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■集積化高輝度発光ダイオードによる

数字表示素子を実用化

Lゃれたメイクックのようなきれいな半導体に1.8VJつ低電圧を

加えると,0から9ま｢さの任意の数甘う壌ぎ一てPかな赤色文字で表示

される｡

日立聾抑軒中央研究所でほ,こんつぼど世界に類のない大形批化燐

化ガリウム(GaAsP)の結晶を恥､て,1牧の寅吉晶板から多数の高

峰蝮小形の数字真ホ素子を集尉ヒプロセスを恥､て同時に作ること

こ成功Lた｡

この発光素fほ･同研究所で結晶から素了潮見立てまで一壬･i･L′て

作成Lたもので,小形,低電圧,高時蜜,i主寿命.堅ろう.高速杜二

別巨など従来のrモー倒ランプ,放電管などによる表示装掛こ見られな

いすくサれた特長をもっている｡

従来半導体の発光素-r材料としては燐化ガりり∴7トEとLて用い

られているが,結占子ゴ朋引こ多･ての困難力積い〕て,コストカ耕献二高

∴ 一般の実用にほ間越を残している

これi■こたいL同研究所は,新しい気相エビタキシー結晶rr…製法に

よって批化燐化カ､りウム抑磁を好一山鮒に作成する技術を開発

し･･t■脾蛇で,Lかも色エラのない発光を実現した⊂′これを用いた

■スラリー圧送用ハイドロホイストを開発

10′000時間メインテナンスフリー

昭和撮⊥株式会社と日立肘乍所とょかゴ㌻〔からスラリー妊送に

使用される｢‾ハイドロホイストの共同阻発を進めてきたれ1年

半にわたる封剰応悌の結見このほどその匪秀性力積言正さカ比｡

本肘掛こついてほ10月6日から5｢i吼ハンガリーのブタペスト

‾‾?州かれた第2何ICSOBA(ポーキ十イト･アルミナ.アルミニ

ューム矧祭会読)で｢岳旺溶解プロセスにごお:十るボーキサイトスラ

ニノ‾の仕込方法の開発_iとf起して昭和竜+二株式会社で発去した.【,

会議にほ地元ノ＼ンガリーをはL､ムノ)▼7メてカ,イギリス,フランス,

ソ嵐カナダなど杓20個同420各卜奉加Lたが,本装置に対して

は牛訃ニアメリカ,イギリス,トイツ･カナノウ､◆の各社から,能九触

私案続など維新こわたる員削二なされるなど掛倒Lが示された.二.

ボーキサイトからアノンミナを製造するいわゆるノミイヤー法におい

て,ボーキサイトを高圧如亡器に仕込むスラ:トーホンプは従来往復

動ポンプを佐用L-ており,ボーキサイトスラリーの摩耗性が強いた

め問題の多いポンプであった二･特に最近,アメリカ･カイザーー社お

ユびドイツ･VAW社によって40へ150kg′′′cnlごにも及ぶ高圧プロ

セスが開発されるとともに,プラントの大形化に伴いすぐれた高圧

大容量のスラリーポンプが必要となってきた.:.

このためオーストラリアのウェイバ産ボーキサイトを原料とし,

7ルミナ製造に取り組んできた日β和電工株式会社とr一石炭輸送用ハ

イドロホイスト+の技術を有する日立製作所でほ,共同で新形装置

スラリ‾圧送用ハイドロホイスしの開発に取り組み,43年5月

この開発に成功,稼働を開始してきたが,今日に至るまで10,000時

_
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iぢ王1 集駄化高輝畦発光〆･rl---一

致字表示素子作成に当たっては生産性,信矧生の高いモノリシック

集積化技術を用い,数字パターンを歩留りよ･く結晶ウェー/､上につ

りつけることに成功,今後の大量生産を可鰍二した1｡また,この

技術によって数字素子のミニサイズ化が可能となり,消費電力も小

さ∴輝度の高い素子が得られるようにな叫ご用化への迫を開いた｡

ニのように固体化された数字文′こト表示素子二よ,乍後ますます小形

化さ･れる電子式卓上計算掛声そのほかのエレクトロニクス機器,家

電横器･電話枚などに広く応用できるこなお発光半導体ほ単一の発

光ダイオードとしても在来のタングステンニリニランプに代わる各種用

途に剛､ることかできる｡

靡
図2 スラリー圧送用ハイドロホイスト

閉会りなんのトラブルもなく特に保√ニア･保全耐で卓抜した実績をあ

けている｡

この装置のj3らいほ･-ノ溶最高圧のスラリーを脈動なく連続輸送

することにより,プラント効率を上けることにあり,その原理は3

本の細長い密閉容器の下附こスラリーを一上部に液を入れ,その境

界面にフロートを浮かべ,別置の高圧ホンプにより液を上下させる

ことによってスラリーの吸引,押出しを操り返えさせるものである｡

‾7ロ【トの上下動ほ近接スイッチで検出L,シーケンシャルに弁の

拘閉指令が出されるようになっている｡

叫95-
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昭和電工株式会社横浜工場での稼働実績結果により,次の利点お

