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トロニクス装貴の二政変盛

本部晶として昨33年度もますます広範開に

応mされ,それに併行して既存各品種の改良,

品種の開発も清発に行われた｡

数貴的(･こ多いのはいわゆる娯楽州品種,粕

にテレビジョン受像機用品穣であるが,受像

管,受信管とも使用品桂が安定しほじめ,そ

の品質は多数の使用実潰にかんがみて改善さ

れ高度に洗練されたものになった｡他方主要

品位の品種当り生産数ほ著しく増加し高能

節産設備の新増設と相まって価格を低減し国

際市場で十分な競争力を得て多昂:の輸出を行

うiこ至った｡

第1図 カラーテレビ川全ガラ

ス製受像管[1立21CYP22の

外観

カラーテレビジョン用受像彿こついてほ3電子銃シヤ

1ごウマスタ形の試作品を完成しノ,さらにその製作法の改

良研究を続けている｡

特殊磁器を真空外囲帯材として川いたいわゆるセラ

ク管は高周波,大出力川に好適で,長期にわたり試作研

究を続けてきたがいよいよその最初の量産品桂を完j

た｡

撮像管ビデイコンにつき数年 研究試作を行っていた

が,まず6326形を量産に移したこ

1､ランジスタほ短披受信の~=J能なドリフト形,12W級

の出力用,そのほか高電圧スイッチング用,搬

ど特殊仕様の通信機器川なども続々開発し造

電請な

にはいっ

た二 品撞が豊富になる一方言渡も飛躍的増力nを続け,た

とえばポーターブルラジオのごときほほとんどトランジ

スタ化され今や輸J_!lの花形として沼躍している｡このm

勢に応じてさらに活発に新品純のl甘発,大増産を行うべ

く日立製作所中央研究所より独二く■くしトランジスタ研究所

を設立した｡

9.1ブ ラ ウ ン管

性能の良ぃテレビ受像符を低廉な価格で供給すること

ほ受像窄メーカーに課せられた依命であるが,33年度

においてほテレビ受像管の製作用｢-I｣工場を作り,仝コン

べヤ式による量産態 を確立した｡-一刀品種質の向上,

特に長刀命化.射光膜の能率増進など,多くの改良が行

オフjlた(二.

カラー受像管の研究はN‡IKの御援助によりメタルコ

ーンの 21AXP22およびその改良形の合ガラス方式の

21CYP22の研究が進められほぼ試作に成功Lている=.

レーダ管においてはわが国ではじめて宵径403mmの

ブラウン管16AKP7を完成した二

第2図 直径403mmレーダ

ー用大形ブラウン管
日立

16AKP7の外観

観測用ブラウン管では2要 のブラウソ管 5SP7A

をはじめ,高速度多段加速方式の5ⅩP形,直径75mn

の高感度ブラウン管3WP形などが続いて開発されて

いるが,年制こ1EPlほわが国最小のブラウソ管で程々な

用途が期待される｡.

9.1.1カラー受像管の研究

l_1立製作所でほ早くからカラー受像管の試作研究を続

けまた社外細こNHKの技術援助も得て,まずシャドウ

マスク形メタルコーン受像管 21AXP22の試作に成功

した.二

続いて同形式で全ガラスの受像管21CYP22の試作を

就けている二 弟1図は試作21CYP22の外観である｡蛍

光面湛屈529m皿蛍光膜ほ赤,緑,青の蛍光体の｢ドッ

ト苓35万個ずつが塗付されている(｢ドット｣間隔は

0.43Illm,3明色ドット各1個ずつからなる｢トリオ｣間

の距離ほ0.74mm)｡.また使j7ユ電圧ほ20～25kVである｡

9.1.21EPlの完成

蝋光†輔宣径32mmのブラウン管1EPlほ現在わが国

で作られているブラウン管の11でほ放も′J､さいものであ

る.こ このブラウン仲よ各種のモニタや,航空機用の小形

計据などに依ノー口さオtる..

