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関西電力株式会社奥多々良木発電所向けわが国最大容量の発電電動機を完成･

わが国初の日立超高圧40kA2サイクルバッファ形ガスしゃ断器完成･

中部電力株式会社寛政変電所および上野変電所へ168kVガスしゃ断器8台納入･

羽根車応力計算プログラムの開発･

富士通および日立製作所東京都から大形医療システムを共同受注･

H-8959形光学文字読取機(手書きOCR)発売1年で80台受注･

マイクロフィッシュ検索機発売･

東京都衛生研究所へ毒性試験システムを納入･

煙道測定用日立亜硫酸ガス濃度計を発売･

マイクロ波低雑音ひ化ガリウム電界効果トランジスタ実用化に成功･

セパレート形エアコンディショナーをモデルチェンジ･

日立霜なし式冷凍庫"RF-112”および"RF-149”を発売･

2槽式洗濯機｢青空+シリーズを発売･
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関西電力株式会社

奥多々良木発電所向け

わが国最大容量の

発電電動機を完成

日立製作所では,かねてよl=判丙ノ古

山株プ(会社奥多々良木発′.盲巾｢r■jけ310,

000kW揚水発電設備2セットを′壬ij二L､

鋭′注製作中であったか,二のほど1ぢ一

機♂)発電電動粍が‾｢場1こJ戊Lた.こ 本ヲ芭

′芯妄動機は,320,000kVA/314,000kⅥJ

とわが同拉大容量機である(図1)

なお,同党屯所(純指水先‡にJ叶)には

引き続き310,000kW4セットが設置さ

れる千定であり,完成のあかつきはわ

が田般大の水プJ党ノ屯所となる｡今【叫1こ

戌した発i昆屯垂加幾は,第1期分1,2

引幾鞘のうちの1号慨用である｡

おもな仕様

(l)形 ユー℃

(2)石 墨

(3)回転数

(4)プJ中

おもな特長

(1)スラス

:凶音転界磁全閉強こIiり通風輝

かさ形

:320､000kVA/314,000kW

18,000V 24ポール60Hz

:300rpm

:0.95/1.0

卜荷丘1,560tという満過大

∴〟磯儀養､J
風塵〃艶即㍍

滞洋象P

顔

だ…

字;こ丘推力軸∫壬グ‾)ため.ごてナ却は与=上絵弛

んJ〔を拭け了し′ている〕

(2)スラストブラケツト+士,新しし､三

角J｢ラ北斬州プ‾)2分※りナルタり ン形を採

刷L/∴

(3)強制ブロワによる旭ノ軋Jて川lを行な

い了了†J三Ij効一粧を■ミ■Jiめている(⊃

(4)2T乙トとい二21,500kW･という大容量

の路やノiE上的i碓を【F-1二村=ノて始刺する方式

を才石川Lた.ノ

(5)励磁‾ん‾式は,サイEJスタによる方

∫しを才末川L,flさて1‥ノ1】二件の純易化を回っ

たこご､.

わが国初の日立超高圧40kA

2サイクル バッファ形

ガスしゃ断器完成

臼､ンニき糾1-一三巾ではこのほと∴しゃ断電

流40kA,Lや断峠川2サイクルの人谷

㌫二良墟はパ･ノブ7彬ガスしゃ断一旨謹を開

発,形J-(,言∫じ俄にJ戊+ソJL,打,E力三さ祉か

らのノ_三拝により本柄杓な塑川‾三をIi;+始L

た(図2)..