よび特長のあることがわかった｡

①プランジャーポンプでは約150時間ごとにチェック弁の補修を

要するが,本装置でほ10,000時間以上メインテナンスフリーであ

る｡②陳守に要する経費はプランジャーポンプ方式こ比較して

1/50以下となる｡@流量制御が容易である｡④往復動ポンプに見

られる脈動がないのでエアーチャンバーが不要であり,スラリーの

連続輸送によりプラント効率が向上するなどである｡

■走査電子顕微鏡HS仙-2形完成

日立製作所でほ,二のほど走査電子顕微鏡HSM-2形を完成した｡

走査電子顕微鏡ほ,軌､電子ビームをテレビのブラウン管のよう

に試料の上を走査し,電子ビームでたたかれて出て･二る2次電子線,

反射電子線など,いろいろな信号の強弱によって.ブラウン管像の

コントラストを作るもので,従来の光学顕微鏡と,レンズ結像形電

子顕微鏡のギャップを埠める高分解能の実体顕微鏡として,最近脚

光を浴びている｡

走査電子顕微鏡によって得られる像ほ,焦点,深憂がきわめて大

きな点が特色である｡光学厨徴鋭では少しでも凹凸があ九ば,全体

の形を見ることが困難であったが,走査形でほ,立体感のある像が

得られ,繊維の形状,金属の破断面,刃物の刃先,セラミックの破

面,微生物の形などの全体ノ〕形を一覧に写真にとって全容を知るこ

とができる｡

特長としては,住JlOOÅけンダストローム)可能,200A保証の

高分解能である(1Åは1mmの1,000万分の1)｡･苫一読料窒は,リ

モートコントロー′レで操作できる｡③走査電子顕微鏡は従来主と

して2次電子線をとらえることを目的としたが,本顕微鏡は試料固

有のさまぎまの情報,すなわち電磁波,物質波などを幅広くとらえ

また,おもな仕様は,輸送量:最大80m3/h,最小30m3/h(可

変),吐出圧力:35kg√′′cm2,円筒容器内径:500mm,ストロー

ク:最大3,000m町 弁開閉回数:2回/′■分である｡

用途としてほ､輸送量および吐出圧力iこ制限がないのでポーキサ

イトスラリーに限らず,たとえば,石灰石スラリーの圧送,セメン

トスラリーの圧送,微粒鉱石の圧送,石灰のスラリー輸送,土砂の

匠嵐 そのほか子う三役動ポンプで保守に難点のある設備などに活用さ

れることが期待される⊂

図3 走査電子原敬鎧HSM-2形

て画像を描かせることも可能である｡

本電子顕微鏡の仕様ほ,分解台巨:200Å保証,加速電圧:2～40

kV,倍率:×20～×100,000,レンズ系:3段縮小レンズ,試料妄:

試料4個同時装てん,ゴニオ式ステージ付き,リモートコントロー

′し方式,真空変:5×10‾6Torr以上である｡･

■G形ホイスト 新発売

日立製作所では,労働力不足に着目し,荷役運搬作業の合理化を

広く普及させる努力を続けてきたが,その一環としてわが国では初

めてフレーム部を全面的こ鋼板化したG形ホイストを11月から発

売した｡

ホイストのフレーム部ほ従来そのほとんどが鋳物品で作られてい

たが,今回,全面的鋼板フレームの採用により,小形軽量化に成功,

重量をいままでの60クgに軽減した｡

日立製作所でほこれまでロープホイストとしてN形シリーズを販

売し,とくに技術面からの高い信頼を受けてきたが,これに今回新

たに拡大しつつある新市場向けに,普及形のG形シリーズを加え幅

広い顧客の需要に応じられる体制とした｡

G形ホイスllシリーズとLては1,1･5,2,2･8tの4故種があり,

それぞれ手押トロリー,鎖動トロリー,電動トロリーとの阻み合わ

せ使用ができる｡

おもな特長は次のとおりである｡

軽量小形で取り付けが簡単:一般ホイストの鋳造フレームに対

して,G形は全面的に鋼板を採用したため,重量が約60%に軽減,

小形化され,取付け移設も簡単にできる｡

部品数が少なく点検も容易:一

般のホイストに比べて,部品ノキ数

が約半分で.このため保安,点検

が楽になり,消耗部品の交換も外

から簡単にできるこ

だれにでも使える安全設計:二

重ブレーキ装置,逆巻･逆相を防

止する二重リミットスイッチおよ

び感電の心配のないプラスチック

押しボタンを採用L,またロード

ブロックの上面にカ/ミーをつける

など素人にも使えるように配寮し

た安全設計である二

効率がよく保守も楽:軸受けは

すべて効率のよいころがり軸受け
国4 日立2t G形ホイスト

を採用し,ギヤ潤滑には保守の楽な特殊グリースを用いているので

保守も一般ホイストの半分ですむ｡

すぐれたインチソグ性能:スタート,ストップのよいモートルの

採用により,インチング性能がよく,わずか数mmの上下作動がで

き,微動作業には最適である｡
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■新形コンプレッサを発売

日立製作所では｢ベビコソ+の愛称で広く知られている小形コン

プレッサのモデルチェンジに着手していたが,このほどそのニニー

デザインの第1弾として新形1.5kWベビコソN形4楼種を完軋

販売した｡

おもな特長ほ,①従来の小形コンプレッサのイメージを大きく′二変

えた力感あふれるデザインである｡=
し含従来製品よりも重量で13プ占ノ

軽減,設置面環で25%-も小形化したご才一シリンダ冷却効果を一段

と向上させた｡などである｡

<機 種>

1.5kW BP-10T(N)形

1.5kWI∋P-5T(N)形

1.5kW BU【7T(N)形

1･5kW BU-C(N)形(ニコンプレソ十本体のみ)
図5 1.5kW BP-10T(′N)形コンプレソ小

■100Aフレーム,400Åフレーム限流形(Lシリーズ)

ヒューズフリー遮断器発売

最近,超高層ビルや大工場など大容量化する電源設備の出現によ

り,低圧配電線路においても,高性敵 高しゃ断容量をもつ配線用

しゃ断器が必要になってきた｡日立製作所でほこのような要望にこ

たえて,電磁反発方式を採用し,大幅にしJP断容量を向上させた限流

形(Lシリーズ)ヒューズフリー遮断器2機種を(KSlOOA-L.400

A-L)を完成し,11月から発売したこ

これらのしゃ断器ほ電磁反発しゃ断機構の高速動作により,限流

形ヒューズフリー遮断器がなければ電路に流れるであろう大短絡電

流を著しく制限してしゃ断する｡このためしゃ断時間ほきわめて速

く,しゃ断器自体に大しゃ断容量を有するばかりでなく,回路が受

ける熱的,電磁的衝撃を軽減し,回路を安全,確実に保護するっ

おもな特長は次のとおりである｡電敵反発方式による高速しぞ断

のため通常のヒューズフリー遮断器iこ比べて,きわめて大きなL_や

断容量を有する二短絡電流をきわめて短時間に,しかも限流して

L･ぞ断するので.配線JP性器に与える電磁丑九 熱衝撃を少な･:す

ることができるご限流効果が大きいため,し.や断容最の′+､さいほか

のしゃ断器と接続することiこより,経済的な保言酌;できる‥∴しJヲ紆テ

容量がきわめて大きいにもかか=わらず限流散構を持っているために

取り付け面矧土小さくてすむ-.

日立400A膵ぼ遮断器 日立KSlOOA限流遮断器

図6 限流形ヒューズフリー遮断器

■lC化同期信号発生器を量産

■tTBト3る形,TBE【37形‖

日立製rF所で6‾ま,かねてから東京放送との技術協力により,同期

信号発生器のIC化を進めてきたが,同社へ納入した6台の試用結

果の良好により,このほど特許出願手続きを完了,量産を開始する

ことになった｡

同期信号発生器について日立製作所は,納入実績300台(60%シ

ェア),UHF第2次局の独占と,わが国需要の過半を占めてきたが,

今回IC化の成功により,いちだんと寄与することができる.｡

日立製作所のIC同期信号発生器にはTBE-36形(可搬形),TBE-

37形(ラック形)があり,36形にはモノクロ専用形のTBE-36M形

もある｡

いずれも従来のトランジスタ形のものを,IC化することにより,

小形化,高信板性化を図るとともに,保守性を高めさらに機能の追

加を図り,紘合的な経済性を得ることに成功したものである｡

おもな特長としてほ,(1)小形軽量,(2)信頼度の向上,(3)

水平結合に左右振り分け方式を採

閏,し4)出力各パ′レスの幅ならび

に位相,(5二)カラー結合.｡など

があげられる.｡

日立製作所では,同期信号発生

器のほかに,映像分配器,同期分

配器,映像切換器,などについて

IC化を進めている｡

TBE-37形

(ラ
ック形)

囲7 同期信号発生器
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■NHK と 共同開発

力ラーテレビ用シンクロスコープ完成

日立製作所では,このたびカラーテレビの生産および修理･

サービス用のシンクロスコープⅤ-051形を開発し,12月から発売

する｡

家庭電子化ブームの中で,カラーテレビの普及ほもっとも著しく,

ヵラーテレビのメーカー,販売･サービス柾パことってはセットの信

頼度向上と迅速なアフターサービスの確立が必要になっている｡

ヵラーテレビの事故･修理にシンクロスコープを利用すれば適格

な診断を迅速に行なえるため,消費者の厚い信額が得られ,同時に

7フターサービス業務の経済性も高められる｡

日立製作所ではNHKと共同研究して実用的な使い干すいシンク

ロスコープⅤ-051形を開発し,ユーザーの要求にこたえたもの

である｡

また,Ⅴ-051形は全国電器小売業組合

連合会から｢推薦品+と認定さ讃tた｡.