9.1.3 大形レーダ管の完成

レーダ照とL･ては従 は歳大直径 316mm までが製

作されていたが,さらに大形の16AKP7が朗発された｡

このレーダ貯は翫光面直径403mm,偏向角53度であ

るゝ またメタルバック方式せ採mしているので電源投入

特に生ずる針北面の絹電現象を防止できるほか,解像度

のよい電極系を採用している｡舞2図は16AKP7の外

観である.｡使朋電丑ほ約12kVである.｡.

9.2 送 受 信 管

送=㌍でほ長く試作を続けてきたUHF川4極Ⅲ力管
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第3図 セラ ック UHF送信

4極管4F16R
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_
t
t
'
･
リ
ー
一
ヽ
-
■
一
一
､
.

-

■.一r針敲

日 立 評

■
r
い
.
t

_
円
柑

第5同

か,さらに高い周波数用朋とし

て,-セラミック送信管4F16Rを開発した｡また各種装

置の直流電源用として,新形の水銀蒸気整流管を完成し

た､｡受信管では工業用機蘭,計測器僕係などの需要に備

え,脊瞳の高信煩管を開発したほか,テレビ用としてはカ

ラーテレビ用の3品位をはじめ, 感度VHFチエー

ナ用双3極管6RHHlなど数品咤の開発を行った〕ま

たラジオ川でほ FM ラジオ√Ijのシリーズむ完成したっ

9.2.1セラミック製送信管

真空管外囲器としてセラミックは従来普通に他用され

ていたガラスに比しすべての点でまさり,特に熱的負荷

の大きい大形送信管やUHF滞で低目=ほれる球でほ早晩

ガラスよりセラミックへの移行が 定的と思われる｡

33年度に開発された EIA6816 相当 UHF4梅 信管

4F16R はこのセラミック化最初の製品であり,セラミ

ックには日立製作所多賀工場製高純度アルミナを使†11し

ている｡積み重ね方 による簡潔な電極構造,放電加工

によるグリッド製作など単にガラスをセラミック化した

だけでなく,最新の技術も駆使してあり,最高周波数

1,200Mcで有効欄力40Wをうることができる｡なおこ

のほかにUHF,SHF梢で使用されるセラミック管数品

種を開発中である｡

9.2.2 新形勲陰極水銀整流管

送信機および高周波加熱装置の■高圧直流電線H引こ使用

される新形熱陰極水銀整流管 4H73,4H74 を完成し

た.｡これらに･は第4図に示

左4H73,右4H74

第4図 新形水銀整流管

されているような新構造を

採用してあり次のような特

長を有する｡

(1)陽極,フィラメソ

ナシールドの直径を太く

バルブを細くしてこれら

電極とバルブとの間のギ

ャップを狭くすることに

より陽極耐逆電圧朋性を

安定せしめている｡

(2)陽極,フィラメソ

トシールドとも表面をゆ
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種 名

5654

5670

5725

5726

5749

5750

5751

6AK5

2C51

6AS6

6AI-5

6BA6

6BE6

12AX7

5814A

6005

6101

6136

6189

6201

12AtJ7

6AQ5

6J6

6AU6

12AU7

12AT7

るやかな曲線で構成し,逆弧のきっかけを少なくして

いる｡

(3)陽極ほキャップと続きの太い円筒によって封止

されているので,たとえ逆孤が起きても封止部に電界

小されることによって生ずるクラックの危険がな

い,また機械的にも丈 である｡

9,2.3 高信頼管の品種拡充完成

日動制御とか計測器,計算器現に使用する真空管とし

て高信頼管の開発を行ってきたが,33年度ほ設備拡充

整備につとめ従来までの品瞳に加えて,9晶瞳の開発を

行った｡これら品睦の原形品位との対比こほ第1表のごと

くである｡

9.2.4 カラーテレビジョン用受信管

カラーテレビジョン用受 管として,水平偏向,およ

び高圧関係の真空管を開発した｡

6DQ5は21形カラー用受像管の水平偏向出力用の傍

熱形ビーム電力増幅管で,従 の12G-B3などに比し

6BK4,6DQ5,3A3(左より)

第6国 力 ラ ー テ レ ビ用受信管
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箭2蒙 クライストロンの柑~隼お

型 名l周波数範囲しMc)

6V26

7V26

8V26

5976

7V204

妄5976

5,800～6,500

6,400へノ7,200

7,200～7,800

6,200～7,425

6,575＼′6,875

ん7＼▼204

第7図 クライストロン

の外観写臼

空胴電圧しヽ▼)

300

300

300

300

750

,11力(二mV)

100

100

60

110

l,000

約2ナ｡･■7のは楕をも一-て

いる.

