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はじめに

電子機械工業は，第二次大戦後の我が国の産業 ・経済の発展を支えた重要工業で、ある。 しか

し，日本の電子機械工業史に関する研究は未だ多くはない。本ノ ートは，批判的な電子工業史

を構築するための準備として， 能動部品（電子管 ・トランジλタ・Ic c集積回路〉等〉をのぞく

一般電子部品（以下，特記なきかぎり単に“電子部品”と呼ぶ〉のあゆみから， 戦後日本電子機械

工業史を見ようとする ものである。

電子 “部品”は，第二次世界大戦終結前後まで， “部分品”と呼ばれることが多かった。一

般電子部品は，（1）抵抗器 ・コ ンデンサ（蓄電器〕 ・コイノレと変圧器の回路部品，（2）スイッチ ・コ

ネク タ等の機構部品，（3）スピーカ ・チューナ ・磁気ヘッド ・マイクロモータ等の機能部品，の

3種に大別される。電子機器の機能は能動素子によって決定され，一般電子部品はいわば脇役

である。しかし電子機器の最終セッ トは機種 ・機能は異なってもどれも同じような共通の部品

で構成されているのであって，電子部品の品質 ・信頼性が実際のセットの性能 ・有用性を決定

する。この点は，セットの信頼性における“部品点数の壁”と して，第二次大戦後の米国で軍

用電子機器の小型化 ・信頼性に関連して深刻な問題となった。民生用電子機器でも，ラジオか

らテレビへと構成部品点数が桁ちがL、に上昇するにつれて，電子部品の品質向上が不可欠とな

* 1993年10月2日受理，1994年l月28日改稿受理，電子部品，エレFトロニクニペラジオ，テレビ
料 東京農工大学工学部
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今日の世界市場における日本製電子機器の声価を日本製電子部品が支えているこ とは疑問の

余地がなく，電子部品は単体としても輸出されて欧米製の軍用 ・産業用 ・民生用電子機器に使

用されている。現在進行中のマイク ロエ レクトロニクス革命においては，部品とアセンブリと

の境界がなくなりつつあり，卓越した部品技術がノ、ィブリッドマイクロエレクトロニクスの推

進力のひとつになっている。日本の電子部品工業の繁栄は，海外の生産拠点の増加や，株式市

場上場企業の数からもうかがえる。

電子部品の品質向上は，国際市場における競争力強化に照応する。 日本製電子部品は1960年

代に国際競争力をそなえるに至ったとみられるので，本研究では対象時期はひとまず1960年代

末とする。 1960年代はまた，東アジア諸国製のラジオの追い上げが自につくようになる頃であ

り，我が国の民生用電子機器においては，カラーテレビの普及期 ・テレビのトランジスタ化の

時期であり， 日本における IC化 ・コンピュ ータ化が本格化する時期であった。

1945 c昭和20）年から1970c昭和45）年に至る時期のうち， 1955c昭和30）年頃までは， 電子

部品 ・エレクトロニクスに関して戦後の混乱期およびその収束期であり，それ以後は高度成長

の始まりから展開の期間と考えられる。家庭電化ブームに乗って，民生用電子機器における大

手メ ーカの覇権がこのころ確立した。 1955c昭和30）年のトランジスタラジオの登場や1957c昭
和32）年施行の電子機械工業振興臨時措置法（電振法〉をその里程標と見ることができょう 。

本ノ ー トでは，戦後日本の電子部品工業史をさまざまな側面から議論することにより，その

特徴を抽出し， あるいはその抽出のためにはさらにどのような側面を研究すべきかを考察す

る。

1 .な ぜ 電子部品工業史をとりあげるか

エレクトロ ニクスの主役 ・花形は，電子管 ・トランジスタ・ IC等の能動素子であり，また

コン ピュ ータである。エレクトロニクスの歴史は， これらを中心に多く語られている。 しか

し 脇役である電子部品の歴史を見る ことによって，我が国エレクトロ ニクスの全体のレベル

アップのあゆみがよくわかる。今日の日本の電子工業の強味は突出した個々の技術にあるだけ

(1）ある部品の故障発生率がたとえばl,000時間あたり 1回であると，このような部品100個を使った装置
の故障発生率は10時間あたり l回になる。従って，椛成部品数の多い装置は，信頼性の高い部品で作ら
ないと使いものにならなし、。使用部品数の例と して抵抗器をみると， 再生式ラジオ受信機（日本では
1950年代までひろく使われた〉には数個の国定抵抗器が必要で，スーパヘロダイン式ラジオ受信機（日
本では1950年代に一般化した〉では10儲から20個の国定抵抗器と 1個の可変抵抗器が用いられ， 白黒テ
レビ受像機には約100個の固定抵抗器と 5個から 6個の可変抵抗器が必要であった。ラジオ ・テレビの
変遷にともなって，抵抗器の信頼性への要求が急速に高まったことが，みてとれる。

(2）戦後電子工業のパイオニアの多くが存命していることに鐙み，本研究では関係者からの聞き取り取材
に重点を置いた。図ー2・図－ 4を提供された曽田純夫氏はじめ，協力された約50名の方止に，心から
お礼申し上げる。これら聞き取り，および本ノートで多く参照した社史 ・業界年史等は，主観的である
ことを免れなし、。そこで，つとめてそれぞれの時代の（コンテンポラリな〉史料と照合した。
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でなく， 全体 としてのレベノレの高さにあり，それが世界市場におけるエレク トロニクス機器の

卓越した競争力としてあらわれている。 電子部品の高品質がこの競争力を支えているのだか

ら，電子部品の歴史を抜きにしては戦後日本エレクトロ ニクス史を語る己とができない。

第二次世界大戦後しばらく日本の電子部品技術 ・工業は，しばしば劣悪 ・零細といった形容

をされてきた。今日の我が国電子部品工業の成功 ・繁栄と戦後の状態を比較すると甚だしいギ

ャップがあり，この間にこのギャップを埋めて行った努力があったわけで、ある。電子部品工業

の発展は， 日本の電子機械工業の躍進を可能にしただけでなく， それ自体が戦後日本の工業

史 ・技術史の中で最も重要にして目覚しい成功事例のひとつと言えよう。

一般電子部品と比較すると，能動素子の変遷には電子管から半導体へとし、う飛躍 ・移行があ

った。この移行はそれ自体が非常に興味ある技術史であるけれども， 日本の電子機械工業の体

質改善の流れをあとづけるにはむしろ不都合となる場合がある。電子部品の歴史は総体と して

改良による漸進の続きであったし個々の部品技術については革新とも言う べき飛躍もあり，

上記の目的にかなっている。

2.戦後日本における電子工業 の変貌

戦後の電子部品工業史をのべるにあたって必要な背景であるところの，戦後の電子工業の変

貌をまず略記しよう。

2-1 1960年代を境とする変化

電子部品工業の発展 ・電子部品の品質向上を国際競争力から見る と，これが1960年代に実現

されたと言ってよい。 この区切 りははっきり何年とは決められず， 1965 c昭和40）年プラスマ

イナス 5年というふうに表現できょう。 以下に列挙するこ とは揃って同一年に起きたわけで、は

ないが，これらから1960年の状態と凹70年の状態との聞に大きな差異があることがわかど。

(3）第二次大戦後に来日した占領軍Cc Sのポーキングホーンは， 日本の電気通信技術の状態は米国の
1933年頃の水準である と評したと伝えられる ：林三郎，“通研に於るコンデンサの研究経過”，「コンデ
ンサ評論』 10巻9・10号，1957年， 55～62頁。また，網島毅は1948c昭和23）年の電波局長時代に米国
の電子工業界を視察したことを回想して，日本の電子技術は米国に比べて10年ないし15年遅れていると
いう結論を得たと書いている：網島裁“昭和20年から朝鮮動乱まで一一電子産業 ・終戦直後の思い
出’：『電子」 5巻8号，1965年， 37～39頁。

(4）戦後電子工業の概要については，次を参照 ：通商産業省重工業局編，『日本の電子工業J], 日刊工業新
聞社， 1957年 ；『戦後の通信工業』， 日本電気通信工業連合会， 1959年 ，『電子工業年銭 1959年度版』，
電波新聞社， 1959年； 『同 1962年度版』， 電波新聞社， 1962年；電波新聞社編集局編，『電子工業年鑑
1967年度j坂』， 電波新聞社，1967年 ，通商産業省監修『電子工業年鑑 1969年度版』，電波新聞社，
1969年 ，『’71～’72電子工業年鑑』， 電波新開社， 1971年； 『電子』（電子機械工業会機関誌），1961年9

月，特に，“戦後13年の電子機株工業の推移＂，1巻， l号，1961年，47～54頁， 2号， 51～56頁， 3 

号， 55～61頁， 4号， 40～47頁， 2巻， I号， 1962年，50～54頁；科学技術庁監修，「電子手帖J，産
報， 1962年， 『電気通信研究所十五年史』， 日本電信電話公社， 1965年： 戸谷深造，『エレクトロニクス
の実際知識J，東洋経済新報社， 1966年 ；『電子通信学会50年史』，1967年 ；「電子工業20年史』， 電子機
械工業会， 1968年 ，r通信工業20年の歩み」，通信機械工業会， 1968年；郵政省電波管理局，『電波小史」
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電子部品技術自体においては， 1960年代を境と して次のような変化があった。

(1）部品製造への量産自動機導入。

(2）プリント基盤技術 ・ハイブリット IC技術の本格化。これらの技術は電子部品に革新をもた

らしたので，本研究とは別個にとりあっかわれるべきである。

電子部品工業については，同様に次のことが挙げられる。

(1）労働力確保のため地方へ工場進出。

(2）し、くつかの部品メ ーカの，株式第二部 ・さらに第一部上場。上場によって資金調達ができる

ようになった中堅メ ーカが， 成長した。

(3）テレピ部品の対米輸出本格化。米セットメ ーカが日本に部品買付のため事務所を開設。米国

で日本製部品がアンチダンピング法違反に問われる。 ヨーロッパへも部品輸出開始。

(4）部品メ ーカが欧米に駐在員事務所，さ らに現地法人として販売会社 ・工場を設ける。

(5）韓国 ・台湾 ・香港等に部品メ ーカが工場進出。

(6）ヨ ーロ ッパで電子部品の品質相互認証制度の動き。

エレクト ロニクス ・電子工業全体については，同様に，次のことが挙げられる。

(1）受信用真空管の生産数量が史上ピークとなる（1969年〉。

(2）カラ ーテレビ生産 ・普及の本格化。

(3）シリコントランジスタ生産がゲノレマニウ ムトランジスタを追い抜く。

(4）電子機器の半導体化。カラ ーテレビのトランジスタ化。

(5) I Cの輸入自由化はじまる。

(6) I C生産が伸び，民生用機器にも IC導入，電卓Ls I化に圏内 ICメーカが応えられず，

安価な ICは発展途上国から輸入。

(7)L S I （大規模集積回路〉登場。

(8）米国へテープレコーダ ・小型テレビ ・さらにカラ ーテレビ ・トランシーパの輸出がさかんに

なる。米国では日本製テレビがアンチダンピンク’法違反に問われる。

(9）ト ランジスタラジオにつづきテレビの対米輸出規制。

(lo）カラ ーテレビの価格協定に反対して，消費者5団体が買控え運動をおこす（1970年〉。

（「電波時報」 26巻6号特集別冊）， 1971年6月，続日本無線史刊行会，『続日本無線史』， 2部下， 1973

年； 『電子工業30年史』， 日本電子機械工業会， 1979年；『電波技術協会30年の歩み.！， 1983年 ：II電子工
業振興30年の歩み』， 日本電子工業振興協会，1988年；r日本電子材料工業会40年史』，1988年，『関西技
術合同委員会30周年記念誌』，日本電子機械工業会関西支部， 1989年。本文2章までの記述は，主とし
てこれらによる。日本の電子工業史は，もとより，米国 ・ヨーロ ッパ ・東アジア・ 南米との競争 ・市場
関係を含めて検討されるべきである。本ノ ートでは， これに立ち入るには至らないので，文献を挙げて
おこう： Vincent A. LaFrance, The United States Television Receiver Industry: United States 

versus Japan. Ph.D. Thesis, Pennsylvania States University, 1985: Gene Gregory, Japanese 

Electronz・csTechnology-Enterρ門・seand Innovation, 2nd ed., Wiley, Chichester, 1986: Wi11iam 

Aspray (ed.), Technological Compet似 venessComte押ψoraryand histo門 ・calperゆectiveson the 

electrical, electronics, and computer indust門es,IEEE Press, New York, 1993. 
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帥香港ほか新興国からのトランジスタラジオ輸出が伸び， 日本からのトランジスタラジオ輸出

は高級機種へ移行。

同資本自由化に伴い，テキサスイ ンスツノレメンツ社が日本に合弁会社を設立。

同国産コンピュ ータ産業成長。

~4) ミニコンピュータ時代本格化。

同電気計測器 ・産業用電子機器生産の伸張。産業用電子機器対民生用電子機器の生産比率は，

1965 c昭和40）年には45:55となった。

同工業用コンピュータを導入する業種ひろがる。機電一体化が唱えられる。 NC旋盤から自動

制御工作機械システムへ， 産業用ロボットのメーカがふ える。 “オートメ ーション”から

“システム”へ。

同この頃に登場した商品等に，次のものがある。 EEカメラ， 電子レンジ， トランシーバ〈シ

チズンパンド〉， FMステレオ， 卓上計算機さらに電子ソ ロバン，ポケットベノレ，家庭用ビデ

オテープレコーダ。テレビの宇宙中継，UHFテレビ放送，レーザ商品化，金融機関のオン

ラインサービスがはじまり，大企業にテレックスが普及し， 国鉄の座席予約システムが稼動

し 電電公社のデータ通信自由化がはじまり，カセットテープレコ ーダやカーラジオが普及

した。大型消費時代として， 3 c cカー，クーラ，カラーテレピ〉が唱えられた。

M労働力不足が深刻化。

帥1964c昭和39）年前後の甚だしい不況（部品工業にも〉。

国の政策と しては，機電一体化をス ローガンに次が行われた。 1971c昭和46）年に電子工業

振興臨時措置法（電振法。はじめは1957年施行〉が廃止され，特定電子工業および特定機械工業

振興臨時措置法（機電法〉施行。

1960年代の社会 ・経済の事象と しては，次を挙げておこう。

(1）日米安保条約改訂調印と所得倍増計画（1960年〉。大阪万博（1970年〉。

(2）景気の動向としては，岩戸景気の終結，オリンピック不況（40年不況〉・大型倒産からいざな

ぎ景気へ。

(3）貿易 ・資本の自由化。

(4）労働力不足深刻化。省力化ブーム。

(5）公害問題化。

(6）消費ブーム ・レジャーブーム。

第二次大戦後からの日本経済を通観すると，復興から高度経済成長の時代がこの時期に終わ

り，不況とドルショック (1971年〉 ・オイルショック（1973年〉を経て第二次の成長へとすすん

だと見ることができる。
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2-2 1955（昭和30）年頃を境とする変化