l__l､:仁では咋fl二すでにLi立40kA3サイ

クル パ･ソフ1-形ガ､スヤノや断器をl封発

Lており,その技術をノム礎にLや断部

の改良によりアⅥク峠l川の触縦を･j圭成,

凛三鞄 `磯

図l エ場完成したわが国最大容量の320′000kVA発電電動機

･㍗彗-
r卜

母

発

､緊ミ′

図2 日立超高圧40kA2サイクル

バッファ形ガスしゃ断器

さらに新開発の砧通性才肘乍器を･枝川す

ることにより,わが国和Jの2サイクル

化に成功したものである(特許山僻15

件)｡なお,従来のバッファ形Lや断旨三さ

の鼓高速しゃ断時桝は3サイクルであ

る｡

従来,超高圧,超々満｢Eの系統にほ

大苓量,高速しゃ断とし､う点から,

重圧力形ガスしゃ断器が採用されてき

た｡しかし,二重斥三力形ガスしゃ断貸こさ

はバッフ7形ガスしゃ断器に比較L,

液化防止用ヒーータ,ガス コンプレリ

サ,子息度,ガス斥力制御装荷などの付

属品を必要とするほか,各純一別御舟を

はじめ構成活1;品点数が多いなどの欠一亡､i二

があった｡このため超瑞b三,超々一灯‾仁

系統のガスしゃ断器も仝†f巾てJにバソフ

ァ形化することが強く要望されており,

今回の開発はこれにこたえたものであ

る｡

おもな仕様

形式:OFPTB-200/250【40L PAR

定格電圧:240/300kV

定格電流:2,000/3,000/4,000A

定格しゃ断電子充:40kA

定格しゃ断時間:2サイクル

絶縁階;扱ニ170/200号

ガス庄:5kg/cⅡl2(200cで)

操作空気圧:15kg/cm2

しゃ断点数:2/椚

95



日立ニュース 日立評論 VO+.55 No.8 858

中部電力株式会社寛政変電所

および上野変電所へ

168kVガスしゃ断器8台納入

[l上二製作所においてはガスしゃ断器

は,昭和44年納入開始以来,500子丁の製

作実績をもっているが,今凶,中部電

力株式会社寛政変電†叶および上野変電

所向け16蝕Ⅴガスしゃ斬器8台を完成

L,納入した｡本製品は従来の実績を

もとに,よりいっそうの信束則生の向上

および製品自体の-一一体輸送,ならびに

現地組立の簡素化などを目的として,

モデルチェンジしたものである(図3)‥

本ガスLや断器は単一圧力バッブ7

方式であり､168kV定格しゃ断電拐己25

kAガスしゃ断器のしゃ断点数1点構成

は,他メmカーガスしゃ断器の2点構

成に対し,わが国鼓初の記録品である｡

おもな特長

(1)プッシング変流器(BCT)が内臓

できる｡特にしゃ断部の両側にフ､ソシ

ング変i充器を設置できるため盲月ニー牧障

がなく なる｡

(2)接地タンク方式のため,耐震件に

すぐれ,地震に対する仁浦i性が高い｡

また汚手員による極間耐電仔およぴしゃ

断性能の低下がない｡

(3)動作時の操作者が/トさい｡

(4)SF6ガスの消弧能力を利用L,一事

放電7充しゃ断性能がすぐれている｡

(5)しゃ断点数1一存構成のため,イ市道

が簡単であり,しゃ断部が低位置にあ

るので保守点検の省力化ができる｡

羽根車応力計算プログラムの開発

日立製作所ではこのほど,水車,ポン

プ,送風機などに代表される遠心力刀根

ももミミも二′

量…､､

▼▼七･‾:I ‾‾‾

＼＼＼

区】3 168kVバッファ形ガスしゃ断器
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中の応力および変形をカニ体的な枇構造

造物として解析するフ1コグラム"STAR”

