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ブラウン管の命名法

皆様が内外のカタログを御覧になヲて，プラウン管の型名の呼び

方に 2種あることにお気付のととと忠、います.アメリカ式の 3KP

1， 7 J P 4， 12 L P 4・・…と日公式の 75F-B1， 180 C-B4， 

300 G-B 4…・・等の2通りあります.

①アメリカ弐の命名法 アメ Eカ式では数字・文字・文字・数字

の権威で，第1項の数字はプ ラウン管の主主光面の公紘直径を吋で表

わし角型ブラウン管は対角線長)第2項の文字lま同じ口任の管

でも外形寸法及び特性が臭るにもLってABC..ーとアルフアベヅト

順に区別てとし， ({旦しP. 1.0を除く〉第3琴{の文字と数字を組合

せて，後光膜の!斗，質〈後光色・残光〉をP1......緑， P4・…・白の綴

に炎わしています.従って :1KP 1 は， 3 日寸の後光面で!iì'~光色緑の測

定用で， 12L P 4は12吋の後光色白のテ νピ用ブラウン管というと

とになります.c第2項の文字がアJレプアベットの終 りに近い方が発

袋が針しいと考売られまずかふ， 12AP 4より12LP 4の方が桁却

であるととJてたります.う また改良型t-:t名称の終 I)Vてハイフンと文

字をmして 3API-A・12LP4-Aなどと表示しております.

@目窓式の命名法 日本式は昭和 25年新命名渋の制定よりアメ

リヵ式と伺じ1設に数d戸・文字一文字・数字の構成で，第1項の数字

除後光商の~称直絡をど mm で表わい文字はアルフアベット 11慣に

アメザカ式と問榛r::~1 但 LBIOは数字と誤続される関係で使

用じない)野線通信機械て業会へ登録順r::用いられています.ハイ

フンの次lて第3，第4項の文字・数字l念後光膜の性質を示し日本で

はB]......緑， B 4・・・・・白と表わします. たとえぽ 40A-B15は

後光商 40mmの緑白色の残光特に短い(説明後記)ブラウン管で，

300G-B 4は蛍光商約 3∞mm(12吋管は 300mmで示す)の告を

光ぞ空白のテレピ照プラウ y管であります.叉規泌が同じであれば各

メーカ叶土問じ型名を使用しますが，口金接続，外形寸法，特性の

いずれかが具れば，第2項の文字は必ずi撃っ介:アノレ 7γ ベツ・トを{夢
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用しまずので御注意願います.最近の当社カ9ログや木君主lてアメ型

カ式の型名を 3KPl・7JP4などと発表されて日本式と混用さ

れています.今後測定用・テレピ用・レーダー用と逐次アメ日 力式

を収用しました製品が多くなってゆくと思われますが，とれらはR

CA 6AC7とマツダ 6AC7と同じようにRCA 3KPl， マ

γダ3KPlと考えて&支えあ りません・後光朕の作i質を表示J-る

アメリカ式と日本式の:=i・なるものを比絞しますと (P16まである)

アメリ カ式 日本式 主成分[( )内 j..活性体〕 蛍光及残光

P 1 Bl fi二酸班鉛(マ ンガシ) 緑

P4 B4 硫化:<¥11.鉛(銀)]1;1:1綬ペ Pウム亜鉛 白
又はWic化 カド ミvンム迅uiH銀)

P7 B7 研tイヒ}ムH411111T生({4}1(4)及，rWiCイヒカ 1""
ミウ (銅)

首残光業

PU  Bl1 硫化I也鉛($J{) 苦手

P13 B13 硫化カ ドミウム班鉛(銀・鈎)lll'残光業叉は緑

P15 B15 両者イt:!!!i鉛 緑白残光特に短い

その他，極めて特殊な製品や試作の主主を脱しないもの等には，上

配の命名淡に依らず，当社狙自の型名を附すととがあります.たと

えば，事7110(製泊中止)やその改良却の 非7110-Aがあります.