戦後の1960年代までの電子工業では，1955〔昭和30）年頃に区切りがあったように思われる。

1955 （昭和30）年頃の前後を比較すると，次のような差異 ・変化があった。

(1）電子製品の輸出額が輸入額を初めて上回る (1958年〉。

(2）トランジスタ国産化。

(3）ラジオ輸出の急増。 トランジスタラジオが出現し，輸出商品となる。続いてテープレコ ーダ

が輸出のホープとなる。

(4）テレビの11チャンネノレついで12チャンネル全国プラン決定。

(5)14インチ ・17インチを中心にテレビセット普及。家庭電化ブーム ・“三種の神器”。電気釜発

売

(6）商業放送広告媒体としてのテレビの効力が確信される。

(7）ステレオレコー ド登場。

(8）タクシー無線が急激に増加。

(9）電子計算機の圏内生産開始。

帥NC工作機械商品化。

帥アマチュアやラジオ商組立て用のテレビキット全盛から終末。

M真空管式ポータフボルラジオ，真空管，テレビセット等で中堅メ ーカ ・小メーカが後退し，大

手メ ーカの優位が定まる。部品業界も問屋への販売から大手セットメ ーカへの納入へと移

行。

(13）欧米からの技術導入ブーム。

~4)電気メ ー カの中央研究所 ・ 特許部新設ラッシュ。

(1q)有線通信機械工業会 ・無線通信機械工業会がそれぞれ通信機民械工業会 ・電子機械工業会とな

る (1958年〉。

同電子機械工業会がジェトロ（日本貿易振興会〉と共同でニューヨークに駐在員を置く（1958年〉。

帥電振法施行（1957年〉。

同商業電子技術ジャーナノレ（『電子工業』『電子技術』等〉の発刊。

Mこの時期以後は電子工業に関する官庁統計や電子機械工業会の出版物（1961年から発行の機関

誌『電子』等〉の記録資料がある。前項とあわせて， この時期以前についてはまとまった記

録資料は少ない。

ひとことで言えば，電子工業における “戦後”〈混乱 ・復興期，ラジオ ・テレピの自作時代〉はこ

の頃に終わり，エレクトロ ニクスによる豊かな大量消費の道具立てが揃いはじめた。

ここで， 通産省による電子工業振興政策について述べておこう。 1950（昭和25）年からの鉱

工業技術試験研究補助金や1956（昭和31〕年施行の機械工業振興臨時措置法（機振法〉によっ

て， 電子工業振興策が相当に行なわれていたが， 1957 （昭和32）年施行の電子工業振興臨時措
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置法〈電振法〉から政府の助成施策の規模は著しく 拡大された。 同年から通産大臣の諮問機関

である電子工業審議会を設置し通産省重工業局に電子工業課を新設した。合理化を促進すべ

き電子機器が指定され，電子部品 ・材料にも指定があった。補助金 ・融資 ・税制上の優遇など

の措置が講じられた。特に電子計算機を中心とする産業用電子機器の振興を目的として，日本

電子工業振興協会が同年に設立された。同協会は，電子部品 ・材料工業の育成も重視し，電子

部品工業基礎調査を実施するとともに，基礎電子部品センタ ー・ 環境試験センタ ーをつくっ

た。電振法は 7ヶ年の時限法であり，その施策計画として 1958（昭和33）年に電子工業振興 5

か年計画が策定された。同計画は1960（昭和35）年半ばに達成され， 修正された。のち電振法

は期限延長され， 1971（昭和46）年に特定電子工業および特定機械工業振興臨時措置法にひき

つがれる。市販される『電子工業年鑑』を通産省が1957（昭和32）年から編集したのも，これ

ら振興策と連動した努力と見られる。

3.戦前における部品業界

戦後日本の電子部品技術は， 後章に述べるように， 戦前 ・戦中のそれに連続していた。戦

前 ・戦中の電子部品工業については，稿を改めて述べられるべきであろうが，ここで第二次大

戦終了まで、の電子部品業界について略説しておこう。

コンデンサや変圧器の始源は19世紀あるいはそれ以前にあるけれども，世界における電子部

品の発達は三極真空管による無線通信とともに始まった。当初，電子部品はラジオセットメ ー

カが自己需要のために内製した。ラジオの普及について小企業が電子部品の生産をはじめた。

近年における部品工業の業態については，ヨーロッパでは大手セットメーカの内製，米国では

部品専業メ ーカ， 日本では両者の併存であると言える。

(5) 電振法等につし、ては，前注に示した「電子工業年鑑 1959年度版』 ，『同 1962年度版』；『電子工業振
輿30年の歩み』を見よ。戸谷深造， “電子工業振興施策の方向”，『電子』 5巻7号， 4～10頁屯見よ。
通商産業省のスタッフが執筆した木としては，『電子工業年鑑』のほかに， f!J注に掲げた『日本の電子
工業』， 『エ レクトロニクスの実際知識』がある。

(6）欧米電子部品技術史の文献としては，たとえば Electronics,Vol. 27 (1954), July, pp. 120 125; 

August, pp. 130 133; September, pp. 132-137; October, pp. 144-151; Novemver, pp. 136 142; 

December, pp. 140-143; Vol. 28 (1955), January, pp. 144-148; February, pp. 150 156; March, pp. 

162-166に，“Componentdesign trends”というシリーズ記事があり，コンデンサ ・固定抵抗器 ・ポ
テンショメ ータ・変圧器 ・コイノレ ・リレ一等が扱われている。また，J.T. Brothers, "Historical deve-

lopment of component parts field”， Proc. IRE, Vol. 50 (May 1962), pp. 912 919があり， これに
続く p.954までに，抵抗器 ・コンデンサ ・リレー ・スイッチ ・変圧器等の電子部品の歴史が展望されて
いる。次も参！照 －“欧米の工業を見る”，『エレクト ロニシアン』 2巻， 1952年， 385～394頁；尼子卓郎，
“米独に於ける部品工業’：『部品工業』 2巻1号， 1957年， 6-7' 10頁；古庄i原治，“電子産業と部品
工業への期待特にアメリカの事情とてらしあわせて”，『部品工業」 2巻4号， 1957年， 2～4頁；日
本電子工業振興協会，『アメリカにおける電子部品の実情調査』，〈抵抗器 ・コンデンサ編〉，〈超小型回
路部品編〉，〈自動制御機器用部品縞〉，いずれも1961年；“戦後における米国の電子工業の推移（ill)'',
『電子」 2巻4号， 1962年， 48～54頁，“1961年米国電子工業の概況（N）ー電子部品”，『電子』 3巻4

号， 1963年， 48～54頁；“アメリカ電子部品企業の成長と財務構造について一日木興業銀行調査部資料
による”，『電子』4巻1号， 1964年， 45～59頁， 2号，59～62頁， 3号， 28～45頁， 4号， 41～57頁，
5号， 38～43頁， 6号， 60～62頁；内田義夫，“パリの国際電子部品展を見学して”，『電子』4巻4号，
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日本における電子部品の淵源は，明治時代の多重電信用コンデンサまでさかのぼることがで

きる。 1925c大正14）年の東京放送局によるラジオ放送開始以来， ラジオ輸入商が部品も輸入

し，小規模な部品製造業およびラジオセット製造業が形成された。 これらラジオ商 ・メーカの

例と して，赤門ラジオ商会 ・錦水堂 ・田村ラジオ商会 ・三回無線等があった。電子部品の種類

は多く，その生産には大きな資本や高度の学術を必要とせず，戦後に至るまで労働集約形の生

産が行われた。これら小企業の創始者たちは非常にマニアックであった。当時のラジオ界は，

プロ と言うよりアマチュアの世界であった。現存の部品メ ーカのうちのかなりの数が，そのノレ
ω 

ーツを戦前（場合によっては明治期 ・大正期〉にさかのぼる（図ーlを見よ〉。マニア・ アマチュア

といった体質は，戦後のラジオ ・テレビ用部品業界にも受けつがれている。

セットメ ーカのうちの大手であった松下電器は， 1934c昭和9）年からラジオ部品の内製に

乗り 出した。

17～21頁 ；長沢成之，“米国の部品工場と技術動向”，『電子材料』， 1967年12月号， 28～32頁。
（η NHKおよび放送の正史は，次を見よ ・『日本放送協会史』， 1939年 ；『日本放送史』，1951年；『日本

無線史』 7巻.8号，「放送無線電話史」， 電波管理委員会， 1951年 ；『日本放送史』 上下， 『同別巻J,

1965年， 『放送五十年史』，「同資料編』，1977年。次も参照 ：日本放送協会繍『昭和六年 ラヂオ年鑑J,

1931年；同，『昭和十八年 ラジオ年鑑』， 1943年；同，『ラジオ年鑑昭和22年版J, 1947年 ；同， IFN

HKラジオ年鑑 1950年版』，1950年；「放送拾五年特輯」， 『電気通信』 3巻， 通算9号， 1940年7月

号；『テレピラジオ年鑑 1954年版』，テレビラジオ新聞社， 1953年。

(8) ラジオ放送開始とともに，東京電気 ・安中電機 ・沖電気 ・日本無線等の通信機メ ーカもラジオ受信機

を製造発売した。しかし，最初は案外に需要が少なかったこと・発売するためには機種毎に逓信省の型
式証明が必要であったことから，大資本による経営には適さず，小規模および家内工業的な生産者のみ
がラジオ受信機生産を続けた ：“ラヂオ工業を諮る”（座談会〉，『電気通信」 2巻，通算4号， 1939年4

月号， 66～75頁の特に七尾菊丸“ラヂオ工業の現在及将来”の68頁 ；『全国ラジオテレピ電機組合連合

会三十五年史』， 1981, 19頁を見よ。初期のラジオメ ーカやラジオ商については， この座談会記事 ・問
書および，『NE WRADIO BOOK （新ラヂオブック〉』， 錦水堂， 1928年；同， 1930年 ；苫米地貢，

“創業前後の回顧（主としてアマチュアの立場からY，『電気通信』 3巻， 通算9号， 1940年7月号，

「放送拾五年特輯」， 97～98頁；『ラジオ産業廿年史』，無線合同新聞社， 1944年； 『日本無線史J,11巻，

「無線機器製造事業史」， 電波管理委員会， 1951年 ；『テレビラジオ年鑑 1954年版』，前掲（前注）， 19 

頁；広瀬太古，『自我像一一随想と自叙伝』，全3巻，1966年，1971年，1975年 ；『五十五年の歩み』， 日
本無線， 1971年， 218～221頁，『大阪変圧器五十年史』， 1972年，特に183～186頁， 『伊藤賢治先生を偲

ぶ』，日本電子治療器学会， 1973年；『五十年の歩み』，昭和無線工業株式会社， 1975年；『ラックス 改

訂増補版』，季刊ステレオサウンド531Jfffi.1957年， 『明日への展望 角田無線電機株式会社創業満三十

周年記念』， 1976年 ；松本望， 『回顧と前進』（上〉，電波新聞社， 1978年；；東京都電機卸商業協同組合，
『東京卸30年史』， 1979年 ；『Passage1930～1980-History of LAOXーラオックス50年史』，1918年，

『千載の礎石一一ー田村得松翁伝J, 1983年『信頼性のプランド一一SMKの60年』， 1986年， 『電子部品流
通と共に一一岡本無線電機50年史』， 1992年。

(9）戦前のラジオ用および通信機用部品については，『部分品の研究』， 『無線と実験J22巻10号付録，

1935年 ，“部分品と材料特輯号”，『ラヂオの日本』 29巻， 1939年10月号；『ラヂオ用部分品の選ひ、方使い

方』，ラジオ科学社， 1940年；社団法人日本ラヂオ協会ラヂオ受信機規格委員会，“規格調査に関する報

告”，『ラヂオの日本』35巻， 1942年10月号，226～230頁； 『テレビラジオ年鑑 1954年版』，前掲（注
(7）），『電子通信学会50年史J，前掲（注（4)),199～201頁。前注の文献も参照されたl，、。

帥 『電子工業20年史』，前掲〔注（4)), 90～91頁。

~l) ここで“アマチュア”と言うのはラジオマニアであって， アマチュア無線家 〈ハム〉のことではな

い。しかし両者は重なっているところがあるので，アマチュア無線の歴史書を挙げておこう 岡本次
雄，『アマチュアのラジオ技術史』， 誠文堂新光社， 1968年， 『アマチュア無線のあゆみ一一日本アマチ

ュア無線連盟50年史』， c Q出版， 1976年；岡本次雄・木賀忠雄， 『日本アマチュア無線外史J，電波実

験社， 1991年。もともとラジオ（無線〉自体の重要な部分が，アマチュア無線家とラジオマニアによっ
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NH Kはラジオ受信機 ・部品の認定を行っていたが，1938c昭和13）年局型受信機を発表し，