の開発に成功した(図4参照)｡

二の椎の羽根車の構造は綬雉な曲面

をもった羽根が数枚ないL十数枚ある

ために,全体として凶転卓由対称となら

ないので,従来のJ心力計算では羽根を

ある仮定のもとに凶転軸対称とみなし,

遠心力による応力を検討するのが通例

であった｡しかしこの応力吉十算では回

転軸対称でないものを凶転軸‡､上称と仮

定Lているため,り三ド祭の九仁力北態を.TL

確に求めることほ困難で,しかもその

計算に要する時間と労力は技術者の大

き乙･fl抑となっていた‥

これに対し本プログラムは羽根車の

もつ構造的に共通する形二状を取り出L

て,その部分だけ･の言十算により全休を

計算する‾方i去を偶発した｡解法とLて

は複雑な曲面を細分割Lて;汁算する

｢有限要素法+をj‾采用しているので､任

意の形状の羽根車ク〕応力および変形の

F汁算がjt確かつj迅速にできる｡二の場

fナ,二角形への細分1刊ほ人手によらず

占十算慌で自動的に行乙･われる｡

ニのため従米の方法では,たとえば

ターボフ7ン刀引漑申の計算に約1個月

!桔jを要したものか,本プログラムでは

約プ前の什放で計算でき,技術者の大幅

な省プJ化ならびに設計コストの低i成が

期待される｡

おもな仕様

節∴与二数:300

要素数:500

■荷重条件:遠心力, 圧力,集中荷重

荷重条件数:制限なL

プロ グラム

使用計算機

_〟〆で‾

碍

遜

ステップ数:約4,000

HITAC 5020F

髪 泊
榊
㌫

富士通および日立製作所

東京都から大形医療システム

を共同受注

..卜i山休+▲〔二‡什Ji上ひI【トンニこ巨望作l叶は
二〆)はと∴ 如上+(別カ▲⊥､)lI｢川】50f卜4JJ改

装`ノ■山仁一ナ1L･プ〕耶､ンニ岱り.iム咄ド′こ=jの人什壬す

ンラインいiニJ克=､--クル システムをJし

ぃ小三汁【ノた.

両社は,新機椎開発のため一一昨年来

ブル｢プを結成してきたが,駒込病院

システムの†実現についても両社が協力

するもので,今後も研究開発はもとよ

り販売面でも提携強化を図っていく も

Cつである｡

木システムは日立の大形コンピュー

タHITAC 8450,2子丁(デュープレッ

クスシステム),を中心に日立の複合端

末30台と富士通のディ スプレイ端末F

9520約150台から構成され,システム

全体の】較りまとめは日立が行ない,ソ

フトウェアも日立のPOLS(Program

Modules for On-Line System Su-

pport)が採用される｡

大形コンピュータは別棟のセンター

に,ディスプレイ端末は外来各科,病

棟,薬局および手術室など院内各部二月▲

にきめ細かに配置される｡

駒込病院ほ高度専門医療の提供と教

育病院の性格を持ち,本システムは､

(1)患者サービスの向上,(2)医療従事者

の働きよし､職場,(3)医療の質面の向_L,

(4柄院管】理の近代化,(5)広域医療内の

病院の役割を果たすなどを目的として

いる｡対象業務として各種予約業務,

オーダ管ユ型,料金計算,薬品管理およ

ぴそれらのトータル スケジューリ ン

グをオンライン リアル タイムで処理

側ノ恨

羽根

心根

ささえ碩

ハ､ユー

図4 Starによるターボファン羽根車の要素分割囲
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するというl叶界に光がけた坤j旭川りなデ

ー一夕
ベース システムであり,今後の

lシ三城州硝之システムに人きな を与え

るものと一呪われる｡

本システムの実一呪により,たとえば

｢細治子約】■ の域ナト,ノ且者あるしゝは別

業rケiから′LEi講,郵送または‾直接水】;1工に

よ り‾j二的中し込みがあると,予約係は

ディ スプレイ端末に村別予約リ ストを

呼び｢11し,患薪の耶′ナとあわせて科利

子約口咋を決め,患二片氏名などをコン

ピュータに人力し予約する.〕また,患‾肯

からの予約問合せに対Lて即擁にディ

スプレイ端末により予約二状況を把〔は)

ヰ埋し患者に回答する｡初診当[一には前

もってカルテを予約リストが外米誇塘

終不斗に届けられ,これにより患芥はfノ〔

来の｢3時一子朋寺ち3分誇づ寮+というイく

低から解放される(｡また,医師にとっ

てもよりていねいな誇蝶ができるよう

になる｡

おもな特長

(1)各純医二寮情報,管理怖+批の--･‾7亡化

(データ ベ【ス)により院内各部門の

有機的結f†が回れる｡,

(2)部分的な機械化でなく,トータル

システムをめぎすものである()

(3)[†常業務で発生する詮横柄幸艮をそ

の都度発七i原で人力したくわえ､それ

を多方面に利用することができる｡

(4)予約スケジュrルのコンピュータ

による管理により,専門外来の充実お

よび恕弟サーービスの【rり上が卜て=しる

おもな機器構成

(1)HITAC 8450:2fi(大谷一冒ニディ

スク装置,i‾亡Ji速磁気テ【プ装置,過信

r別御巷さ帯,その他入出力装置を含む)

(2)ディスプレイ端;末:約150fi(マル

チ コントロール形,ライト ペン什〕

H-8959形光学文字読取機

(手書きOCR)

発売1年で80台受注

ロム二製作所が昨年6月発ウ一己した王エー内

的のレーザ光線利用の｢H-8959形光学

文ヰニ読収機(手書きOCR)+は,発光

後1年にあたる,本年7月末現在で80

台に枚ぶ′受注を達成Lた(図5)..