おもな特長は,①周波数帯域DC､5

MHz(管面4cm以内で7MHz)で画像

か鮮明である｡②TV-Ⅴ,TVJiにより

テレビ信号の同期が確実である｡官小リ

ガ同期,自動同期で安定した波形観測が

できる｡などである｡

艮18 カラーテレビ用シンクロスコープ

驚こ

ぢ♯野

昭一ノ

参

lエルカ32新発売

ヨ立製作所でほ,日立卓上電子計算機エルカシリーズの新製品と

Lて,ニルカ32を11月より発売した｡

ニルカ32ほ｢ソロバンの手軽さ,電子のスピード_jの理想を実現

するため,従来のエルカシリーズの特長をそのまま生かして製品化

したシンプレックス･タイプである｡

計算けた数は,使いやすい12けた,しかも12けたを12けたで割

って,ズ/ミリ12けキの答えが出る目立独自の3レジスター計算方
式であるこ

また,ナチュラル･デシマル･システムにより,小数点にわずら

わさjlることなく数字が扱え,計算結果だけ,希望のけた数で切り

捨てたり.四捨五入ができる｡

さらに換算,配分,構成比計算などのために,定数乗除算専用の

玉音ーを設けている｡

ユ′レカ32は,計算に不慣れな人でも,数式どおりキーを押すだけ

で答えを出すことができるので,100万人の計算機として,どこで

も使うことができ,計算専門のビ

ジネス用としての性能もじゅうぶ

んであるこ

販売は従来どおり､プラス株式

会社の全国販売網が行ない,価格

は¥138,000である｡

図9 R立卓上電子計算機 エルカ32

……編集後記･･…･

各種工業の発展に伴い楼械設侍は大形化･高能率化の傾向にあこ),

ますます過酷に使用されつつある二.こから梗概設備に対し高度の耐

熱･耐食･耐摩耗性などが要求さ九ているが,一つの解決策にプラ

ズマ溶射法がある｡

←プラズマ溶射の応用(第1報)+でこま,プラズマ溶射装置とその

特長,プラズて溶射の基本的問題の実験結果をまとめている二 本溶

射法の托二用範囲が拡大の傾向にある折,次の論文が待たノうtる｡

◎

タービン発電機の交流吻磁力式は,直流励磁方式に比べ床守点検･

運転の容易さ･.応答特性など多くの利点をもっているニ

タービン発電機の励磁方式_:でこ三,大容量の火力･環子カター

ビン発電機を対象とし,整流器励磁方式の利点,ならごごlこ問題点と

その対策を報告している｡

◎

郡市過密化による変電所の超高圧･大容量化と,穀近称こ問題に

なってきた用地難･供給信頼斐の向上および労働力不足時代にそな

えるため,設備の近代化が課題となり,従来の変電所設備に代わる

新技術の開発が望まれてきた:

本号:ま,日立製作所の研究成果を｢中部電力株式会社守山変電所

鯛77kV超小形ガス絶縁開閉装置+ほか5編をもって,｢過小形ガ

ス絶縁変電設備特集+にまとめた｡時宜を得た論文集であろう｡
◎

巻頭を飾る一家一言には,中部電力株式会社常務取締役 吉田弘

一氏より,外国との競争には特に若い技術者が独自の技術と,国情

に沿ったぎん新なアイデアを持つことの必要性を説かれた｢国情に

適した技術の開発を望む+と題する玉稿をたまわった｡

特に本誌のため,寸暇をさいて稿を草さj･tたご好意に対し,深く

感謝の意を表する.こ.

◎

昭和44年変最終号の編集を終わるにあたり,読者諸氏から終始

格別のご愛顧いただいたことに対し,決心より感謝の意を表する｡

本年窪も菜多の技術成果をみた一年であったと思われる｡

いよいよ昭和45年は,"人榎の進歩と調和”をテーマとして日

本万国博覧会が開催される｡,20世紀における全人燥の祭典として,

盛大かつ有意義に果たされることを読者諸氏とともに切に念じた

い‥記念すべき新年を迎えるにあたり,諸賢のご陸康とご発展をお

祈りする次第であるっ
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