以後ラジオ部品技術の指導にも力を入れた。電解コンデンサには問題があり，特に トランスレ

スラジオ倍電圧整流用電解コンデンサの不良は多く， NHKはこの問題にとりくんだ。

通信機を手がける大手メーカも，通信機用部品の開発・製造を行った。第二次世界大戦中の

国家総動員体制によって， 軍主導のもとに全日本科学技術団体聯合会の研究隣組が組織され

た。第6024研究隣組（紙コンデンサ含浸剤の研究〉や第8012研究隣組（高誘電率材料研究， 1943年発

足〉はその例であった。チタノミリ ・紙コンデンサの研究を行っていた逓信省電気試験所も，研

究隣組と協力した。ラジオ部品の小メーカも軍の指定工場となって，国家総動員体制に組み込

まれた。

4 .戦後の電子部品工業とラジオ ・テレピ ・通信機工業

4-1 戦後のラジオ業界（1955年頃まで〉

戦後のラジオ業界の立上りは早く，軍需から民需への転換がなされた。図－ 2を参照された

い。 1945c昭幸日20）年の年末には， GH Qが 4百万台のラジオ生産を指示した。 これは占領政

策を国民に周知するためであったと考えられるが，国民も生活 ・娯楽の道具としてラジオを欲

した。 1948c昭和23）年には， ラジオの受信機と部品の公定価格が廃止され， ラジオ生産が戦

前なみ（80万台〉に回復し（図－3を見よ〉，ラジオ受信契約者数が戦前水準を越した。中小のラ

ジオセットメ ーカが乱立するとともに，大手メーカや他業種の大企業までラジオセット製造に

参入した。 1943年～1944年のドッジライン不況期にはことに安価なラジオがもとめられ，街の

ラジオ商やアマチュアによるラジオ組立が盛んであった。 1949c昭和24）年前半までは，ラジ

オ景気に湧いた。ラジオ部品は，売り手市場であった。軍の放出品があふれた神田 ・秋葉原の

て開拓されたのである。マニアがパイオニアとなった例としてはほかに電気楽器があり，エレクトロニ

グス応用とし、う意味でもラジオにきわめて近く，大衆文化をつくりだしたとL、う意味でもラジオに似て

いる。電気楽器製造は，現在まで大きなセットメーカの制覇するところとはならず，マニアッグな性格

を持っている。電気楽器によるロックミュージックのように，これらマニアックな技術文化がときには
既成文化に対抗する働きをすることにも l 注目すべきである：SusanJ. Douglas，“Oppositional uses 

of technology and corporate comp巴tition,in Aspray前掲（注（4))pp. 208-219. 

~~ NHK技研によるラジオ受信機研究の例としては，高村悟，“ウェスティング ・ハウスWR-14号ミ

ゼット受信機の解剖試験成績＂，日本放送協会，「技術参考資料』 1号， 1～14頁。 NHK技研の正史と

しては，次がある・日本放送協会技術研究所，『三十年史j, 1961年；日本放送協会技術研究所 ・放送科
学基礎研究所，「五 十年史』， 1981年。

M 戦前の電解コンデンサ開発については，次を見よ．佐藤敏雄，『菰の中からの人生』， 1970年，日本ケ

ミカノレコンデンサ株式会社。戦前 ・戦後における状況はたとえば， r日本ケミコン50年史』， 1972年；
『Jcc. 30年コンデンサとともに」，日本蓄電穏工業株式会社， 1987年。

M 全日本科学技術団体聯合会の会長は長岡半太郎，研究隣組運営委員会委員長は仁科芳雄，第6024研究
隣組の組長は駒形作次，同世話人は林三郎で、あった・木多静雄，“科学技術団体の新使命”，『電気通信』
3巻，通算10号， 1940年9月号， 10～13頁；『研究隣組要解』， 昭和18年；林，前掲（注（3））。電気試験

所のチタパリ研究と紙コンデンサ研究については，『電気試験所五十年史.Il, 電気試験所， 1944年，672

～674, 700～703頁，『電気試験所最近の十年史』，電気試験所，1951年， 169～170,177～178頁を見よ。

u$ GHQ指示によるラジオ受信機生産計画については，『電子工業30年史J，前掲（注（4）〕， 35頁。
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図 1 創業年別部品企業 図 3 ラジオ受信機生産実績の推移
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出典： 『電子工業20年史j，電子機械工業会，
1968年， 91頁
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図－2 ラジオの復興
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図－4 テレピ受像機製造のはじまり
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にぎわいが始まった。部品メーカにと って，現金支払し、である市販問屋との取引は， 手形払い

のセ ット メーカとの取引よりもずっと魅力があった。生産財を生産する大手メ ーカは甚だ不振

であって，支払いを現物で行うとか株券で支払うというようなことまであった。

ドッジライン不況とラジオがひとわたり普及したことによって， 1949 c昭和24）年に200あっ

たラジオセットメーカ数は， 翌年には 1/10に激減したと伝えられる。 部品を買ってラジオを

組立てるとラジオセットにかかる高率の物品税（30%以上〉を払わなくてすみ半額に近い値段

でできるので， 街でラジオを組立てるのが依然盛んであり， 1950 (RB和25）年にはセットメ ー

カ生産台数の約3倍のラジオが街で組立て られたと言われる。

当時のラジオはよく故障したので，修理がラジオ技術者の重要な仕事であり，街のラジオ商

やアマチュアの収入源でもあった。 故障が頻発した原因は， 真空管を含む電子部品が粗悪であ

ったことのほカ寸こ，ラジオ商やアマチュアが組み立てたものにはハンダづけ不良が多かったこ

ともあった。 ラジオ雑誌には，修理記事と部品の解説記事が多く掲載された。

NHKは戦前 ・戦後に直属のラジオ相談所で受信機の修理 ・保守の業務を行ってきたが， フ

ジオ商の反対により1950c昭和25）年に巡回修理をのぞいてこれを廃止した。 同年に， ラジオ

帥戦前の電子部品および未完成ラジオ ・テレビへの物品税およびその実態については，くわしい研究が
必要である。たとえば，次を見よ：『テレピラジオ年鑑 1954年版J，前掲（注（7)),37～41, 67～77頁；
『電子工業20年史』，前掲（注（4)), 325～335頁；『全国ラジオテレビ電機組合連合会三十五年史』，前掲
〈注（8)),98～101頁。
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機器認定制度も廃止された。

1950 c昭和25）年には，民間放送開局を控えて， GH  Q指導のもとにNHK・ 民放 ・工業会・

販売会社 ・電力会社の官民合同で， ラジオ受信機改善委員会が発足した。翌1951c昭和26）年

には民開放送がはじまった。放送局数がふえてス ーパヘテロダイン受信機が求められるように

なり， 当初は従来の再生式受信機（並四 ・高ー受信機〉をス ーパヘテロダインに改造することが

行なわれたが，結局本絡的なスーパヘテロダイン受信機が普及した。メ ーカがラジオ量産化に

ふみきり， 同年のラジオ生産数の 8割強がスーパヘテロ ダイ ンであった。民放ブームの1952

（昭和27）年頃がアマチュアのラジオ組立て熱のピークで， 放送局 ・メーカ ・新聞社 ・雑誌社
ぐ'1

主催の組立てコンク ール・講習会もあった。

帥 『放送五十年史』，前掲（注（7)), 300頁。

同 ラジオ受信機改善委員会は，高性能ラジオ受信機を低廉に普及させるため，次のような対策を講じ

た。（1）技術的研究と生産対策，（2）物品税に関する対策，（3）貨物運賃の引下げに必要な対策，判修理，販

売業者その他に対する技術の指導講習会，（5）高性能ラジオ受信機を普及させるために優良ラジオ受信

機，真空管，部品，スーパー化用部品等のコンクーノレ。『電子工業20年史』，前掲（注（4)),223頁を見よ。

吉川辰三郎，“「受信機改善委員会」を全ラジオ業者は注視せよ〈「ラジオ産業」 1950年11月号，12頁。
(1$ 戦後ラ・ンオ史のー断面を示す改造スーパ受信機（4球スーパ〉にふれておこう。民放開始で放送局が

ふえることが見込まれると，混信をふせくずために受信機には良好な分離特性が要求されるようになっ

た。スーパヘテロダイン受信機は分断特性がすぐれているが，可変コンデンサ・コイノレ・中間周波トラ

ンス ・周波数変換用真空管といったキーパーツ・キーデバイスが品質 ・価格 ・供給の面でニーズにこた

えられなかった。そこで，従来の再生式受信機を安上がりに（五極真空管’を周波数変換管に使って〉ス
ーノミヘテロダイン方式に改造することが， アマチュアや街のラジオ商によって盛んにおこなわれた。

1950 c昭和25）年前後のラジオ雑誌にはこの穫の 4球スーパの改造 ・組立記事が毎月のように頻出し，

山中電機 ・松下電器といった大手メーカからもスーパヘテロダインへの改造用キットが発売された。改

造時代はわずか数年しか続かず，周波数変換専用管と中間周波増幅段をそなえたスーパヘテロダイン受

信機くいわゆる 5球スーパ〉が普及する。このエピソードは，当時の日本社会がし、かに貧しかったか，
ラジオ受信機がし、かに求められていたか，ラジオ技術・部品技術がいかに低かったか，これら貧しく低

" 、状況がし、かに急速に改善されたか，そこでラジオマニア ・ラジオ雑誌 ・中小の部品専業メーカがし、か

に大きく寄与したかを示している。このようなパタ ーンは，以後白黒テレビ等の普及の過程でくりかえ
し現れたのであって， 戦後日本のエ レクトロニクス産業の重要な特徴である。改造スーパは，時代の急

激な変遷のなかの束の間のあだ花であったように見えるけれども，戦後日本の民生用エレクトロニクス

の一典型をあらわす事象であった。改造に関する記事はたとえば， “私なら懸賞受信機はこう作るー懸
賞受信機座談会”， 『ラジオ科学』，1949年11月号， 50～63頁 i“十万円懸賞受信機当選者発表”，『ラジオ

科学.！）， 1950年5月号， 18～47頁，稲葉昌，“すく応用できる 4球スーパの設計と製作”， 『ラジオと実

験』， 1940年6月号， 34～39頁；『無線と実験」臨時増刊「電波三法実施にともなうこれからのラジオ」，

1950年， 6～88頁 ，茨木悟，“高 l改造4球スーパーの実験”，『ラジオ技術』， 1950年5月号，2～7 

頁；角野寿夫，“市販部品を駆使したμ同調4球スーパーの作り方”，『電波科学』，1941年10月号， 19～
21頁。スーパヘテロダインへのコンパータキット ・コイノレキットの例としては，『ラ・ンオ技術』の1950

年7月号の裏表紙見返しに島村電機製作所のダイヤモントコンパーターの広告， 8月号表紙見返しに春

日無線工業および全線電気のコイノレキットの広告， 12月号後付第2頁にユゲタ無線工業所のコイノレキッ
トの広告がある；鈴木清作， “ストレート受信機をスーパーとするスーパー ・ヘッドの作り方”，『電波
科学』， 1951年12月号，36～37頁も見よ。

帥 当時のラジオ受信機 ・ラジオ部品の状況は，『ラジオ科学.！）， 復刊第1巻第 l号， 1946年10月， 「無線

と実験.！），1946年11月 ・12月号合併号 ；『ラジオ年鑑 昭和22年版』，前掲（注（7)); 1947年；『NHK受

信機情報.！）， 日本放送協会事業局， 1948c昭和23）年から刊行；ラジオ技術調査会（REA), 『ラジオ
技術資料』， No.3 , 1948, No. 5, 1949, 日本放送出版協会 ；『NHKラジオ年鑑 1950年版』，前掲（注

(7））， ラジオ技術調査会編，『ラジオサービスハンドブック』p オーム社， 1949年 ，『テレビラジオ年鑑.!J,

前掲〈注（7）），『ラジオ， 電蓄用部分品の選び方』， ラジオ科学 16巻6号付録， 1954年 ；中島平太郎，

rスピーカーとキャビネット』， ラジオ科学社， 1955年；「続日本無線史』， 2部下， 前掲（注（4)), 326 
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電気洗濯機登場 (1951年），L Pレコ ード発売 (1953年〉， 日本電気によるラジオ用6.3ボノレト

傍熱 ミニアチュア管の量産開始。953年〉などから， 1950 c昭和25）年に続く当時の状況をう か

がうことができょ う。

1953 c昭和28）年にはラジオの販売にも月賦制度が導入され，大手セットメーカの販売体制

が確立して次第に中小メ ーカの活動の余地がなくなって行く。朝鮮戦争後の不況により，1954

（昭和29）年頃から重電メ ーカも家電業界に参入 した。東京通信工業がトランジスタラジオを

発売した1955c昭和30）年には， 真空管式のポータフソレラジオが量産にはいって， 大手セッ ト

メーカも参入し，その米国への輸出も伸びはじめた。その結果， 1955 （~酔日30）年のラジオ受

信機輸出は一挙に前年比10倍以上の 3億円に達した。真空管式ポータフツレラジオは， 電池の消

耗や大きさ ・重さのため日本ではあまり普及せずトランジスタラ ジオの露払いにとどまったけ

れども，ポータフールラジオとし、う新規市場の開拓や部品の小型化に大きな役割を果たし，米国

向け輸出ラ ジオの主力となった。 1960年代前半に，ラ ジオ ・テレビ ・受信用真空管生産におい

て大手メーカが制覇し，ラジオ（およびテレビ〉業界の戦後は終わった。

4 2 戦後の通信機業界（1955年頃まで〕

GH Qは， 占領政策遂行のために通信網復興 ・整備に力を入れた。民開通信部（CCS）研

究開発課長ポーキングホーンの活躍（1948年～1950年在日〉，電気試験所分割と電気通信研究所

（通研〉の発足 （1948年〉， NHKの放送網拡充五ヶ年計画（同年〉，逓信省、を郵政省と電気通信

省、に分割（1949年〕等は，その一端である。 GHQは，日本へ統計的品質管理を導入した。 1946

（昭和21）年には， cc Sマギノレの指導で， 日本電気が通信用真空管の品質管理を行った。終

戦後まもなく，通信事業復興のために逓信省は逓信技術委員会を設け，民間の協力を得て問題

の解決をはかった。 1947c昭和22）年頃には， 船舶無線 ・漁業無線が著しく伸びた。ドッジラ

イン (1949年〉による不況にあえいだ日本経済は，朝鮮戦争（Stl!年から〉にともなう特需でう る

おい，朝鮮戦争休戦の1953c昭和28）年には不況に転じる。1950年には，“外資に関する法律”