H-8959形手書きOCRは,括1くはも

とより千発きの数字や記号を読み取る

ことができ,しかも帳票の記人は従来

のOCRのようなきびしい記入‾芦別f辻之が

なく,だれにでも帳票が作成できる｡

本装置ほ,現場の手持き帳票をそグ)ま

圭イ ンウ･ソトデータとLて仙川するこ

とかできるグ)で,キーーハンナヤー‾イく牡

など姑も人さなJゴりj迎±なってしゝる,イ

ンフし■リトナ一夕∩三成グ)㌣トノJ化に対L_杵

.甘にイJ▲幼仁･裟‾Lif■:である.-
1こ装L;一■王二は､すでに12fiか訂‾ハ▲jぅミグ)ユ

ニー休J＼こ壬÷什(6丁乙=,ノヾ阪の株∫じ公什

サカエ(2Tr†)〝‾)人‾トスーパー｢7-ケ

リト乙･どに納人されており､向什では

商【iJ】グ)納人,ヲ己iJiおよぃ､たな卸業務な

どに仲川してし､る.-.

おもな特長

(1)一千乃き丈′トが.うソニーみ収れる.｡

(2)純数行の読似りカーて､さる(止之ノヾ29

什1柁)._､.

(3)捕ノ‾トの読取りについて+土ノト帆 ′ト

休の拡充が不払である｡

(4)1行ク叫1に-‾千丁i_事‡二き丈′1■二とf打j二かfj▲占

f仁Lていても試ふ収れる.′

(5)試みにくし､文√j'二を仰711‾㌻るとl′J動

的に巾.涜耽りを行ない,それでも占ノこめ

なし､ときはキーポーーードかノJ･の帽,‾【卜がで

きる､二.

(6)オフライン純成で読1み収った純り土

を航テープに▲【イリノするため他社ユrサ

ーにもーか円できる.∴

マイクロフィッシュ検索弓幾発売

日カニ暫望作所ではこのはど,収納Lて

いる100柁または 600f丈グ)マイクロワ

トノンュク〕l-トから1安求する担j像をrニー釦

的に検索L,スクリーンに去‾ホするマ

イクロフイ･l.′シュ検頼機MRシリー-ス

山MR-100 川丈納枚数100校.)と --MR

m

l■

ー甘葛

図5 光学文字読取機``H-8959”

図6 マイクロフィッシュ検査機

"MRシリーズ”

-600‥(′トJ600柁)の2†碓帥を碓ノノ1こLた
(マイクロブ イ､ソシュとは､マイクロ

【′1′･し′∴ノ)イL卜∵-‾‥州-1一三ノtJ土l.ご1･Z二‡=+に∴`/+二

し一i生∴/ニケで ‾ノ･(図6)