3A3は3~ノブⅤ の■17_ご1

圧な盛流寸る′卜形の整

流伴で占ノり,また6BK4

はせ像竹に供給する高

圧け｢一塩=二制御を行うシ

1′ントレギュレ一夕川

J)ピー∴3極ril:であ

る この球ほⅢ殊の構

造と材料を1~l~1いで高電虹耐圧と~.11=三′闘如､らのガス放出

をふせいでいる｡

9.2.5 F八ラジオ用受信管

FM放送開始にそなえてFM/AⅣ1′受†.=;横川として次

の品種を開発した｡

高周波増幅,発振混合JJj双3極管,6DT8,12DT8,

中間周波増幅,周波数変換用3秘7極管,6AJ8,12AJ7

9.3 マイクロ波管

昭和33年度の板極管3縄とクライストロン5槌の生

産開始に引続き33年度にほ第2表に示したクライスト

ロン5穐の生産に 手した｡弟7図ほそのうちの 5976

およぴ7V204の外観をホす｡

7V204はVA-220Dに相当し,その什力が大きいこ

とおよび出力部が導波管形になっていること,周波数の

安定度の高いことが特 であってほかの周波数

応する同系列の数品種も近く完成する｡

囲に対

9.4 トランジスタ

33年度におけるトランジスタの`ぷ要ほIi的ミに比し,

さらに飛躍的な増加を示した｡6石Ⅵ汗川~=､ランジスタ

ラジオが完全に標準化され,これに用いられるトランジ

スタが量産されているが,さらに新用途の開発と札ほっ

て需要はいよいよ仰長の情勢にある｡

また市場の強い要望に応じて,いち早くドリフ1､トラ

ンジスタの開発に着手しこれを完成,_;1~毒二産しオールウェ

ーブ受信機の製造盈可能とし,あるいほ12W扱高山刀

トランジスタを完成して,拡声装置の1由紀率化堅牢化に

寄与し,業界の脚光を浴びるに至った｡

スイッチング用トランジスタの応用の伸展に呼応して

Ⅰり-70,ⅠIJ-71.1IJ-72,HJ-73,1り-74,Ilト

窮8l又lドリフトトランジスタト尻十人

75

高逆耐圧1高樋度大局流など特殊な相性什様にr｢計㌻る

トランジスタの研究試作が】叩P形およぴ NPN形に

ついて行われ,一肌はすでにふU~lほ即捌こはいつた･

9.4.1ドリフト形高周波トランジスタの完成

主としノてオールlクェーブー受イ.†機および,1諒鰍受=機州

として,ドリフトトランジスダ6■＼i-一紙が景正されろにい

た二ったこ.