〈外資法〉が制定されて欧米からの技術導入の道がひらかれた。 同年には， 警察用FM無線機

が相当量発注された。 1952c昭和27）年には日本電信電話公社が発足し 翌年には電信電話設

備長期拡充計画（第一次5ヶ年計画〉がはじまった。1953c昭和28）年はまた，テレビ放送が開始

し以後各地にテレビ局建設が続いたこ と，東京 ・大阪聞にNHKのマイクロウェーブ中継が完

成したこ と，外資法による技術提撹（先進国からの技術導入〉認可件数がピークであったこと，

1949 c昭和24）年以来一次閉鎖されていた日本電気の研究所が蒋関されたこ となどで重要であ

～334貰； 松本望，『回顧と前進』（下〉，電波新聞社， 1978年。前注に挙げた文献も見よ。
制真空管式ポータブノレラジオが果たした役割については，『電子』 1巻l号，1961年， 50～51頁；『電子
工業20年史』，前掲（注（4)),53～56, 94～95, 152, 206頁；『電子工業30年史』，前掲〈注（4)),52, 276, 
278頁。 MichaelBrian Schiffer, The Portable Radio仇 AmericanLife, University of Arizona 

Press, Tucson, 1991も見よ。
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る。翌年には，電気試験所に電子部が設けられ， 1956年 ・1957年には同所のトランジスタ式コ

ツ ピュ ータ MARKIIとIIIがつくられた。 このように，通信機業界においても，次期の発展

を準備する道具立てが1955（昭和30）年頃まで、に出揃った。

4- 3 戦後の電子部品技術 ・電子部品業界（1955年頃まで〉

戦後の部品技術は，戦前 ・戦中のそれと連続している。 シルバー ドマイカコンデンサ（日本

無線）， MP （メタライズド ・ベーパ〕 コンデンサ〈海軍〉， チタバリ発見（電気試験所〉， フェライ
fl2 

ト等はその例である。 1943（昭和18）年に軍が米B29機に搭載してあった無線機中のソリッド
的

抵抗器について行った研究は，戦後の関西抵抗体委員会の活動のルーツであった。 3章に述べ
all 

た研究隣組“高誘電率材料研究” は， 1952（昭和27）年発足のチタパリ研究会につながった。

戦争中の電気試験所における紙コンデンサ研究（3章に述べた第6024研究隣組も関連〉は， 戦後の

逓信技術委員会の材料部会紙蓄電器分科会 （1947年設置〉から， 紙蓄電器研究会（1949年発足〉，

さらにコンデンサ研究会（日本電子機械工業会傘下， 『コンデンサ評論』を刊行〉につながった。 1949

（昭和24）年には関西紙蓄電器研究会が発足し， 1966 （昭和41）年に日本電子機械工業会関西支

部コンデンサ研究会となった。 3章に述べたNHKの電解コンデンサ技術指導をひきついで，

1947年に電解蓄電器研究会（Ii電解蓄電器評論』を刊行。のち日本電子機械工業会傘下にはいる〉が

はじまった。これらの研究会には，ラジオ部品メーカも参加した。ラジオ部品の価格競争は激

しく，ラジオ部品メ ーカは単価の高い通信機用部品製造に参入しようと した。部品メ ーカには

学校で電気工学を学んだ技術者は多くなかったので，知識 ・情報を入手する場と してこれらの
凶

研究会は役立った。新着海外文献の多数が翻訳されて，ここで紹介された。

占領軍Cc Sは，部品企業をセットメ ーカに従属する地位からこれと対等な地位に引き上げ

伺戦前のコンデンサについては，たとえば，『電気試験所五十年史』，前掲（注（14)), 700～703頁；『電気
試験所最近の十年史』，前掲〈注同〉，169～170, 177～178頁 ；“紙コンデンサ研究会10周年記念「コン
デンサの発展を回顧して」座談会，『コンデンサ評論』10巻9・10号， 1957年， 7～54頁 ，川上策雄，
“無線用 コンデンサに関する思い出 （その－）＂，『コンデンサ評論』 18巻12号， 1965,529～538頁； 『五

十五年の歩み』，日本無線，前掲（注（8））。フェライトについては，『加藤与五郎一一人とその生涯」，加
藤科学振興会，1974年；武井武，“フヱライトとともに”，『電気化学および工業物理学」 55巻， 1987年，
812～818, 874～877頁， 56巻， 1988年，88～91, 241～245, 329～333, 403～408頁。

帥 同委員会は， 昭和57年度文部省成果刊行費469により『通信用抵抗体の研究』を刊行 した。 次も参
照：犬石嘉雄，“炭素抵抗体”，『電気学会雑誌』 71巻， 1951年， 223～227頁。

制 チタノミリ ・セラミックコンデンサについては，“社史 ・挿話村田製作所”，『日本工業新聞』，1979年7

月24日～10月3日；“太陽誘電技術史”，『NEEDS& SEEDS太陽誘電技報』1巻， 1985年， 56～60 

頁， 2 巻， 1986年， 62～96頁， 3 巻， 1987年， 61～68頁 ； 高木貴 ・田中哲郎監修村田製作所編， If'~奇異
のチタパリ一一世紀の新材料 ・新技術』，丸善， 1990年； 「会社経歴書』， TD K株式会社， 1990年7月。

伺 紙蓄電器研究会は，のち紙コンデンサ研究会，さらに1963（昭和38）年にコンデンサ研究会と改称し
た。機関誌「蓄電器評論』は，分科会時代の1948（昭和23）年から刊行されており，のち『コンデンサ
評論』と改題した。林三郎，“紙蓄電器研究会が生れるまでヘ 『コンデ、ノサ評論」 10巻9・10号， 1957

年， 2～6頁を見よ。関西紙蓄電器研究会は， 1966（昭和41）年に日本電子機械工業会関西支部傘下の
関西コンデンサ研究会となった。電解蓄電器研究会の機関誌としては，『電解蓄電器研究会会報』が

1947 （昭和22）年に刊行され，これをひきついで翌年『電解蓄電器評論』が第2巻から始まった。
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ると言う見地で，部品メ ーカに資材を優先して直接割り当てた。当時，資材は統制下にあり，

配給であった。はじめはセットメーカを対象に資材割り当てがあり，それを部品メーカがセッ

トメーカからもらうというかたちだったが，電子部品の資材は部品メーカ自らが申請し配給を

受けることになった。無線機械工業会が資材割り当て業務を代行していたので，部品メ ーカも

この工業会に加盟し，工業会内に部品部会をつくった （無線通信機械業会設立と同年の1948年〉。

電子工業がセットメ ーカを頂点とした系列形態とならずに，セットメーカと部品メ ーカが独立
闘

である産業構造になったのは，この占領軍の施策にも起因する。

1946 （昭和21）年には逓信技術委員会搬送部会に部品分科会が設けられ，部品規格の制定統

ーの検討作業を進めた。電気通信研究所は発足（1948年〉と同時に固定抵抗器の研究を開始し，

仕様書審議を通じて通信機用部品の品質向上をはかった。同年には通研が購入品に抜取検査を

適用し，中小企業である部品業者は苦境に立たされた（“通研旋風”と称された〉と伝えられる。

通信網整備のためには民間の部品技術者の知識が必要であるとされて， 1950c昭和25）年には

工藤孝一（日本電気〉と千葉穣 （日本通信工業〉が通研へ移籍した。通研による電子部品研究の

成功例としては，可変抵抗器の改良がある。ラジオ用可変抵抗器を母体として，密閉型直接摺

動構造の通信機用小型可変抵抗器が実用化された。以後，ラジオ用可変抵抗器も著しく改良さ

れた。まもなくテレビ放送がはじまって，テレビ受像機ではラジオ受信機よりも苛酷な条件で

多数の可変抵抗器が使われたが， このようにして改良された可変一位抗器が受像機技術を支えた
聞

のである。

朝鮮戦争勃発 ・警察予備隊発足（1950年〉にともない，通信機材への需要が質量ともに高ま

り，品質管理への関心も強まった。 1953（昭和28）年には，河端製作所の河端作兵衛を中心に，

主として中小企業の部品材料業者が結集して，日本通信機部品協会を発足させた。これは，通

信機部品の性能の向上 ・信頼の確保を目的として掲げ， 1959c昭和34）年まで続いた。 1956c昭
国

和31）年からは，機関誌『部品工業」を刊行した。

伺 『電子工業30年史』，前掲〈注仏）〉， 35頁。次も参照・橘弘作，“思い出の断片一一電子産業・終戦直

後の思い出’：『電子』 5巻9号， 1965年， 24～26頁 ；河野周一，“苦しさも喜びも一一 創立初期の工業
会”， 『電子工業20年史」， 前掲〈注（4)), 372～375頁；片岡勝太郎，“電子部品企業の今昔”，「電子工業

20年史』，前掲（注（4)), 366～371頁。

制電気試験所分割から通研発足直後の，これら研究所での炭素抵抗器 ・チタパリ ・紙コンデンサ .＂ロ
ノレナフタリン ・電解コンデンサ ・真空管ソケット等の部品研究態勢については，『通研月報』 1巻3号，
1948年12月， 97頁；『電気試験所事務報告昭和23年度』， 1949年，69～73頁， ；『電気通信研究所事務報
告』 1号（昭和23年度）， 1950年， 39～44, 47～49, 93, 184, 199, 212～215, 285, 289, 290, 292, 

298～302頁，『電気試験所最近の十年史』，前掲〈注（14)), 169～170, 177～178頁。可変抵抗器改良につい
ては，浅石段 ・長津寛，“通信機用小型可変抵抗器”，電気三学会第26回連合大会， No.3. 31, 1952年；

浅石巌，“通信機用小形可変抵抗器”，「日本電信電話公社電気通信・研究所研究実用化報告』 1巻3号，
95～124頁。可変抵抗器メーカの社史の例として，「創立25周年記念号（25年の歩み〉」，『こすもす」， 67

号，東京コスモス電機株式会社， 1982年。
伺 この協会の結成準備は， 1951年（昭和26）年から始まったと伝えられる。瞥察予備隊発足後の治安維
持のための治安通信の不安から，通信機部品業者の奮起が要望され，協会誕生へつながった：村上三
次，“日本通信機部品協会の思い出ヘ『コンデンサ評論』 21巻1・2' 1968, 12～18頁。次も見よ．木

77 



技術と文明 9巻1号(lg

1949 c昭和24）年には工業標準化法が制定され， J I S制度が始まった。 通研の指導 ・JI S 

認可 ・防衛庁のSs s cのちNDS）規格認定は，部品メ ーカに刺激となり，ラジオ用部品メ

ーカの中にもこれらの認定をめざLて技術 ・品質向上をはかると ころが 出てきた。 1950c昭
和25）年にはじまった工業技術院の鉱工業技術試験研究補助金を， 部品メ ーカのいくつかも受

けた・ 付表 1に，これを示す。このようにして，通信機部品の側とラジオ部品の側とが次第に

近づいてきたとみることができる。

1952 （昭和27）年に富士通がジーメンス社との技術提携による電子部品の製造に着手し，翌

年ポ リスチ ローノレコンデンサ製造を開始した。 1954（昭和29）年頃， 富士通がジーメンスの抵
閥

抗器自動製造機を輸入し，これによる生産をはじめた。 この前後に，スピーカや変圧器のメ ー

カでコ ンベアシステムを導入するところがあらわれた。 1955（昭和30）年頃までにMPコンデ

ンサやタンクノレ電解コンデンサの新しいコンデンサの生産がはじまった。
回

1956 （昭和31）年～1957（昭和32）年に，プリント回路の国産化研究が始まった。

次に，ラシオ ・テレビ用部品について見ょう。図－ 2と図 4を参照されたい。戦後のラジ

オブームに乗って部品業界も活況を呈し，多数の部品メ ーカが出現した。『電子工業20年史』

(1968年〉によれば，電子部品メーカの25%は終戦後の1946（昭和21）年～1950（昭和25）年に

設立されたもので，以後1955（昭和30）年までに設立の ものをあわせると46%におよぶ（図－1

参照〉。

ラジオ用部品においても民開放送開始にともなうラジオ高性能化の必要から品質向上がは

かられた。 1951c昭和26）年には， ラジオ用高周波部品の規格統一委員会が結成され， ラジオ

受信機改善委員会が電解コンデンサについて 『電解技術白書』を発表した。翌年に，可変コン

デンサ ・高周波コイノレ ・ダイヤノレの規格が統ーされた。 NHK技術研究所は，まだ弱小 ・零細

であったラジオ業界 ・部品業界に対して，懇切かっ熱意あふれる指導をしたと伝えられる。

1954 （昭和29）年からは， 東京都ほかの主催で“ラジオ， テレビと部品展”が毎年開催され

た。

村六浪，“通信機部品随想”， 『部品工業』 1巻2号，1956年， I～4頁； 湯原二郎，“部品認定試験雑
感〈『部品工業』 l巻2号，1956年，10～11頁。

帥戦後の通信用を中心とした部品については，『続日本無線史』， 2部下， 前掲（注（4)). 686～697頁 ；

長沢成之，『新しい通信用部品』，オーム社， 1964年 ；“特集新しい部品材料”， 「電気通信学会雑誌』，41

巻， 1958年， 329～452頁；『電気通信研究所十五年史』，前掲（注（4)), 321～352頁；『電子通信学会50年

史』，前掲〈注（4)), 199～201頁； 『通信工業20年の歩み』， 前掲（注（4)), 195～202頁。
帥 RobertL. Swiggett, Introduction to Printed Circuits, Rider, New York, 1956，長沢成之，“将

