - ……..� 0

ml グ ド電i上ッ ・・・・・・・・・・・ー・ ・.・・...・......・・・一 ・ ・・・・ ・・・・・ ・ ・・・・・・ ー・…a V-~O...，..0 

4-1 42 mA ・・........ 

プレー ト内部抵抗(額略値)………………� …......…… …・・……………・…..…・・…ー� …..... l，700 Q 

1・…・'・・ ・・…ー………・，� ……・・，・・………・・ー� ・・最大 i己号プレート~流…… ……� 

・…・� ……………...…・・…・・・…..一…・ー，…・ ・…………… ・・… ・・・� 8…・・・……・・・増幅ギ…・…・

・.� 4，7∞H H H相互コンダクタンス……・・・…....・・・・-…...・� H ・-……

・・

・・…・….....・H

.……・・・…..…

・・ H H..・・.. ・…・・・� ....・H μ0H

・.� 5，000 6，000 Q負荷抵抗……・…� ….......…・・………………・・...…・.・...


H.・・..……………….. ・� ………-……..……・・・...・・一……一a

.....……・.. ….....・ H

・・・・・ 1.4 1.3 W出 力……...・� H ・..……� ・…・・H

ひずみぷ(金高調波ひずみ)…………-…....・� ・-…-・………・・ ・一……………………- ………� 5 6 %H

(注 1.)プ� γ乙/ーユプル回路で各政の第� zグリ� y ド11iLEを� tH力ト ラ� yスの� 1次� iWJタップより供給する場合には，

月()()Vまでfi!圧をかけることがでさます。

(注� n 第 lグリ� y ド入力団� E告は， トラシス結合また!立イ ンピーダ:-，;t.結合を使用寸る� ζ とを縫史します。� 
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6L6GC Hi.Fi用平均プレート特性� 6L6GC Hi.Fi用平均プレー ト特性
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