壬iJ70,HJ71,Ⅰり72,はそれぞれオールウニ【ブ受

い機の品詞波増帖,J誹■71;発振,周波数混合用で,HJ73,

HJ74,HJ75は高級受信機の小口_捌奇波丹瞞,帖?友数変

換,高周汲脾瓶川に設計されたものであり,そjtぞれの

特長としで下記をあげることができる､ノ

(a)周波数相性が良好で利得が高い〕

(b)内■鼎帰還容量が小さく安定な動作をするL〕

(c)出力抵抗が大きく回路設計が容易になるノ

(d)ケースが外用川-ド縦に接続されシールドとし

て有効に働く｡

9.4.2 高出力電力増幅用トランジスタの完成

32イ日夏に開発された HJ34に引続き~/=鮎拘な高=山

下ランジスタ,2N301(逆耐は---40V),2N301A(逆耐

狂--60V)が完成された｡

これらをフ∴ソシュ7~'ル接続忙Lて川いると,低U､ずみ

率でり_り｣12Wが得られるが,ひずみ柑恥 放熱相性な

どの面において幾多の工夫改良が加えられている｡

また,A級,B級増幅器に使用されることはもちろ

ん,従来直流で動作する通信機に使用さjLていたバイブ

レータに代F)その発振動作を利用した直流一変流変換器

として利用しうることも見のがせない特長である_〉

第9L封 高出力トランジスタ2N301,2N301A(現寸大)
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第10図 搬送用高周波トランジスタ HJ42