来之通信機部品の行方”，『部品工業』，2巻2号，1957年，9～10, 25頁 ；長津寛，“印刷回路部品の必
要性”，『部品工業』，2巻，4号， 1957年， 7～10頁 ；：長沢成之，『プリント回路』，日刊工業新聞社，
1958年 ；“最近のプリント配線技術”，「電子材料』，1962年9月号， 6～71頁 ，『JACA10年の歩み一一
日本プリン ト回路工業会社団法人設立10周年記念誌』，1987年 ；長津寛，“プリン ト配線板の初期とその
周辺”，IT'RCJ会報.JI（日本電子部品信煩性センター），16巻3号， 1990年，17～19頁。

制高周波部品の規格統ーについては，“バリコン・コイノレ ・ダイアノレー高周波部品の規格統ーされる’；
『ラジオ科学』， 1952年5月号，99～102頁，“パリコ ン・コイノレ ・ダイアノレ3者聞の全国統一規格っし、

になるヘ 『ラジオ技術』，1952年5月号， 130～131頁；無線通信機械工業会，“パリコン・コイノk・ダイ
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スーパヘテ戸ダイン受信機の製作には，キーパーツである可変コンデンサ ・コイノレ ・ダイヤ

ノレ・中間周波トラ ンスは統ーした規格品を組み合わーせる必要があり，部品メ ーカは協力してパ

ーツキットを盛んに発売 した。アマチュア向けのラジオ雑誌の新製品欄には，各種部品多数が

毎号紹介された。

1950 c昭和25）年に， NHKか らテ レビ実験電波の発射がはじまった。 1953c昭和28）年に

は， NHKとNT Vのテレビ放送がはじまった。 テ レビ受像機組立てが，アマチュアによって

活発におこなわれた。 部品はラジオ用のものしかなかったので，テレビ用のキーパーツはアマ

チュアでも メーカでも自作しなければならず，熱心なアマチュ アの方がむしろ有利であった。

1949 c昭和24）年には“日本アマチュアテレビジ ョン研究会”CJAT）が発足し 東京三越デ

パートで開催の第 l回 “伸びゆく 電気通信展” で， NHKなどに伍して実験展示をした。チ ュ

ーナ・ フライパッ クト ランス ・偏向ヨーク等のテレビ受像機用キーパーツは， 部品メ ーカ（そ

れまでのラジオ部品専業メーカ〉 によって国産化され， ラジオパーツメーカの先頭に立っていた

高周波部品メーカの多 くは，テレビ部品に転向した。ラジオ商・ アマチュアのテレビ組立てが

盛んであったので， テ レビ受像機組立キットが多数発売された。部品メ ーカによ って1952（昭

和27）年に “テレビ部品研究会”（TVK）が結成され， NHK技研はこれを技術指導してTv 
K- Il型からTV K-Vl型までのテレビ受像機を開発 した。部品メーカは， このTv K型をも

とに，テレビキ ッドを商品化した。 TVK型回路は，大手メ ーカの受像機にも利用され， 日本

におけるテレ ビ受像機の基本となった。1951（昭和26〕年には，NHK技研の技術者による「ア

マチュアにできるテレビジ ョン受像機の作り方』が発刊された。テ レビ工作マニア向け月刊誌

「テ レビ技術』が1953（昭和28）年から刊行された。同年頃には， 自作テレビ用に部品がとぶ
包3

ように売れたと言われる。 1955（昭和30）年頃が，テレビキットの全盛時代であった。

ヤノレ一一高周波部品全国統一規格への疑問に答えて”， 『ラジオ技術」，1952年6月号，130～131頁。『電

解技術白書』については，『電子工業20年史』，前掲（注（4)),92, 223～224頁。電解コンデンサについて

のNHKの研究の例は，小林久雄 ・城田誠 ・島居英世，“電解蓄電器小型化の研究”， 『NHK技術研究』
l号， 1949年， 12～17頁， 3号， 1950年，15～19頁。日本放送協会技術研究所，『三十年史』，前掲〔注

M). 206～208頁も見よ。

伺 これらキーパーツのキットについては， たとえば『ラジオ技術」， 1950年4月号綴じ込みに日本CL 
D協会の広告がある ．これは，富土ノリ コンほか可変コンデンサ4社，春日無線（ トリオ〉ほかコイノレ

5社， 菊水電波（現在の菊水電子〉 ほかダイヤノレ5社の東京周辺のメ ーカを結集したものである。同じ

く東京近辺のコイノレの富土製作所（スター〉，可変コンデンサの片岡電気（アノレフ。ス〉と三開社（サン
エス〉，タイヤノレの東洋電気， キャビネットの薄井木工の 5社は， 41諭マークのスターライン連合を組
んでいた ：『ラジオ技術』， 1950年4月号，後付第4頁広告。コイノレ4社 ・ダイヤノレ4社 ・可変コンデン

サ3社から成る大阪のCVD協会の広告が， 『ラジオ技術』， 1950年6月号裏表紙見返しにある。次も見
よ．『テレビラジオ年鑑』，前掲（注（7)),69頁 ；片岡，前掲（注帥〉 ；『菊水一一二十年の歩み一一創立20

周年記念号』，菊水電子工業株式会社， 1972年 ；曽田純夫 ・吉岡伎治，“戦後のテ レビジョン受像機技術
史”，『電気学会誘電 ・終縁材料／電気技術史合同研究会資料』， DE I -93-62/H E E -93-11, 

1993年。

帥 日本アマチュアテレビジョン研究会については，笠原功一，“J ATの進発にさいして”，『ラジオア
マチュア』，1950年7月号，27～29頁 ；”アマチュアーテレビジョン研究会第4回講演会報告”， 『ラジオ

と実験』，1950年10月号， 11頁。テレビ部品技術研究会の発足直後の会員は中央無線 ・コスモス無線用
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1953 c昭和28）年 ・1954c昭和29）年には， 部品のセットメーカ向け対市販の比は 2 : 8で，

部品市販のピークであった。以後，電子部品の需要先の主軸が問屋〔市販向け〉からセットメ

ーカへと移行した。 1961c昭和36）年頃になると，電子部品メ ーカの出荷区分は80～85%がセ

ットメ ーカ納入で残り 15～20%が市販用であったと言われている。

テレビセットは部品数がラジオよりも桁ちがいに多いので，テレビ用部品には品質向上が求

められた。真空管式テレビの内部温度は 80～100。Cにもなるので， 部品の耐熱性が問題にな

り， また高周波・高電圧 ・パルスといった回路条件や安全性の要求もあった。 テレビ部品に
聞

は， 量産化 ・均質化がはかられた。

テレビの普及につれて，その修理も求め られた。テレビ修理技術を教えるテ レビ技術学校が

繁盛し， 1950年代後半には東京には13校もあった。 1958c昭和33）年には電波技術協会による

テレビジョン受信機修理技術試験が始まり，翌年にはこれは通商産業省の検定試験として実施
06 

された。

1946 c昭和21）年に， テレビジョン研究者のために“テレビジョン同好会”が結成 され， こ

れが1950年（昭和25）年に“テレビジョン学会”となった。

テレビ受像機の基本特許はRCA C米〉 ・EMI（イギリス〉 ・フィリッフ。ス 〈オランダ〉が所

有していたので， 1953 c昭和28〕年から約10年間， およそ50社にものぼる日本の大小セットメ

品 ・富土製作所・池上通信機 ・日本電響・日本光機工業 ・東京電気化学 ・巴電機・東洋電気の 9社であ

ったが，のち50社以上にふえて，東京芝浦電気も幹事として参加した。会長は富土製作所社長の佐藤俊

で，事務所は無線通信機械工業会内にあった．『テレビ部品技術研究会々則附会員名簿，発会・第二回
議事録』， 1952年；『NHK設計TVK I I型 7吋受像機JI, テレビ部品研究会， 1952年。次も見よ ：

三熊文雄 ・城見多津一 ・石橋俊夫，『アマチュアにできるテレビジョン受像機の作り方』，全3巻，理工
学社， 1951年；『テレビラジオ年鑑 1954年版』， 前掲 （注（7)), 73頁；丹羽保次郎賞修『アマチュアテ

レビジョンハンドブック』，オーム社， 1954年；日本放送協会技術研究所，『三十年史』，前掲（注ω〉，

161～164頁；石橋俊夫，“受像機の変遷”，lf'NHK技研月報』， 1963年3月， 100～114頁；『続日本無線

史』， 2部下，前掲（注（4)), 346～354頁。曽田 ・吉岡，前掲（前注〉。キーパーツとキットの例は，“テ

レビを自作する人のために14種のキットをしらべました”，『ラジオ技術』，1956年12月， 「テレビ、特集」；

島田聡，“誰にでも容易にできる全電子方式テレビジョンの完全リモート化”，『電波科学』， 1957年7月

号， 98～100頁，“あの人この品この工場一－TVキットの中央無線’： 『電波科学』， 1959年4月号，82 
～89頁；曽田純夫，“現用チューナの再検討”，『ラジオ技術』，1961年9月号， 168～173頁，＂QQQテ

レビのあゆみ”，『テレビ技術』， 1962年7月号， 48～50頁；石橋俊夫，“アマチュアのテレビジョン（実
験放送当時の受像機〉”，『テレビジョン技術史』，テレビジョン学会， 1971年， 193～194頁；『デンオン

ライフ 創刊200号記念特集号』，電気音響株式会社， 1977年；曽田 ・吉岡， 前掲（前注〉，石橋俊夫，

“NHKにおけるテレビ受像機の研究史”，『電気学会電気技術史研究会資料』， HE  E-93-15, 1993 

年。アマチュアのテレビ製作とテレビ・キットが果たした役割は，今後の研究に値するテーマである。

帥片岡，前掲（注帥〕；“電子部品工業の基礎調査について”，『電子』 1巻2号， 1961年， 58～71頁，特
に67頁；『電子』 1巻3号， 1961年， 60頁。『テレピラジオ年鑑 1954年版』，前掲 （注（7)),67～77頁も

参照。この『テレビラジオ年鑑 1954年版」 は，自作ラジオ優位からセットメーカ製ラジオ優位への移

行期の諸現象を記録しており，非常に興味深い。
帥高野留八，“テレビ部品の現状と問題点”，『電子材料』， 1963年4月号， 42～62頁， 5月号， 63～67 

頁；曽田純夫，“T V専用部品の故障判別”， 『電波科学』， 1964年12月号， 57～65頁。
帥 テレビ技術学校およびテレビ修理技術者試験については， F続日木無線史』， 2部下，前掲（注（4)),

450～457や473～481頁。『電波技術協会30年の歩み』，前掲（注（4））も参照。先行するラジオ修理技術者

検定をも含めたこれら検定試験制度の果たした役割は，子細に評価されるべきであろう。
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ーヵ・部品メーカが技術導入を図った。通商産業省と無線通信機械工業会（電子機械工業会〉

は，このブームで日本のメーカが不利にならないように対処した。

朝鮮戦争（1950年～1953年〉により米国で民需用抵抗器が不足し，急拠日本へ発注があった。

この状態は約1年間続き，小メ ーカの乱立をもたらした。 1954c昭和29）年頃には， アルゼン

チン・ブラジルヘラジオ部品の輸出が行われた。

こうして部品業界の戦後が終わり， トランジスタラジオ用部品を中心とする成長が始まっ

た。

4-4 部品工業の成長と繁栄（1955年頃以後〉

東京通信工業〈現ソニー〉のトランジスタラジオの成功と三美電機（現ミツミ〉のポリパリコ
~ 

ン開発 ・東光の小型中間周波トランス開発との話は，半ば伝説化している。トランジスタラジ

オ用に，電子部品は著しく小型化された。トランジスタの出現でプリント基板の採用が進み，

プリント基板用の部品が求められた。部品はトランジスタラジオに組込まれて輸出されるとと

もに，米国のセットメ ーカ各社のOEM用に（相手方プランド名で〉大量に輸出された。 1958（昭

和33）年～1959c昭和34）年には，米国大手メ ーカが日本からラジオ部品を一式購入してセット

を組むことがはじまった。この時期から， CR複合部品の市販が行われた。この頃から我が国

部品企業は， 著 しく伸びた。電振法（1957年〉および 1年先立つ機振法には，抵抗器・コンデ

ンサ等の部品も振興機種として指定された。米国ニュ ーヨーク市には， 日本の電子部品のショ

ールームが聞かれた。 1957c昭和32）年には， 米国国際協力局（ ICA）招へいによる日本の部

品企業のメンバーから成る派遣団（パイオニア松本望社長が団長，日本生産性本部派遣の47番目のチー

ム〉が，米国を視察した。翌年には，この視察をきっかけとして，第 1回ラジオテレビパーツ
B由

ショ ー （現在のエレクトロ ニクスショー〉が行われた。この頃から，東アジアへの部品技術輸出 ・

プラント輸出がはじまった。通商産業省は，国内および米国における電子部品工業の調査を主

導して， 日本の電子部品工業の振興をはかった。

制 『電子工業20年史』，前掲（注（4)), 299～324頁。
帥 『電子部品ひとすじに一一ミツミ電機』， シ・インターナショナノレ ・コンサノレタン ト，1966年；森下
草太郎，「技術の虹に生きて 情熱の人 ・前田久雄工博年譜』， 電波新聞社， 1968年；『源流一一ソニ
ー創立40周年記念誌』， 1986を見よ； Schiffer，前掲（注帥〉， chaps.13-15を参照。 日本製トランジス
タラジオの成功は，『春秋』の筆法をもってすれば，プレスリーのおかげて、ある。エノレピス ・プレスリ
ーの歌は白人の大人から嫌われて家庭の居間のラジオではきけなかったので，プレスリ ー・ ファンであ
る若い人たちは高価でーないポータフソレラジオにとびついた。“ トランジスタ”（ トランジスタ ・ポータブ
ノレラジオのこと〉は，米国では若者にとって自由と独立の同義語になったのである。後にソニーが開発
してヒットしたウォークマンも， 一種の対抗文化の手段となった。 “トランジスタ”とプレスリ ーのエ
ピソードは，Schiffer,chap. 13を見よ。注帥も参照されたL、。

