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東海道(川崎宿)

＜テレビ放送のあゆみ＞
☆

水平走査画像伝送装置の考案
1843 年(明治以前)、イギリスのアレクサンダー･ペインが現在のファク
シミリの原型ともいえる振子式水平走査画像伝送装置を考案しました。
☆ 円盤によるテレビジョンを考案
1884 年(明治17 年)、ドイツのニポーが小さな穴をいくつも開けた
円盤を回転させ画像を幾本もの線に分解して電気信号を得るというニポ
ー円盤によるテレビジョンを考案しました。
☆ ブラウン管の発明
1897 年(明治30 年)ドイツのブラウンがブラウン管を発明しました。
☆ テレビ実験の公開
1926 年(大正15 年)、イギリスのペアードがロンドンの王立学会で世界
で始めてのテレビ実験に成功しました。アメリカでは、ＲＣＡ等の多く
の企業が多数の研究員をつぎ込んでテレビの研究をとり進めました。
☆ 高柳健次郎が「 」の字の撮像・受像に成功
1927 年(昭和 2 年)、浜松高工教諭の高柳健次郎はニポーの円盤とブラ
ウン管を使用して円盤に４０個の穴をあけ「 」の字を縦の走査線４０
本に分割し、ブラウン管の管面に「 」の字を再現することに成功しま
した。
☆ 世界最初のテレビ定期放送を開始
1935 年(昭和 10 年)３月、ドイツが世界最初のテレビの定期放送を走査
線 180 本で開始し、11 月にはフランスもエッフェル塔から定時テレビ放
送を開始しました。
☆ オリンピック大会のテレビ実況放送を実施
1936 年(昭和 11 年)8 月，第 11 回オリンピック・ベルリン大会をテレ
ビで実況放送しました。
ドイツではその翌年、走査線数を 441 本とし、フランスでは 1938 年
455 本としました。
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☆

イギリスではジョージ６世の戴冠式をテレビ中継
数種の走査線数での実験の末、1937 年(昭和12 年)405 本に統一し、ＢＢ
Ｃはこの年のジョージ６世の戴冠式をテレビ中継しました。

☆

アメリカでのテレビ放送の開始
アメリカでは 1936 年(昭和11 年)、標準方式として走査線数 343 本を決
定しましたが、直ぐに 441 本に変更し、その後、1941 年(昭和16 年)に 525
本に再度改定しました。そして、7 月から正式放送が始まりました。
☆ 日本でのテレビ放送の実験スタート
1938 年(昭和 13 年)、暫定方式として走査線数 441 本、毎秒 25 枚と決
定し､1939 年(昭和 14 年)5 月からＮＨＫ技術研究所から 45ＭＨz で実験
電波を発射しました。1941(昭和 16 年)年からは週１回の定期放送を開始
しましたが、第 2 次世界大戦のため中止となりました。
☆ テレビ放送の研究の解禁
戦後は GHQ によってテレビやレーダーの研究は禁止になりました
が、1946 年(昭和 21 年)６月、テレビの研究は解禁となりました。
☆ 新撮像管と受信管の発明
1946 年(昭和 21 年) アメリカＲＣＡが撮像管イメージオルシコンなら
びにメタルバック受像管を発明しました。
☆ 日本、テレビの走査線数を 525 本に変更
NHK が研究を進めてきた走査線数 441 本､毎秒 25 枚のテレビ方式は、
1948 年(昭和 23 年)525 本 25 枚に変更になりました。
☆ 欧米等の標準方式の変更
1948 年(昭和 23 年)、
フランスは走査線数 819 本を標準方式に変更し、
ソビエトも走査線数 625 本に変更しました。
☆ ＮＨＫ定期実験放送を開始
1950 年(昭和 25 年)2 月、世田谷砧のＮＨＫ技術研究所から定期実験放
送が開始されました。
（走査線数 525 本毎秒画像数 25 枚）
☆ 新撮像管と受信管の発明
1950 年(昭和 25 年)、 アメリカＲＣＡがシャドウマスク式カラー受像
管ならびに光導電形撮像管ビジコンを発表しました。
☆ カラーテレビの放送開始
1951 年(昭和 26 年)、アメリカのＣＢＳが撮像･受像管の前面で赤緑青
のフィルタ付き円板を回転させるＣＢＳ方式カラーテレビの放送を開始
しました。しかし、朝鮮戦争により放送中止となりました。
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☆

白黒テレビ方式標準方式の決定
1952 年(昭和 27 年)2 月、
「白黒テレビ方式に関する送信の標準方式」
を制定、走査線数 525 本 毎秒画像数 30 枚 周波数帯域 6MHz
☆ 東京テレビ実験局が放送会館に移設
1952 年(昭和 27 年)10 月、世田谷砧のＮＨＫ技術研究所から実験放送
を行っていた東京テレビ実験局が放送会館に移設。このとき走査線数 525
本毎秒画像数 30 枚の標準方式になりました。
☆ 東京、名古屋、大阪間 ＮＨＫ自営マイクロ回線完成
1953 年(昭和 28 年)１月、東京、名古屋、大阪間 を結ぶＮＨＫ自営マ
イクロ回線が完成し、2 月より日本初の 1 日 4 時間のテレビ放送を開始
しました。
☆ 日本最初の民間放送テレビ開始
1953 年(昭和 28 年)８月、日本で最初の民間放送テレビ、ＮＴＶが放送
を開始しました。
☆ アメリカでカラーテレビ放送開始!
1954 年(昭和 29 年)、アメリカＮＢＣとＣＢＳがＮＴＳＣ方式のカラー
テレビ放送を開始しました。
☆ テレビの全国展開とマイクロ回線の電電公社独占化
1954 年(昭和 29 年)、ＮＨＫは自営マイクロ回線を使用して名古屋、大
阪地区のテレビ放送を開始しました。その直後、国は電電公社のマイク
ロ回線の完成を待って、民間（ＮＨＫ）のマイクロ回線は認められなく
なり、電電公社の回線に変更されました。
☆ 日本においてカラーテレビの実験放送開始
1957 年(昭和 32 年)12 月、ＮＨＫとＮＴＶが最初のカラーテレビの実
験放送を開始しました。
☆ 東京タワーが完成
1958 年(昭和 33 年)12 月、東京タワーが完成し、ＮＨＫ、民間放送テ
レビは順次東京タワーに移転しました。
☆ 皇太子ご結婚式のテレビ中継
1959 年(昭和 34 年)4 月、皇太子ご結婚式のとりおこなわれた賢所や馬
車列のテレビ中継が行われ、沿道を走る車もまばらになり、カラーテレ
ビ受像機のメーカーの在庫は底をつきました。
☆ わが国のカラーテレビ本放送を開始
1960 年(昭和 35 年)9 月、NHK７局、民間放送４局にて、初のカラー
テレビ放送を開始しました。
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☆

東京オリンピックの衛星中継の実施
1964 年(昭和 39 年)第 18 回オリンピック東京大会を通信衛星シンコム
3 号を使用して世界にテレビ中継を行いました。
☆ ヨーロッパの統一カラーテレビ方式の放送を開始
1967 年(昭和 42 年)イギリス、オランダ、ドイツ、香港が PAL 方式、
フランス、ソ連が SECAM 方式でカラー放送を開始しました。
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