本袈iifモは,マイクロフィ りシュを1{

納Lてし､るドラム,[ノl利伸索する轄馴寸リf

おょび1榔笥を映LJllすレンズ､ランフ,

スクリ--ンなどかJ)f戊る)ヒ･､j/:郎とキー

ボードを斤むJ川御r'糾うナとかノ〕肺収され

ている､キーポーードでマイクロブイ･ソ

シュの番地を人ノJすると,ドラムかご〕

J中空のマイクロ7イ､リンュを=上仙検索

【ノ,光亡了:系を適って装‾;2=′J体のスクリ

ーンに映しJ-11される1ノ

圭た､紫‡if】三単体とキーポート■とグ‾)組

みi′㌣わせク)J占本f掛J丈でグ)イむ川のはか,

二二1ン ヒ∴r_-一夕キ【′丁む‾一丁こし -ク

し･ノノ射L三イ㌻ノ)せ､;′J/､= ∴C R Tイ

スフ し イ ン て-テム±ハ刺し.二ご人｢㌣わー】∴十

L- ヒウノラJ_;Lび一■計1'こイ祐モノ)-フニIニ

ークテし と･:二 上ろ刹l二7人/-｢わせ∴ 上 りノ三lしL

什H二心しノ仁二仙いノノフ′ン･‾ニ‾さころ

州道と Lて｢土1■.ズ川】iなど1‾‾川1川捕ま,カ

ルテなどのJ如糾＼l■パ札 小甘山稚,レシ∴ヤ

ーーーのナトービス･tll一捕ぇな-ピソ)l州別､I-∫刊ま仰藷さ

処fトナ川JとL_て,ま/二十l■i糀サー川ビ乙川ら-

ビ帖仁こいうナ即での析J-1Jか期待できる._〉

‾ヰ､装Fピアトニイむメロできるマイクロフィlソ

シュはCOSATIおよぴNMA規付=二よ

るもの,COMにより∩三成されたフィ

ッシュである(COSATI,NMAは■ア

メリカにおける別格､COMは新ん‾J一〔

のフイルム城主jをき装ii√こ)｡

おもな特長

(1)コンビュー一夕とオンライン接続と

Lて仙川できる｡

(2)マイクロブイ､ソシュは,プラスナ

ックこ空･望ケースにそう人して仲裁=Jコーー
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ドをケースに付けるため,マイクロフ

ィリシュに1rり安1て一上しを収り付ける必要

かない

(3)マイクロフィッシュの英一;iナ■王は,カ

ーートリリンーエーiりよでできるたのメインテ

ナンスが才i場である､〕

(4)キーボ【ド,タイプL■ライタなどに

.上り怖紫できるので,二れと仰川した
システム川迩ににく仙川できる.__,.

東京都衛生研究所へ

毒性試験システムを納入

ム之近桝ウミ薬,畏炎,良品,化粧品な

どノ左仝什への糊心の-117i重りととい二､

+jこ験刺物による毒什,三Jし験の効ネの向_卜

が溜まれているが,日立与望爪三f叶はこの

ほど,火j;(耶批生研ワE巾毒什郎へf別号三

.三J-し快システムを納入L/∴
二れは,ラ

‥ノト,マウスなどによる毒ノ性,‡Jし験シス

テムをミニコンビュー｢タに.より白土軌化

したものである(図7).

おもな特長

(1)てんぴんシステム､1卜化′!アイⅠ軌分

析装;;】てJiよび仙.球分析.汁がすべてオン

ラインで子安純される｡

(2)′.甘時71ミの飼fトミiクう10,000け〔のづミ

験川ラットおよびマウスを立試さi2年r吉り

竹押することで約10帥の--｢引ノi∴;∫じ炊がで

きる.∴

(3)′ト化乎検イ甜i粧,血液検ナた純米,

臓器グ)J択一;1ナ2帥,イイこ_屯氏純など対敏

動物の竹浦管fと蛸H十｢8純など14仰の報

;一∴1:二をl′1劫l～IIJに作成する｡

(4)カセ･ソトテープに,記報が永久に

仰イ†二できる｡

甘

義
≡監;､

議くま羞一､蓮華､童琵■-と
拓

済転学′､:′監､;

欝∴･
〆

軌一〆

8ヒ

告こ

図7 毒性試験システム
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煙道測定用

日立亜硫西安ガス濃度計を発売

【トンニ暫望爪三J叶ではこのほと､､,了己ノ.･山叶,

化-､r:_1‾二甥などのボイラやノJ口熱イJ-iかご)州

される煉迫排ガスlいに汁まれるイオウ

f唆化ご物を油紙抑止できる｢AN 300形

日立Llji硫根オ､ス膿怯計+を発ノこLたL_ノ

本渡性一汁は,検.り淵;に失うと)Lは松川

謹言を托榊L･ているので,イオウ権化物

をi∴j悠性に横川でき,二れに.より妨`.享子

ガスのij与壬与件を′乏けること乙-くittJj純度の

測シ上が吋能となる(図8)

炎光光性根,Lfi諾こきは′-1=二水去炎を作っ

ておき,二の炎の中に雉近かノブ花月立L

た.て朋斗ガスをや人L,そク)炎才.‡イ‾∫の一光

によってイオウ2唆化物の汁イJ‾追を州1ヒ

するものである｡本放任.汁グ)洲1とん-∫じ

は,従米の功ミ外線収収扶や溶液甘.一に卒

法乙･どに比べすぐれた感性を持ってお

り､一を;王Lた洲1ヒができる.二.