帥 ニューヨークにおける日本の電子部品のショーノレーム ・松本視察団とその結果については，『電子工
業20年史.JI,llll掲〈注（4)), 137頁；片岡， 前掲（注帥〉；松本， lilJ掲（注帥〉， 386～406頁， 『SOUND
CREA TOR PIONEER』（パイオニア社史）， 1980年， 82～85頁。

帥 1958 c昭和33）年に，指月電機が台湾へMPコンデンサのプラントを輸出した。『電子工業20年史』，
前掲（注（4)),225頁；『指月電機五十年史』， 1991年， 33頁。
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その後の発展は， 2-1節にのべたところと軌をーにする。キーワー ド風に挙げれば，t株式

上場， 労働力不足， 工場の地方進出， 合理化 ・省力化 ・自動化 ・部品の高信頼化，輸出伸張

（テ レピ部品の対米輸出本格化， 自社プランドでの輸出開始， ヨーロッパへの輸出開始〉，欧米からの部

品技術導入（チューナ・コネクタ等〉，途上国 ・ソ連に技術輸出 ・プラン ト輸出，欧米への駐在員

事務所 ・生産拠点の進出，米国でアンチダン ピング法違反に問われる， となる。

1961 c昭和36）年の証券取引所第二部開設にあたっては， 部品メ ーカ数社が上場された。東

京電気化学， ミツミ， アイワ， 田村製作所， 日本通信工業， トリオ（現ケンウッド〉，帝国通信

工業，東京コスモス，パイオニアほか，電子部品メ ーカの株式上場があいついだ。それまでは

部品メ ーカの多く は技術者の自営業〈エンジニア ・アントレフ・ノレヌーノレの企業〉の色彩を残してい

たが， こうして証券市場で他人資本を手にした部品メーカが著しく 成長した。 1965c昭和40)

年頃から，電子部品業界は生産集中 ・寡占化といった再編成がすすんだ。

第二次大戦後には，多くの輸出用工業製品に輸出検査が課せられた。これは，過当競争によ

る輸出品の品質低下をふせぐためであった。電子部品の品質が著しく向上してくる と，法定輸

出検査は存在意義を失った。 1969（昭和44）年に， 中間周波 トランス ・可変空気コンデンサ ・

ソリッド抵抗器の輸出検査は廃止された。 1971c昭和46）年までに， ほとんどの電子部品の輸

出検査がな くなった。

電子部品の品質向上は，労働力不足の深刻化した1960年代に達成された。部品産業は，セッ

トメーカの景気の しわ寄せを受け，好 ・不況の振幅が甚だ大きい。労働力が豊富である環境に

おいても，多数の入手をかかえることは，不況局面で経営危機につながる。それゆえ，はじめ

労働集約型であったところの ・そして多品種生産を行うところの部品産業においても，省力化

・自動化への欲求は強い。自動機械の導入によって量産化をはかることにより 3 結果として製

品が均質に安定し信頼性も 向上したとみられる。工業用に，特殊な工程で高級部品を少量つく

るよりも民生用の安定した部品を使う方が得策である例は，今日ではよくあることである。

1960年代のはじめには， IC 時代の到来を予測 してディスクリート（個別〉回路部品が不要

帥 これら調査の報告書として，次がある。「電子部品工業基礎調査報告書 昭和36年7月』，日本電子工
業振興協会 ；『同 昭和39年11月』；『同』（昭和44年3月〉，『アメリカにおける電子部品の実情調査」，
前掲（注（6）） ；『抵抗器工業実態調査報告書.n,『同別冊抵抗器製作工程アンケート報告書』， 日本抵抗
器工業振興会 ・日本機械工業連合会， 1963年；電子機械工業会電子工業生産省力化調査委員会，『米国
ならびに日本における電子部品生産の省力化動向調査』， 1971年。次も見よ ・通商産業省機械統計調査
室， “電子部品工業の基礎調査について”，前掲（注帥〉；有働亨，“電子部品工業はこれでし、L、のか”，
『電子』 2巻3号， 1962年， 11～15頁 ；通商産業省，“抵抗器工業実態調査報告書』，『電子』 3巻10号，
1963年， 43～56頁，日本電子工業銀興協会，“電子部品工業基礎調査報告”，『電子』 5巻3号， 1965年，
28～38頁。

同 1968（昭和43〕年7月末までの電子部品関係技術導入は，約50件の多数にのぼった ：IF電子工業20年
史』，前掲（注（4)), 308～324頁。

帥 『白木機械金属検査協会十年史』， 1967年，特に“指定品目の変遷一覧表”のうちの83～84頁，“品種
別検査の歴史”のうちの172～187頁 ；『機械電子検査検定協会二十年史.n.1979年，特に“輸出検査指定
品目の変遷”のうち240～241頁。
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になるとの危倶が抱かれた。通商産業省と電気試験所の支援のもとに， 1962c昭和37）年に電

子部品微小化技術研究会が回路部品メーカによってつくられ，その対策を検討した。 1964c昭
和39）年に東光 ・日本ケミカルコンデンサ ・アノレプス電気 ・光電製作所が IC開発のために協

同電子技術研究所を設立したのも， I C化時代への対応策であった。 1966c昭和41）年頃には，
同

部品が IC化によってなくなる との危倶は，現実化しないことがわかって解消に向かった。ハ

イブリット ICとプリント回路技術は，現在，融合してハイフリッ ドマイクロエレクトロニク

スとして脚光を浴びている。

部品メ ーカが品質管理に木i格的にとりくむのは， この期間（1957年～1970年〉であると思われ

る。電子部品が量産化されるにつれて，品質管理が導入されるのは自然のいきおいと言えるで

あろう。 1965年頃には，高品質の部品を早急に確立しないと発展途上国の追い上げと ICなど

の開発で遠からず行き詰まるだろうとの意識が，徐々に浸透した。これを打開するため電子工

業の体質を民生用機器中心から産業用機器中心に変えなければならないという気運が高まり，

通商産業省では信頼性技術開発にのり出して1968年に工業技術院標準部に信頼性技術開発室を
同

新設した。

かつては小メーカが乱立していた部品業界も， 量産化設備への投資が大きくなり，新規参入

は困難になってきている。一方で，品種によっては自動化製造しにくい部品もあり，それが労

働力を求めて海外へ進出する結果となった。

4-5 電子部品の品質向上と量産民需品の重要性

日本製電子部品の品質向上は，苛酷な企業間競争の産物であり，自動化 ・量産化の結果とし

て生じたとし、う感がある。日木の電子部品の品質向上は，次の二方面の努力によって達成され

たと見られる：

帥 「内外超小形回路リポート（全頁特集〉」，「電子科学』， 1965年5月号，特に米山一，“超小形回路が
部品工業に及ぼす影響＂， 23～25頁；“‘集積回路時代’の幕明けとそp背景”， 「電子材料J,1966年1月

号， 87～91頁， 2月号， 19～23頁 ，『集積回路によって影響うける受動部品』，内外電子工業資料42-

2，日木電子機械工業振興協会， 1968年；“回路部品メーカ よ， どこへ行く一一波紋呼ぶIC化カラー
テレビの登場”，『電子材料』，1971年8月号， 6～9頁，電子部品微小化技術研究会，“創立以来10ヶ年
間の役員の調査”，“創立以来10ヶ年の研究委員長，同副委員長，同幹事及び研究委員の調査3：“創立以

来10ヶ年間の分科会Y活動とこれが分科会副幹事の調査”， 1972年，日本機械工業連合会電子部品微小化
研究会，『複合 ・集積化電子部品の標準化推進基礎調査報告書〈昭和52年度 日本機械工業連合会機
械工業の標準化推進事業）J, 1978年，

帥高垣信之，“部品工業の企業形態および品質管理の導入について”，『部品工業』 2巻2号，1957年，
4～6頁。電子部品製造の省力化・ 自動化については， “微小部品の加工技術て『電子材料』， 1963年4

月号， 6～31頁，“回路部品の製造技術的検討”，『電子材料』， 1964年2月号， 14～67頁；“電子部品工
場における自動化”， 『電子材料』， 1966年6月号， 5～49, 95～99頁；「電子工業用生産機械ガイドブッ
クJ，『電子材料J, 1967年6月号の特に114～153頁，“自動組立の現況とその問題点”， 『電子材料J,

1968年2月号， 73～79頁；「電子工業20年史」， 前掲〈注（4)), 229～230頁；米国ならびに白木における
電子部品生産の省力化動向調査』，前掲（注例〕。 MechanizedProduction of Electronic Eqiゆment
-An Electronics Special Report, Vol. 28 (September 1955), pp. 134-163も見よ。
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(1）通信機用 ・工業用。、わば官需〉部品技術の高度化。

(2）民生用部品の量産化。

この うち，（2）の重要性は，注目 に値する。一国の工業力ある いは工業製品の国際競争は，量

産民需品の広い基盤のうえに成り立っと言えないだろうか。電子部品工業の歴史は，このこと

をよく示している。

4-6 抵抗器・コンデンサ開発のあゆみ

多種類の電子部品の開発史のなかから，例として抵抗器とコンデンサを取り上げて略説しょ

う。

4-6-1 抵抗器

ジーメンス社・理化学研究所によって開発された炭素被膜抵抗の技術が日本では戦前から確

立し，量産化されていた。当時の我が国の電子部品について粗悪と形容されることがあるが，

抵抗器は相当の品質をすで7こ持っていた。米国がソリッド抵抗器を使用していたことは，戦時

中に軍が知っていた（4-3節参照〉。戦後に米軍の電子機器とともに日本にはいってきたソリ

ッド抵抗器は，その小型であることやEシリ ーズカラ ーコード等によって大きな刺激を与え，

日本の業界はこれへのキャッチアッフ。につとめた。今日になってみると抵抗値精度 ・安定性 ・

信頼性等においてソリッド抵抗器よ りも炭素被膜抵抗器の方がすぐれているが，このキャッチ

アップ過程で日本の抵抗器技術は近代化 ・合理化された。 1957c昭和32）年には， 無線通信機

械工業会〈のち電子機械工業会〉 内に抵抗器研究会がつくられた。

4-6-2 コンデンサ

紙コンデンサ関係では， 4-3節に述べたように， 1947 c昭和22）年に逓信技術委員会に紙

蓄電器分科会ができた。 1947c昭和22）年に， 紙蓄電器研究会（現在のコンデンサ研究会〕が発足

した。紙コンデンサの需要としては， 民生 ・エ レクトロニクス用 ・通信機用のほか， 電力用

（低圧進相用〉があった。電解コンデンサは戦争中以来，非常に難点の多い部品であった。電

解コンデンサは故障が多いので，逓信技術委員会の分科会が使用を一時中止することを決定し

帥抵抗器研究会による抵抗器史は， 『抵抗器研究会創立五周年記念論文集JI, 1962年；『抵抗器に関する
歴史的展望』，1972年； f創立25周年記念論文集〈わが社の生い立ち ・抵抗器の想い出〉』， 1983年。その
他の抵抗器については，体抵抗器品質比較審査委員会，『体抵抗器品質比較審査報告」，1954年；長沢，
前掲（注帥〉；木村恒美，“ソリッド抵抗工業概観”，『部品工業JI2巻3号， 1957年， 7～9頁； 『抵抗

器工業実態調査報告書』， 前掲（注帥〉；：長沢成之， “抵抗器の歩みー一一部品発展小史”，『電子材料JI.

1963年5月号，86～87頁， 6月号， 70～72頁， 7月号，70～72頁 ；「回路部品（LCR）便覧」，『電子材
料」全冊特集， 1965年5月；長沢，前掲 （注（6））， 『五十五年の歩み』， 白木無線，前掲（注（8）），『ロー
ムの30年』，1988年； Yuzo Takahashi，“Progress in the electronic components industry in Japan 

after World War II”， in Aspray，前掲 （注（4））の特に pp.46-49，岡本次雄 ・木賀忠雄，“日本のラジ

オ用固定抵抗器の変遷”，「電気学会電気技術史研究会資料』， HE E-93-14, 1993年。
納治含浸紙コンデンサにクロールナフタリンが使われ，工員にかぶれが生じて， 1947c昭和22）年に同
分科会にクロ ーノレナフタリン小委員会が設けられた。これは，後年のPc B問題の前駆と して興味深
い。川上，前掲（注帥）を見よ。
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たほどであった。故障したラジオ受信機の部品を調べてみると，故障率の最も多いのは真空管

についで‘電解コンデンサであった。 NHK技術研究所が，ラジオの電源フィノレタ用に関連して，

電解コンデンサの研究に力を入れた。 1947c昭和22）年に， 電解蓄電器研究会が発足した。電

解蓄電器研究会は他部品のメ ーカからうらやま しがられるほどの団結であったと伝えられる

が，これは電解コンデンサ技術の困難の反映でもあったと言えよう。

以後コンデンサ業界は， MPコンデンサ ・シノレノくードマイカコンデンサ ・各種フィノレムコン

デンサ ・タンタノレ電解コンデンサ等々の新しいコンデンサの開発を追って行く。コンデンサ業

界は，新技術開発指向が強く，まとまりが良いように思える。その理由と して， 次のことが考
GO 

えられる。

(1）上述のように，次々と新しい誘電体によるコンデンサが出現したこと。

(2）材料メ ーカから素材供給を受けるのに，業界でまとまる必要があったこと。コンデンサ紙 ・

アノレミ箔等の素材は要求品質は極めて高く ，需要量は少ないので， これを商業ベースでまと

もに買うのには困難があり，材料メ ーカとの良好な関係を培う必要がある。

(3）戦前に低圧進相用コンデンサに関連して，すでに（2）のような経験があったこと。

1971 c昭和46）年に通商産業省の主導で “米国および日本における電子部品生産の省力化動

向調査”が行われたが， これによれば1970c昭和45）年におけるコンデンサ生産数量では日本

が世界の トップで， 2位米国の約3.5倍であった。 ここで， 日本はアノレミ ニウ ム電解コンデン

サでは米国の10倍，磁器コンデンサおよびプラスチックフィノレムコンデンサではそれぞれ4倍

であった。

帥 これら故障率についてはたとえば，“NHKラジオ年鑑 1950年版』，前掲〈注（7)), 386～389頁。

帥電解コンデンサおよび電解蓄電探研究会の状況については，i'm'.解務電務評論』 4巻2号， 1950年，

1頁 ；5巻1号，1951年， l頁 ；小林久雄， “電解コンデンサ試験の思い／：l:l'’， fコンデンサ評論』 21巻

1・2号， 1968年， 19頁を見よ。

帥 コンデンサ研究会 ・関西コンデンサ研究会を中心としたコンデンサ史文献として，次がある。 rコン
デンサ評論J，「創立10周年記念特集号」， 10巻， 9・10号， 1957；『同』，「20周年特集号」，21巻， 1・
2号， 1968，『同』，「コンデンサ研究会二十五年の歩み一一創立25周年記念特集号」， 25巻，10・11・12
号， 1973年 ；『同J，「コンデンサの歴史的展望一一コンデンサ研究会創立30周年記念」， 31巻， 1978年 ；
『同』，「我が社の生い立ち一一コンデンサ研究会創立35周年記念」， 26巻， 1983年； 『同J，「最近のコン
デンサ材料とチッ 70部品の動向一一創立40周年記念特集号」，41巻， 1号，1988年；日本電子機械工業会
関西支部コンデソサ研究会，『関西コンデンサ研究会の10周年を記念して』，1976年；同，『関西コンデン
サ研究会の15周年を記念して』， 1981年；同，『関西支部コンデンサ研究会20周年記念誌』，1987年。 コ