第11図 スイッチング用中ⅢカトラソジスタHJ48

9･4･3 搬送用高周波トランジス夕日｣42完成

の■■甘周波1､ランジスタほ逆耐電圧16V,云や存消

力50mW程度であったが,搬送装荏のトランジス

タ化の 一歩として適耐電圧 d5V,許容消眉電力

250mⅥrの性能を有する高津那皮1､ランジスタ HJ42を

臣昌発した

HJ42ほ舞】0図に示すごとくJETEC30形ステムを

使用したWelded sealで[i;頼度も7;古く,現在北海道

力株式会社,東北電力株式会社などの捕

れ好評を=ぺいる｡

装置に佐相さ

9･4･4 スイッチング月中出力トランジス夕日J48

完成

HJ48ほ電手交換概のワイヤスプリングリレー駆動そ

のほかのスイ､ソチソグ川とLて設.汁さ′hた高逆耐圧中川

力1､ランジスタで,逆耐電圧100V以ヒ,許袴消費電一力

21～rの件能を有する･..りけ川ランジスタとしてほきわめ

て高速耐でリレー駆動に限らず真空骨に代るそのほかの

用途がl甘党さjt･つつある｡

fU48ほ第Il図にホすごとく特殊昔汁によるWelded

Sealで,リード線ほ1仰1付けによレザ直接リレーに巻

きつけられろようになっているニ

9･4･5 搬送用高逆耐圧トランジス夕日｣43完成

日二､ンニ製佃野でほHJ42 と同位搬送忍擢.:のトランジス

タ化のために低ひずみ率高逆耐圧の低周波トランジスタ

HJ43を開発Lた｡.HJ43ほ逆耐電圧55V以_Ⅰ二ベース

リード祇抗rbl〕′90rえ以~卜∴テ′路紺描憧功300mlれrでか

つ低ひずみ率に設計され,弟12図に)]ミすごとくJETEC

30形でWelded sealを採JIJしている_

第41 第1号

拾12図 搬送川高逆耐トランジスタHJ43

9･5 Ⅹ 線 管

Ⅹ細管は32年度までに各栢のヒッターノード(日立

回転陽極Ⅹ触粕 を完成したが,33年度はさらに小容

二星二小形のヒッターノードDOIi-401を完 した｡これら

のヒッタ←ノードは,l矢師の安求を完全に満たしたレン

1､デン写パが職磯できること,ならびに管球の諸性能が

安ぶしてきたことiこより,期界の好評を博しており,そ

の諾要は最沌増加の一途をたどっている｡

またポータブル装置用の固定l場極Ⅹ線管,治 川Ⅹ繰

廿日よび工業用Ⅹ線管の新品種もそれぞれ開発された｡

Ⅹ緑川整流彿こおいてほ,トリタンフィラメントをも

つ二品種が,新たに製作されたL｡また,電子顕微鏡電源

用整流管KOM--150 について,管内 圧降下徽変動の

現象を僻明Lその対策を行って,きわめて安定な管内電

圧降卜≠美ヰつ.整流管¢)製作に成功した｡

9･5･1X線管新品種の開発

33牛度に闇発された新品穫ほ,次のようである｡

DOR-･101:小机H､形ヒッターノード,歳大使用電

比100kVp,焦∴!､く1･即0･8mm,断層棍影装置などに川

いられる二

DO--108‥ ポータブル装置川国定陽

極Ⅹ縦符で焦点1.5皿m,外形ほSDO-1

より少しノ(きい種皮であるが,l二一己整

流回路で801くVp,15mA,1秒の容畳

-
垂
■

-

一

■
t
一
t
一
一
一
一
t

左よリDO-108,Ⅰ)OR-401,SIO-160-5,STO-250-15

須13け†Ⅹ 線 管 の 新 品 種



管 73

上KOT-130,下KOT-150

第14図 Ⅹ練川整流管の新.l【-.侍

がある｡

STO-250-15:250kVp,15mA連続のi台槙用Ⅹ純粋二

SIO-160▲一5:自己整流ILll路160kVp,5mA 紋の二L

業川Ⅹ緑管,焦点2.5mm,特に耐電圧を考慮し,小形

かつ安全な設計になっている｡

9.5.2 X線用整流管新品種の完成

トリクンフイラメソトのⅩ緑川整流伴で,耐圧130kVp

のKOT-130および1501iVpのKOT150の二品樟が33

年度に完成した｡これらほモリブデンの椀形陽極で,陰

極両極対抗形のものであるり･一般に1､リタン整流管の場

合は,通電比130kVp以上の製品になると,耐電ロミ的に

がるなに難困に常F

-
､

作

決､

い
･

た

上記の2ポ1櫨でほこれらの

されて,安定な性能をもっているご

9.る 撮 像 管

日立製作所ほ瀾像管としてビデイコンを聞発すべ=て,

早くから研究試作を進めてきたがまず⊥二業テレビジョン

梢6198形の試作を完成し,続いて放送m6326形を完

成した｡

6326形ほ直子モ25.4m阻.全長1591TュITlで､光矧~甜′ト

感光而をイj`する低 度走査方式の現像肝である∴-iこなる

二特長ほ次のごとくである.｡

(1) ノイズが少ない｡

(2)最低照度200ルックスまで依川可能である二

(3)酢像度ほ600本以上をイJ`L,Ⅲに第3ブリ､ソド

と第4グリッドが分離されているので,ダイナミ･ソタ

フオーカスカ式とすれば周辺の仰像度を_卜げることが

＼
●

(4)残像ほ特に小さくなるように作られているので

非常な高速動体以外iこほ残像の恐れほ点い

(5)三庁命の面においてもRCA製一鋸二遜色ないこ

このようなすぐれた粕長をイJ~しているので.放送にお

けるフイルム送像のほか,工業テレビジョンにも大いに

利用されている｡舞15図は=二､ンニ6326 ビデイコンの外

観である｡

第15回 目立放送用ビデイコン6326の外観

第16図 微少電流測定管HL-5800
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第17図 温度計J†Jサー

9.7 特殊 電

スタ検知部各種

子管

9.7.1微少電…充測定管

微少揖流測定符としてはST形のHT-5001を従 製

作しているが,最近形状の小形化,陰極加熱源の乾電池化

の要求からサブミニアチュア形の微少電流測定管HL-

5800を生産化L.た一 策1d図はその外観を示す｡.HL→

5800ほいわシ･わる空間電荷中和形の4梯管であって,フィ

ラメント尾圧1.25V フィラメソ1､電流10mA,格子漏

洩穏流3×10~15以~卜であって,サーベイメータ,分光光

度詔および汽景分析計などに適するこ

9.7.2 計測器用サーミスタ

計測揺,制御装眉にJ~†jいるサーミス外耳通信機用に比

べてほるかに安定で均一----･な相性のものが要 される｡日

立製作所では材料および熱処理に改良を加え,温度計,

温度差詔,混虔調節器,温度補償,風速計,流量計,レ

ベル子汁.湿度訂などに適当な苓偏サー を那如検タス

､
,
｢

†′ドLている_ これらサーミスタ検知部は小形高感度であ

るために従来の計測器に多くの改善を与えている｡弟け

図は温度計昔封1Jに製作したサーミスタの一例である｡