本濃度計は50ppm以卜の低膿性まで

洲;上できるので,排煙脱硫装置を濾過

Lたあとの仇濃度排オースグ)イオウ恨化

二物測定川とLて址過のものである.:

おもな特長

(1)1,000ppmの満濃僅から50ppm以‾F

の帆濃ほまで,測1エレンンをリノり扱え

ることによリJユこ範帥の洲;とができる亡､

(2)排カ､､ス小に共存する水分や粘分な

どグ)ノ】丘解質のような妨二.i干物官iグ増子竿苧を

′受けない｡

おもな仕様

(1)測1Eノブ式 炎)ヒ一光性仲J11法による

油紙i川ラヒ

(･.着

ぎ顔最Ⅶ

パ
㌢
l
｢

･j
欝

■タ′≡

図8 日立亜硫酸ガス)農度計

(2)洲う主対象ニ イオウ酸化物(SO2)

(3)測定範囲:0-50-100-200(ppm)

または,0-200【500-1,000(ppm)

マイクロ波低雑音ひ化ガリウム

電界効果トランジスタ実用化

に成功

日良二製作所ではこのほど,マイクロ

波仇推古トランシスタとしてひ化ガリ

ウム電界効果トランジスタ(以‾‾FGaAs

f-E｢rと仰‾ナ〕与Ii卜J了己,郷地什一‾にiノ立川

柑り=二納人Lノ∵トーIiI■地†J手心り_才ケ‡rとうJ

l械ノノこ悦川ミリノーーーいしi:ノ′川棚≒汁:さ′乏†.川こ

に訓L､7★一;生.ん】叶jl.-りソノ′什能り三J九に戊+力IJた.

〔iaAsFE｢rシ)付｢`た】i卜J砥ご土‾lllニソト糾小:碓

〆‾)Jノれているカ;,り三】二ニ今に′也†∴機㍑ニさに糾

.ち.;土去れ√二叫一州ノ)什拙を碓抑できた〝ノ

ご土二れが11之い+で_fノ)る

従米,マイクロ波仇維‾付トランジス

タと Lて1fト､ノンれてきたシリ コン バ

イポーラ トランジスタでは′苗‾J′一とiL

イLの2仰のキャリア(ノi迂i充グ)道び手)を

似うため,4dB柑伎以下の雄古指数を

柑ることほr‾叶稚であった｡これに対し

本トランジスタは,1一に-一戸の柊三和速度が

シリコンに比べ約6伯以卜とされてい

るひ化ガリウムを使い,1仰のキャリ

ア,屯J'一だけ用いることにより,雑音

指数3dB以下とし､う応件能なイ氏雄一汗の

実硯を見たものである｡

しかし,ひ化ガリウムの実用化に際

Lては結晶の高品質化,電枚の微細加

工技術など多くの技術的F益(あい)路が

あった｡特に通イ言行丁星用としては消費
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】にノJキ′トさくする必二l群があり,寸土仙〃J

ド乞主上桁の仲平ざ火にはいっそうのlイヾ州†三か才･,---J

た..LトンニJと･川三川｢でト土,

(1)三治†州(J仁･′.一にl井し効り上トランジスタ.子:上.さI

J二Ilミ.子汀汀♂〕址引jHとこれにLよるjl之i也川ij左や､j‾

ざ+こノ),設.汁,

(2)川りこの少なしゝFET川バ･ソケージの

.言√と.汁,
(3)`.に付そ材料の糸肌文政二洋に上るオーム指

触グり1旭日Jいじ,

(4)如し▲ゲーート♂〕FET';安･川三を‖r他にす

る`■に縦微細加二｢托術,

(5)∫1'7j.ゝ‾ノー門射iふ-.をJ戊上_主するす立礼

なと'析才‡術の糊ブ己に.より,二れノノの/鰍

l∴-二を†押さ円Lた(才､fl汀12什′)

1こトランジスタは,マイクロ波才∴よ

ぴミ りノーートル氾′才芸1ニグ〕徴臼づち･ノ1にiノ生を【1■ごi

感化に一之イ.iする〝‾)にイJ▲効な帆船l,こトラ

ンン'スタとLて中に一j一:`l_ir旭イ.さとLてノ〕

利川♂〕Lみた､けでなく地卜旭†∴‖+.子l州

機才詩‖jろ.･ビ巾f一弓アユ二い川迩が壬り‖､1三きれる=

おもな構造

GaAsFETの柿追は‾､卜絶縁竹三GaAs

(祇杭率約10日n･Cm)-J.対立卜に結晶を

楷み_窮ねたn形GaAs(祇杭ヰ三彩ノ0.03

n･Cm)+二にソース,トレイ ンとなる

二∴つのオrム作`‡‾に称皇およぴそグ川1jにナ､

-一卜となるショ､ソトキーー一様√㌻`､に枇を;三貨

けている｡GaAsFETグ)一丁■Ji同地竹三i把〔土

ゲr卜上主かりいほどよく,乍Ii_引刹プ己L

たもののケ･---トには平上勺1.5/Jである(=.