ンデンサ史のその他の文献は，鈴木良蔵，『蓄電器』，修教社，1940年 ；林三郎，“コンデンサの歩み一一
部品発展小史”，『電子材料』， 1962年10月号， 90～92頁，11月号， 74～76頁，12月号，82～84頁， 1963

年，1月号， 90～92頁；『回路部品（LCR）便覧J，前掲〈注帥〉 ；「五十五年の歩み』， 日本無線， 前
掲〈注（8));i'松尾電機三十五年史』，1985年；『双信電機株式会社50年史』， 1988年；『指月電機五十年

史J，前掲〈注帥〉。
帥 『米国ならびに日本における電子部品生産の省力化動向調査』，前掲（注帥〉，34～40頁。間報告書

(215～216頁〉によれば，日本の抵抗器申産数量も世界ーであり，米国のそれの約2倍であった。
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5 .電子部品工業 ・電子工業の文化

以上に電子部品工業および電子工業の歴史を見てきたが，本章ではこれらを支えてきた人々

のカノレチャを中心に，今後研究に値する事項もあわせて述べる。

5 ~ 1 ヱレクトロニクスの商業枝術雑誌の登場

ある分野についての専門雑誌が刊行されることは，その分野がし、ろいろな意味で確立した証

と言えるであろう。電子技術についての学会誌でなく商業雑誌である技術ジャ ーナノレが登場し

たのも 大略1955c昭和30）年頃である。『エレクトロニシアン』（1952年発刊， 1954年に『電子工

業』と改題〉，『電子技術』 (1959年発刊〉のあと，『電子材料』は1962c昭和37）年発行， 『電子展

望』は1964（昭和39）年，『エレクトロニクス』ーは1966c昭和41）年発刊 と，やや遅い。『エレク

トロニシアン』の登場が1952c昭和27）年と早い点は， 注 目に値する。 これらのジャ ーナルは

いずれも，電子部品 ・電子材料の記事に力を入れた。

1955 c昭和30）年頃までこの種の雑誌がなかった理由として次の三つが考えられ， そのどれ

もが一面において当たっていると思われる。

(1）当時戦後の混乱期であって，エ レクトロニクス業界がこの種のジャ ーナノレを必要とするほど

には成熟していなかった。

(2）プロの技術者は学会誌や研究所誌を専ら読んでいた。

(3）アマチュア向けのラジオ雑誌〈『無線と実験』『ラジオ技術』『ラジオ科学』『電波科学」等〉が， プ

ロ用技術ジャ ーナノレのかわりをしていた。

エレクト ロニ クス技術ジャ ーナノレとラジオ雑誌との比較は，興味深い。プロ向けの技術ジャ

ーナノレを刊行するには，大学・研究所 ・会社の技術者に寄稿者となってもらう必要がある。こ

れはラジオ雑誌の編集者ではカバーできないので，発行側と しては両ジャーナルは重なるとこ

ろがあった。プロである技術者も，ラジオ ・テレビ ・FM ・ハイファイ ・ステレオ ・テープレ

コーダといった家電市場の動向をつかむためにラジオ雑誌を読んでいた。ラジオ雑誌とエレク

伺 これらのジャーナノレの電子部品 ・電子材料特集記事等の例としては， “回路部品の小型化”， 『エレク
トロニシアンJ, 1953年9月号 ；“エレクト ロニ Pスと部品”，「電子工業J,1955年11月号；“電子材料 ・
部品最近の技術と問題点”，『電子材料』， 1962年6月号， 6～69頁， 7月号， 6～56頁；電子部品の寿
命とその試験法”，F電子材料』，1962年10月号， 77～80頁 ；：最近の絶縁材料 とその選び方”，『電子材
料』，1962年12月号， 6～36頁；“関西における部品工業の現状とその課題ぺ 『電子材料』， 1963年5月
号，73～77頁 ，“コイノレとト ランスの歩み一一部品発展小史”，『電子材料品 1963年8月号， 70～72頁，

9月号， 70～72頁，“機構部品の歩みーァ一部品発展小史”， r電子材料J, 1963年10月号， 78～80頁， 11月
号，70～72頁， 12月号， 78～80頁，「回路部品 （LCR）便覧」，前掲（注帥〉。「67年度版電子部品計測
器ガイドブック」，『エレクトロニグス』臨時増刊，1966年10月号。

同 戦前 ・戦後のラジオ雑誌が数多くの少年をラジオ技術に誘引したこと，ラジオ雑誌とエレクトロニタ
ス商業技術雑誌が戦後のエレクトロニクス技術者を育てたことを，見逃してはならなし、。日本の電子工
業の発展は，相当程度，こうして育てられた技術者によって担われたのである。また，米国ラジオ学会
(IR E。現米国電気電子学会 IEEE）には民生用エレクト ロニクス部会 （Societyof Consumer 
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トロニクス技術ジャーナノレの歴史は，今後の研究課題である。

5-2 戦前・戦後ラジオ業界の実態，ラジオ文化

戦前 ・戦後のラジオ業界さらにテレビ業界の実態は，研究に値するテーマである。

(1）戦前のラジオ輸入荷の足跡。

(2）問屋の発生と成長。

(3）“神田・ 秋葉原”の沿卒。

(4）セット メーカ， 部品メ ーカ， ラジオ商のそれぞれの業界組合の足跡。

(5）ラジオ雑誌の足跡。

(6)NHKとその技術研究所が，受信側に行った指導。

戦前 ・戦後とでラジオ技術は連続していたと見ることができる。第二次世界大戦によって，

ラジオ技術は著しく 向上した面と阻害された面とがある。政府 ・軍は国策伝達手段としてラジ

オを重視し ラジオ産業は軍需産業でないにもかかわらず生産資材を楽に入手で、きた。束の間

ではあったが，戦中にラジオ景気があった。 しかし， ラジオ文化 としてとらえると，第二次大

戦は明らかにこれを阻害した。 この戦争がなければ， ラジオ文化は中断なく拡大したであろ

う。そのモデノレは，米国に見い出すことができる。反面，この中断があったからこそ戦後の ラ

ジオ文化〈続いてテレビ文化， さらにハイファイブーム ・ステレオブーム等〉は短期間に一気に花ひ

らいたと見る ことができる。東京放送局開局にはじまる戦前のラジオブームは，今 日から見る

かぎりでは小規模なものであって，ラジオを買えるのは豊かな階層であり，ラジオセットも高

級志向であった。戦後のラジオブーム （そしてテレビブーム等〉では， 大衆への普及は急激に進

行した。

Electronecのがあるが，日本の電気関係学会にはこういった部会 ・分科会はなし、。 日本では， ラジオ
雑誌がコンシューマエレクトロニクス雑誌の役割を果たしたと言えるであろう。この日米のちがL、は，

両国の電子産業のなりたちと特質をよくあらわしている。これらラジオ雑誌 ・エレクトロニクス雑誌の
歴史と評価は，稿をあらためて述べたい。

制 ラジオ問屋を始めた人たちは，後述の電子部品メーカ創業者たちと異なり，ラジオのマニアではなか

った場合が多い：広瀬，前掲（注（8））；『明日への展望一一角田無線電機株式会社創業満三十周年記念」，
前掲（注（8））；『Passage1930～1980-History of LAOXーラオックス50年史』，前掲（注（8）），「電子部

品流通と共に一一岡本無線電機50年史』，前掲（注（8）），この関係の流通業の歴史については， 次を見
よ：『ラジオ産業廿年史』，前渇（注（8）） ；『東京卸30年史』， 前掲（注（8）） ；『全国ラジオテレピ電機組合

連合会三十五年史」，前掲（注（8））。

帥 ラジオの黄金時代と言うと，米国では放送開始後の1920年代であったのに対し日本では第二次大戦

後で、あった。日米の差は， 実に大きかった。また，米国でも第二次大戦はテレビジョン放送の関始を遅

らせる結果となァったことを，指摘しておこう。米国のラジオ放送史についてはたとえば，ReymondM. 
Wik，“The radio in rural America during the 1920s", Ag門cultuγal History, Vol. 55(1981), pp. 339 

350; George H. Douglas, The Early Days of Radio Broadcasting, McFarland, Je妊erson,1987; 

Susan Douglas, Inventing American Broadcasting 1899-1922, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore, 1987; Tom Lewis, Empire of the Air-The men who made radio, Harper-Collins, 

New York, 1991. 
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5-3 部品企業のルーツと消長

部品メ ーカの創業者たちは，何通りかの視点からパタ ーン分けできる。

(1）ラジオマニアで、部品製造に手を染めた人と，ラジオマニアでなかった人。

(2）電気技術を学校で学んだことのなかった人と，あった人（東光，松尾電機， t旨月電機〉。

(3）米国等の外国に滞在したこ とがあるか（田村ラヂオ商会〉あるいは外国からの情報入手ルート

を持っか（錦水堂〉の人と， これのない人。

戦前における創業者たちは，いずれにせよ，貧しい家というよりも多少とも余裕のある家の出

身者であったようである。ラジオ業界は戦前においては，夢のある高級志向の世界であったと

言えるであろう。

戦後に花盛りであった部品メーカのうち，かなりの数が今は存在しない。部品企業の成長あ

るいはサパイバルには，何通りかの道があった。

(1）その企業がそれまで手がけていた特定の部品の専業メ ーカと して とどまる。

(2）電子部品総合メ ーカへの道。

(3）セットメ ーカへの転換（受注生産から見込み生産への転換〉。

(4）経営多角化への道。

これらのうちの成功例を見る と，（1）よりも（2）をえらんだメ ーカの方が大企業になっている。部

品メーカからするとセットアセンブリはよほどうまみのあるように見えるらしく，セットメー

カ転身への欲望はいつでも強い。ポータブノレラジオやテレビのアセンブリに乗り出して， うま

くL、かなかった例もある。セットメ ーカへの転身が成功した場合でも，ラジオ ・テレビといっ

た大手メーカと競合する分野でなくて，オーディオというマーケットを開拓した会社が残って
M 

いる。（4）には，電子計測器を兼業した例がある。

5-4 マニアプロとサラリーマンプロ

今日のエレクトロニクス技術者はプロであって，学校で電子技術を学び，会社へ就職して，

配属された部門の技術を担当する。戦前 ・終戦後の部品技術者 ・ラジオ技術者は，その技術で

生計をたてているからプロに間違いないが，自らえらんでとびこんだ世界の技術にまい進する

点で，サラリーマン化したプロとは異なる。これら部品技術者 ・ラジオ技術者は，非常にマニ

アックである。当時の部品開発は泥沼のような苦難の連続であって，もしその困難が多少とも

予測されたならば（予測できる学術知識を持った人であったならば〉 手を染めなかったに違いない。

帥 『SOUNDCREA TOR PIONEER』，前掲〈注倒〉，100頁参照。（2）を選んだ会社には，アノレプス
電気や帝国通信工業ーがある ：『アノレフ．スのあゆみ一一創立40周年記念』， 1988年。パイオニア社はオーデ
ィオ ・メーカとなり， トリオ（現ケンウッド〉はオーディオ機器のほかに電子計測器とアマチュア無線
機器を製造している ：松本，前掲（注帥〕，トリオ株式会社 ・トリオ商事株式会社，『歴史年表』， 1980 

年。テレビ受像機セット ・ハイファイアンプ生産への進出をめぐっての部品メ ーカの試行錯誤と成長に
ついては，たとえば『田淵電機五十年史』， 1975年；松本，前掲（注帥），379～386頁を見よ。

的戦前における電解コンデンサの開発はその例と言えよう。佐藤敏雄，前掲（注帥〉。
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盲蛇に怖じずのマニアはアマチュア無線家に通じるところがあり，事実戦前戦後のラジオ業界

はかなりの程度アマチュア無線 （ハム〉と重なっていた。 こういう体質は， これらの人々によ

ってつくられた企業が成長して行くときのビ、へイピアに大いに影響を及ぼした。

む す ひ

以上のように，電子部品を中心に見ていくことにより，戦後日本の電子工業のヒストリオグ

ラフ ィを示し得たと考えている。

電子部品工業史を通じて日本の電子工業史を見る とき，まず自につくのは欧米技術の移植 ・

貧しかった出発点・ 敗戦 ・占領政策 ・朝鮮特需 ・勤勉の精神 ・過当競争と製造技術の向上等と

いった，特殊性である。しかし， その表層の下にあるのはラジオ放送に始まる大衆文化の大き

な流れであって， 欧米と〈そしておそらくは開発途上国にも〉共通な普遍性である。それは， 放送

文化 ・ラジオテレビ文化と呼ぶべき歴史上1度かぎりの社会現象である。この文化とエレクト

ロニ クスという技術を結ぶ環は，ラ ジオマニアである人々であり，ラジオマニアを牽引したラ

ジオ雑誌であったと思われる。今後は， この方面についても研究をひろげて行くべきであろ

う。

History of Electronic Components Industry in Japan 

after W orld War II 

by 

Yuzo Takahashi 

(Tokyo Uηiversity of Agriculture and Technology) 

The theme of this paper is a history of Japanese electronic components up until they 

became competitive in the world markets. When World War II was over, it was said 

that the Japanese electronic components industry was about ten years behind the American 

one. From then on, the Japanese radio industry made rapid progress, because the occu・

pation force promoted it, and because the Japanese people wanted information and enter-

tainment. The electronic components industry flourished in this radio and subsequent 

television boom. A lot of small manufacturers and radio-tinkers constructed radio and 

television sets or released kits. In the mid-1950s, new trends appeared. Export of tran-

sistor radios in large numbers started, and the Japanese government began the policy of 

promoting the components industry as well as the electronics industry. Components were 

miniaturized for transistor radios. Large assemblers achieved domination in the consumer 

electronics market, and smaller companies concentrated on components manufacturing. 