ブラウン管の凋語解説

①第1グリ ッF カ:/-ドの直前にある小さい孔のあるsf'板で，

電子線の量を制御し蛍光面に現われるスポット (輝点)の到るさ・金

調節する もので，グFッγ・パイアスを浅くすれば朗るくな り. ~尽

くすれば踏くな り，ある電庄まで深くすれば輝点は消えてしまいと

の場合のグ 2ッF負電圧を泊 ット・オフ電圧 E-g1coといい，との

ように嫁点の閉陪を調整する操作を輝度調整といいます.

①第2グリ ッド 高圧のプラウン管は第 1プレ ート電圧も相当高

圧となりますので，とれよb低い電圧 (100"'200V )の第2グリッ

Vを入れて受信管のス クリ F ンのような役目をさせているものと.

第2プレート電圧と同じ電圧を与えユニ ットνンズを形成させるも

のとあって， 後者は 40A-B15・3KPl・7J P 4がその l例で
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通常管内で結ぼれて第2プV ートと同じピンに按続されています.

①第2プレート 電子線の加速をするもので， 第2プレ F ト電圧

を高くすればスポットは小さくな り，か。閉るくなります.第Zプ

レート電圧のことを加速電圧ともいいます.

①S車*苦手電界で電子線が集束される静電集来型と，磁界によっ

て電子線を集束させる電総集来型とがあります.とめ集束め度合を

調節するとスポットが最小となる点があります.とめ操作を焦点調

整といいます.

静電集来型のものは，格子と第2プv-ト聞に第1プv-トをも

りパイポテンジャ作・ νシズ型のものと，第2グBッドと第2ブ・ν

ート聞に第 1プレ F トをもっユニット・ νシズ型とがあり，前者は

75F-B 1・120F-B1・140A-B1がその例で第 1プv-ト澄

疏1-;);約数可 pA，第2プv-ト電流は約数十 μA統れます. 後手f

f:t第 1 プνF ト電琉約士数 μA，第2 プレ F ト官~Urtは数丙 pA"'l

mA1すf，¥fれます.

電磁集束wはプラウン管の顕百五に託子線と[fij軸;'.-集束コイ yレマtお

'Et，とれトこi11iす古流電i11tを調整して焦点を調整し ます.また， コイ

Jレのかわりに永久磁石を用いて磁界の強さを加並費しても焦点調整が

凶来まず.

(01属向 静電界で電子線を偏向させる静穏偏向型と，磁界によ り

電子線を偲向させる電磁偏向型の2つがあり士す.静電偏向型のも

わ 1:t2対の偏向板 (X軸・ Y軸)があり，これに偏向電圧を加えて

電子線を偏向させます.との場合 1対の両偏向板に対称的に電圧を

1mえる場合と片方を接地して(第2プレ F トと同電位にずる)片方

Uコ偏向板に偏向電圧を加える場合がありまナ.自IIJ者を対称偏向法と

いい.後者を非対称偏向主主と称します.告を光面に近い方の偏向放

を水平偏向板(時間軸・ X軌)と称しDx+・Dx-で表わします.

速い方の偏向板は垂直偏向板(現象軸・ Y軸)といい， Dy+，Dy_

で表わLます.一般にY軌の偏向感度はX戦より終度が良い (偏向

率の値が小さい)ので現象観測に用います.テレピジョン受像に静
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電傾向型ブラウン管特使月ずる時l士水平偶向板に 60 ザイクルの銭

筒状波電圧(まま置偏向)を，重j[[偏向板に 15750-17イクyレの鋸歯吠

波電圧(水平偏向)を加えますと，大体同じ電圧で必要な・寸法のラ

スタ戸が得られます.ヨド対事訴偏向型ブラウン管t主管内で D丈ー及

Dyー が P2に結ばれております.非対称f!nl肉の場合偏向の大Eぎ

が完会に比例しないので波形が多少歪む欠点があります. (槻ID歪)

電磁偏向塑のものはプラウシ管の軒高官の両仮Ijに 1組のコイ yレをお

きれとのョイ yレコ組によってX軸.Y車自に偏向させます.偏向コイ

ルの形が不適当た場合は偏向に際しでffiがおきるので，とのコイル

わ製作iては充分注意しなくてはな bません.一般に静電集束静電偏

向裂のプラウン管ば測定用が主で，電磁集束，電磁偏向のものは主

としてテ V ピグョン用やνーダー用に用いられています.