また,GaAsFETのチップJ土,直往1.8

mmのセラミ･ソクで作られたディ スク形

バッケ爪ジに入れて完J戊した,コ

おもな･性能

今L土11開発LたGaAsFETではi泣舟作

能でしゃ断固i妓数.50GHzおよぴ4GHz

に才ゴける雑溝二指数2.6dB,ノこEナノ利得(†‾∴

号の増幅率)20dBという画期的な.;己鎚

を糾ることができた｡二の結一粒,柁f旦

搭載用に巷望作された4GHzマイクロi伎

脚蛤器の性能は従来のJ綻高のシリコン

醜L

憾

(a)室内ユニット`■RAS-210∪'丁

図9 モデルチェンジLた室内外ユニット

トランノてク+州Jf王はさに比べ､排■1-1二寸托放

で1dBlゝ1卜∴.にノJ利子ミJ=て5(】B以r･_ノ)改

作かち･された′.FJか㍉,汀i′川ノーにプJはシ

リ コン トランシ､スク+‾11･州.川ここの糾し-

100mWで析ふ,二れ｢ヱ仙川できる`■にノノ

に-J川i祉上のL右)る佃主lリナ;械1碓㍑ご主川ろ､･ヒ､､には

11∠過のもジ)で諮-る‥

セパレート形

エアコンディショナーを

モデノレチェンジ

トトニ.仁J妄川三J叶ではこのはど,征衣かごノ

r岳望什｢‾いの山ナJl.5kW才一;よぴ2.2kW(7)セ

パレート形エアコンディ ショナーを悩

l`1二紙子岐および抑汁+▲け‾‾【二Ij亡くフ)概観化な⊥l_)

ぴにl心川熊川の拡大を二‾卜F]｢1二Jにモデル

チエンンL,眼′ノセを川桁した= また,

L与i‡ノ+ユニ･∵卜J木[2■川手についてほ,J=力

0.75kWおよひ11.1kW機柿を迫川IL､慨

仰の拭こ允を阿った__/ト【1りモデルチェン

ジLた新慨帥の形式は,Liミ1勺ユニット

RA S-110U,RA S-160U,RA S

-210U,RA S-310U,二くミ外ユニット

RA S--210C,RA S-310C.汁6伴帥卜二

である(図9)

おもな特長

(1)髄-l･l･1二の大仙川㌔さ城

jト■.仁の従水†鶉純に比車か∴こ1i外ユニ

ットについては約10ホン(Aスケール),

1ミlノ･Jユニい′卜については約5ホン紙i蟻

Lたい なお.1号外ユニ､ソトは了女‡‡りなど

に1もf.1Ⅰしが‾Fがると自軌山くJに凧二;丘がイ氏風

量にリノリ扱わり,さノブに2～3ホン帆

‾lTする｡

(2)一肌付工-+iが谷易

別売の｢配管縦線セット+を他1一口す

ることにより,肘什工‾[トが′≠さ兢になっ

た.｡付拭のi榊与〔配管にはすでにiて州妊が

.り捕印､fより封入Lてあり,′呪地で氾仙1

.り人する必要がない､⊃
また三三l勺ユニリ

トには′.荘i･J別口コMドが収り付けてある

だ

㌘､
血

(L)) 室外ユニット ‖RAS-210C

㌦ニヱこ議≡三;㌫㌫孟こ述㌫蕊㍊謡お誕:≒

回10 日立霜なL式ノ令凍庫`■RトI12形

プ)でコンセントにノーJ三L.;生むだけでい一

(3)l+Lこ州税仰の船人

Lミミ外ユニ･ソト1子;と1i内ユニリ.トトな

数千T(2～3T二i)を仙川Lて不日致･ゾう1i

】勺(2～3二う三=てH′jを子J二ち･うた〆)こノ､′｢分

帖†lトト′卜+一やl‾マルチ二′_二､･′卜+J)

Iij+碓によ りl心川範Ⅰ叫がれりヾされた..