Export of components increased remarkably, and the manufacturers established overseas 
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o伍cesand factories. As a large number of the components were demanded for consumer 

electronics, a shortage in the labor force became serious. Mechanized mass production 

systems wer巴 introduc巴d,and the labor intensive components industry turned into a labor 

saving one. As a results, the quality of Japan巴seelectronic components was improved 

remarkably. Japanese industrial standards (JIS), MIL and other standards gave a guide 

to components t巴chnology. By the 1960s, the Japanese components industry had become 

competitive in the world market: some American manufacturers claimed that they suspected 

price dumping of Japanese electronic components. Some Japanese components companies 

grew into big business concerns around this time. Throughout this period, advanced 

American and European technology was introduced and contributed much to the progress 

of Japanes巴巴lectroniccomponents. 
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付表 1966（昭和41）年度までの電子部品 ・材料関係鉱工業技術試験研究補助金の試験研究題目と交付先

⑨1950（昭和25〕年度

金属化紙蓄電器の試作研究

サーミスタの研究

二重接点付密閉開閉器の試作研究

絶縁塗料代替品の研究

通信機械熱帯処理用塗料および処理方式の研究

メタライズドベーパ蓄電器

蓄電器材料

⑨1951（昭和26）年度

温度係数小なる高周波用センダス ト圧粉磁心

F P型電解蓄電器

ソリッド抵抗の製造研究

高弾性特殊青銅に関する研究

サーミスタ

薄板の特殊アー ト加工法ならびにカーボニーノレ法による録音用磁粉製造法を

もってする磁気録音テープ

チタン酸バリウム磁器の電歪振動子としての応用

体抵抗型可変抵抗器

通信用高級冷間圧延珪素鋼板

⑨1952（昭和27〕年度

高梨製作所

日本電気

日本電気

住友電工

日本電気通信工業連合会

日立製作所

村田製作所

東北金属工業

東京電器

多摩電気

東京特殊金属

富士通信機製造

東京通信工業

村田製作所

福島電機

東北金属工業

新磁性材料フェラ イト 東北金属工業

倍調波水品振動子 東通電気

高周波部品防湿充填剤の研究 富士通信機製造

ボロン抵抗器 多摩電気

通信機用変圧器の改良 入一通信工業

c R複合部品の研究 松下電器産業

磁歪振動子の製造法 日本製線

カーボニノレ法を用いた磁気録音テープ用磁鉄粉ならびに新ニッ ケノレ粉の同時

生産化 東京通信工業

コンポジション ・レジスタの量産化 釜屋化学工業

⑨1953（昭和28）年度

シリコンゴムの製造

珪素ゴム製造法の研究

磁気変調器用高導磁率合金

超高周波用ケーフソレコネクタの製造

ビオランスロンを用いた新国体抵抗器

金属導体を用いたプリント配線方法

無線機務用印刷式可変抵抗告告部品

ウルトララッピングによる超短波水品振動子
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東京芝浦電気

信越化学工業

財団法人金属研究所

藤倉電線

帝国通信工業

不二音響テレビジョ シ

松下電総産業

金石舎研究所
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⑨195.4（昭和29）年度

小型無線機器用印刷式部品の量産化

ジャイレータ用フェライトの改良ならびに同応用機器の試作研究

自動組立式プリント配線の研究

交流用電解蓄電器の研究

超小型抵抗器

レーダテレビジョン（合工業用〉 等の新高性能部品の研究

モリブデン， パーマロイ圧粉鉄芯の製造研究

低温度係数磁性材料

高品位チタン酸塩類による強誘電体材料の製造

大出力のチタン酸ノリ ウム磁気擁動子の研究

電歪振動子としてのチタン駿パリウム単結晶の試作

超短波P.T.M.方式に用いる石英遅延子の研究

高周波絶縁用ポリエステノレ積層板の実用化研究

⑨)1955（昭和30）年度

電話用継電器の試作研究

超小型有極継電器の試作研究

広温度範囲用アルミニウム電解コンデンサの研究

極超短波機器等の部品の電気鋳造に於ける超音波利用の研究

誘電体増幅器用磁気誘電体及び回路に対する研究

低電圧並に高電圧用超高抵抗器の研究

角履歴曲線亙鉄酸塩の研究

Extrusionによるフェライトおよび複合金属の製造研究

練込式磁気録音テープの製造研究

高水準の磁気増幅器用磁心の製造研究

⑨1956（昭和31）年度

屑雲母の抄紙並にマイカナイト代替品の製造研究

気密容器用硝子端子の製造研究

自動点滅器の研究

リードリレーの試作研究

チタンの電解酸化とその応用

磁器蓄電器の改良に関する研究

人工水品結晶の研究

超音波電気務波子の研究

無線機器の自動組立方式の開発

プリント配線用電解銅箔の研究

フェライト磁歪振動子の製造研究

紙およびMPコンデンサ自動製造装置

⑨1957（昭和32）年度

記憶装置用チタン酸バリ ウム単結晶の研究

特殊磁器及びフッ素樹脂による炭素皮膜抵抗器の研究
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松下電器産業

東京芝浦電気

不二音響テレビジョン

日本ケミカノレコンデンサー

多摩電気工業

日本電響

東北金属工業

東京電気化学工業

関西二井製作所

村田製作所

松下電器産業

金石舎研究所

富士通信機製造

大輿電機製作所

日本電気

日本通信工業

原口電気製作所

河端製作所

多摩電気工業

東京電気化学工業

東京通信工業

日東電気工業

国際電気

日本マイカ製作所

新日本電気

加賀通信工業

日本電気

フォ ックスケミコン

村田製作所

東洋通信機

金石舎研究所

松下電器産業

高速電気鋳造

東北金属工業

安中電気

金石舎研究所

北陸電気工業



戦後日本における電子部品主業史（高橋）

金属チタンを応用する高性能電解蓄電器

チタン酸パリウム単結品を用いた誘電体増幅器の研究

特殊マイクロモータの研究

フェライト式可変減衰器の研究

⑨1958（昭和33）年度

計算機用磁気テープの工業化試験

磁心マトリックス用記憶磁心の量産化

ビデオテープレコーダ用磁気テープの試作研究

連続方式による印刷回路用電解銅箔の試作

スイッチング用磁心の試作研究

高性能サーボモータおよびジェネレータの試作研究

ビデオ・テープレコーダ用ヘッドの研究

銅張ゴム・スチレン樹脂積層板連続製造法

⑨1959（昭和34）年度

金属被膜抵抗器の量産化

通信用機械的漉波器の研究

低駆動電流パノレス磁気記憶磁心

セラミック，フィノレムを誘電体とする極超小型コンデンサの応用研究

金属被膜可変抵抗器の研究

ノミーミンフェライトの製造研究

高安定度精密金属被膜抵抗器の試作研究

S.S. B.用クリスタノレ， メカニカノレフィノレタの研究

⑨1960（昭和35）年度

高速パルスモータの試作

⑨1961（昭和36）年度

低雑音タコジェネレータの試作

高性能小型サーボモータの試作

超小型高性能シンクロレゾノレパの試作

高速応性サーボモータ及びその増幅器の試作

超小型可変磁器コンデンサの研究

セラミッタ抵抗器の研究

体抵抗器用樹脂の研究

減圧熱分解薄膜誘導体とした超小型蓄電器の工業化試験

強誘電性半導体を用いた超小型大容量蓄電器の研究

蒸着薄膜コンデンサの工業化試験

マイクロモジューノレ回路及び平板上に構成した微小田路の研究

無線機用マイクロモジュール部品に関する研究

合金磁性体を利用した高解像力テープの工業化試験

電子工業用ベリリウム銅薄板パネ性測定の標準化研究

電子工業 Capacitorgrade のタンタノレの品質測定法の標準化研究
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科学研究所

松下電器産業

日本マイクロモーター

島田理化工業

東北金属工業

東京電気化学工業

富士写真フィルム

高速電気鋳造

東北金属工業

桐生栄工舎

松下電器産業

住友へークライト

島田理化工業

村田技術研究所

東京電気化学工業

安中電気

東京コスモス電機

ソニー

多摩電気工業

東洋通信機

桐生英工舎

日本サーボ

日本電子機器

多摩川精機

山洋電気

東光ラジオコイノレ研究所

光豆電工

北陸電気工業

日本コンデンサ工業

村田技術研究所

指月電機製作所

東洋通信機

松下電器産業

富士写真フィノレム

試験機工業会

原子力金属懇話会



技術と文明 9巻1号ω

高性能フェライト（軟質〉の研究 東京電気化学工業

迫電性磁器に関する研究 石川製陶所

フェライト磁歪材料の工業化試験 東北金属工業

膨張性耐熱器質ボビンの製造に関する研究 愛媛碍子

⑨1962（昭和37〕年度

プロセス制御用高速磁気記憶装置等に使用する出力500Wの2相サーボモー

タの試作研究

Photo-etching coreによる小型サーボモータ及び制御装置の試作研究

新しいサーボ系要素としてのサーボシンの研究

耐熱性ガラス体抵抗穏に関する研究

超高圧電子ビーム発生用小型高圧磁器蓄電器製作に関する工業化試験

ガラスコンデンサの研究

グロ ー放電定着による有機薄膜コンデンサ

還元波銀フィノレムの電気回路部品への応用に関する研究

国体チタン電解コンデンサに関する研究

高抵抗値をもっ金属系涛膜可変抵抗器の研究

高周波クリスタノレメカニカノレフィノレタ

小型密閉型継電器製造に関する工業化試験

スバッタタンタノレ薄膜による印刷IJCR複合回路の構成に関する研究

磁石式交流発電機と制御方式に関する研究

⑨1963（昭和38）年度

超高速応性サーボアクチュエタの試作研究

通信機用超小型モジューノレに関する研究

電子及び電気部品装置に対する塵挨試験装置の研究

無接触可変抵抗器に関する研究

複合電極を使用した超小型可変コンデンサの製造に関する研究

焼結型アノレミ国体コンデンサに関する研究

高温用磁器蓄電器の研究

高信額度エナメノレコンデンサの開発

小形磁心巻線機の試作研究

VH  F用フヱライトの応用研究

高透磁率フェライトに関する研究

超高密度フェライトの開発および応用研究

電着による高透磁率合金箔の製造および応用に関する研究

電子回路部品用防湿料及び塗装方法の開発研究

⑨1964（昭和39）年度

磁1生体薄膜記憶素子板の製造に関する工業化試験

チューブラ紙コンデンサ素子の自動製造装置の試作
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日本サーボ

日本電子機器

多摩川精機

松下電器産業

日本コ ンデンサ工業

新日本電気

指月電機製作所

神栄電機

太陽誘電

帝国通信工業

東洋通信機

高見沢電機製作所

松尾電機

三洋電機

山洋電気

三菱電機

村田製作所

指月電機製作所

関西電子工業振興センタ 一

回葉井製作所

ミツミ電機

三関社

三洋電機

村田製作所

松下電器産業

高見沢電機製作所

東北金属工業

住友特殊金属

松下電器産業

日本電解

北陸塗料

東洋通信機

指月電機製作所



戦後日本における電子部品工業史 （高僑）

金属テープ上にコーティングしたガラスを誘電体とする回路部品に関する研

究 神栄電機

炎溶射法によるセラミック薄膜コンデンサの製造に関する研究 釜屋電機

ガラス抵抗器の工業化試験 松下電器産業

継電器用半硬磁性材料の研究 東北金属工業

長中波用フェライトアンテナに関する研究 日本フェライト工業

高性能フェライト量産に関する工業化試験 東京電気化学工業

電子周囲路部品の高信頼化のための連続化学還元による金属粉末の製造並に

その応用研究 タムラ製作所

電子工業用マグネシア磁擦の研究 京都セラミック

⑨1965（昭和40）年度

湿式法による高性能酸化物磁石の工業化試験 東北金属工業

機械的に硬い高透磁率磁性合金の研究 松下電器産業

超高安定水晶発振器の試作研究 金石舎研究所

PL (Paper Less）電解コンデンサの製作に関する工業化試験 ェパーソン電機

還元渡銀法を用いた小形酸化皮膜コンデンサに関する研究 神栄電機

塑性加工鉄心を用いた超小形高性能低周波変成器の製造に関する工業化試験 山水電気

異方性バリウムフェライトを用いたステッピング ・モータに関する研究 三芝電機

⑨1966（昭和41）年度

小型抵抗器生産用高精度自動プレスの試作研究 松下電機産業

新しい圧電体磁器の高性能化に関する研究 松下電器産業

長中波フェライトアンテナの工業化試験 日本フェライト工業

金属と無機物の混合薄膜を用いた超小型高精密超高抵抗器に関する研究 多摩電気工業

（『電子工業20年史』，電子機械工業会 1968年砂問および通商産業省監修，＼
『電子工業年鑑1969年度版』，電波新聞社， 1969年， 785～807頁から作成） ／ 
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