⑦傾向率一定の大さの偏向をあたえるために侃!白J板に加える電

圧守示したもので.通常 1cmを偏向さぜるのに必要な儲向澄圧に

よって表わします.偏向率l主定機に第2プνFト電圧 1ωOVdC め

時.1 cm授らぜる電圧を単位のない数字で示してあります. 静電

偏向感度は第2プレート電圧に逆比例するから，任意の使苅電圧

[(EpOl) +lOOOx定格に示ず偏向芸名〕は…・その時の 1cm振らせる

に裂すゐiを流電圧となります.プラヴン管の各型によ b使用電圧も

大幅に異b~-すので. 1000Vに換算して表しており，機総0)設計上

大層使利なものとなりまナ.

ブラウン管使用上の注意

(i)ブラウン管11:{nJれも定格で示ナ値以内で御使用下ざい.

(2)ブラウン管に使用される口金の内一部l士我国の摂準として制定

されていたL、ために，アメリヵで普通呼んでいる名称を使用しまし

た.デ 1 オデカ 1レ7脚君主口金とf1:12ピン現の口金の名称で，その

内5本l士抜取り 7木のみとなっています. 7ピン口金と混同しない

様街1注索願います.ダイ〈プタ yレ型口金f1:14ピン型のもので，と

れは 14本全部。いています・マグナJレ型口金は 11ピン型のもの
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ヤ.11本全部ついてい査す.各口金;三適合ずるソケットは市阪され

てし、全 J-;O:. J 1 S 7 A用・特殊 10脚JU・デユオデカルZ盟用・ダ

イへ 7"ダノレ現月のものは当社でも販売しております.

@íî1:滋集束郡のテ L ピ汗!ザラウン管はイオンrJ't防r1~のためイオン

トラソプ・マグ末、J 全ネゾクの部分に装道します. J[{付の位置は

大田存ゾ守示 l ためで，使用!日電圧の高低王マグネットのl民~}nにより

Hl、I'!位置も君主酌!士十かじ {I
f
;用'Ri'I::三J-~て選定してドざい・使

!行方グミが京t"ないとラ只担ーがfとそ It¥ないととがiおりまず.

仏氏1電任般色集京.電磁偏向型の，うウレンJtJ1わ:

倒御H仔F引)川!口j下て号7い. リー γ線，-tフレキジプγレたものな使用するととがi適

当でありーます"予定集東部電{河川]型のプラウン管の場合通常ソケッ

トば固定し杢すが，その吻合ソケットの位置を若干(約士150) 左右

に問軒、出来るようにするととむ全長の裕度の範関内でi予j後に移動

出来るように御設計下さい.

⑦静電:集:rR・t'j(a電偏向型ブラウン1T:工外部磁界の影響を防止する

ため必ず鉄製シーノレ γケース、在任jJi¥liffmfi'.c、ます.

(るlJI'Z'I:，:てついてl土丁匂7tてf子う}JC，殊に電fIZQ刊のブラウン管は本体

に比してネック部分が市!日いため，本体とネッケのt;2合i~i): 土極めて)):，j

<， frl~ってネソク i郊分 íf持って持 U-fìたり宰 ク部分に力のかb、る

ような取J:lkt士約fう似てきけなければなりまぜん.

め一般にテレビ日ブラウン管のよう医大型管を保存する場合は，

必子木製または紙製の容mi:中に入れ霊堂'.~閉めて保存するとと.止すf

を得γ裸のまま放置する時;土，硬い物体上に直路置かなL、とと.と

の場合も適当な布片等でおおうようにして下さい・

(わテレピ用ブラウン管をIl版雪する場合は，セットの電源アダプタ

ーを必r電源よりタト 1.特に高圧i":slJ;充分民地してから行ヮて下さ

い・外部導電肢は確実にシ γ シーに民地して御使用下ざい・
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