(4)外組子サイン♂うー一郎

1三内ユニットほ上-′]を仏朋とL,lりJる

く モダンなJ感じに什卜げてある‥

日立霜なし式冷凍庫

"RF-112”ぉよび"RF-149”を発売

ふ之妊ではi‡㌻一心氏.ローがみノ東上在にノ1､油に

汁ノ女Lてきており,JJiり勺i∫-‖1,性か-15U(二

以下でiてナ械良■1い.‡モ‖Jl汀JJ'=如)i存一心仲叫ふ;

安も伸びつつある(二,

臼カニJ製作巾では,ニグ).ような上拘l｢りに

対処するためにイ†効内′≠純一を95Jと120/

･7)咋〉ノ+に1チl了がつかない1‾さl√iなしノ(;†}袖J･ii

-▲RF-112■-ぉよび山RF-149■1を碓ノこ

した(図10)

おもな特長

(1)フ丁ンでfて㌻1tを仰ユニユ呈させてiて川り‾

る1寸IiなL∫〔で,伸一ノっには和がつかず1jli

とり↑こ焚でi了㌻`如氏.打-か1ミ期Ⅰ;り仏土イ+'二でき

る.+

(2)峠内i:∴.ミ.性を奴悠にキャ‥ノ十するサ

ーモレーーダー付のため,1r卜Ilリータ

･ソナで坤l勺を-180cl:t‾‾トグ)低～｡▲.ん比に似
つこ とができる.+

(3)断熱効一難の人きい咄官iポリウレタ

ンフォームをイ小一ニュLたi掛:捌ニラである｡

(4)熱に強い+く臼帖様の一美ししイ㌣成桝

脂j堆得鋼批難のト･ソプチーーブル什であ
?

Qリ
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2槽式洗濯1幾

｢青空+シリーズを発売

【トニ′二製作1叶では､拉近急i放な詫言要に

こたえ,より地利で似いやすく経i尉1モJ

な批iアーミ伐とLて,外観デザインから内

.乍に横川主,ダイヤルまで従来占占を一一新し

た新形2槽(そう)J〔洗i剛幾シり【ズを

ノノこ成Lた｡その節一一一禅として主力製品

であるノ丈川タイプ`-PS-7200形ご-`■PS

-7300形''ぉよび標準タイプー●pS-7600

けラいの3機帥を抑プ己ノこした(図1り

おもな特長

(1)泡(あわ)を立てずに静かにiニート水す

るヤたi･如主水とし,しかも抒_1二Lた 堀

(あか1や泡を流L一やすく L7ニワイドi屋

(いっ)水l__Jなどによるすすぎのスピー

】′ ノブ ヒ‾卜j‾き､-水ノ)川iれキl■くトノた

.i迂Jl∴I}†主菜グ‾)摂=LいY帥亡亡二上り水でさi肘iり発
ヒ!ノてノ)ダム､7‾､い二汗r水ヒ利水をf川1J七する

多t川て+グ■ムれ旭,注が.1謹んである ダムかご-ノダJ

リ丈流にl二て-†しノていろし､ろなJ】iLほてJがあり,二の/二

〆〕l汁符慌を利川lノたダムl′】釣J川捌装こil'■:かや人

きれる‾ナうぅケにぁる..+い妊迫】ii+了己J‥うがイい帖JiJ

ノー1-_′Jい丁ツごHいJ(水で～iイ礼"･【(‖lグ〕け三水朋王■i7i

Jl】,了己`■に川､観光放i允川そ=l′11+とLて,ルレ牡

山ノノ仁山渓のゞ江､ド川卜流にj上Ii‡した?:モl叫いJこダム

ごユ,北粘j凸ではタイJめて〔1則括り子卸装i岩-■一二をノ;淫人rノ

′二多=l′りダムである.

ダム1上川州l糊一望三;;′■こはrり川は7丁卜121+に納入さ

れ,ヰこr卜5JJかノ〕1こ桁｢1(Jな越川をIjH始Lたか,

∴】じf7如凸和才己J‖ユヒユー1叩ミグムl′一利1;;:二子抑1】締り巷きii∫■■てl

で｢士,1こせミ;;■■■ニグ川牡紫を■生べている

l■ ■

;】)ンニ(士!望作巾は,lJ榊【Ⅰ33r卜に【恥†三1リーセンシ

マ一三ルを納人2ノて山一れ 427′iにも/之_;ごセン

ノマ一三ルをこ妄Hl三,糾人Lてきたり ニグ〕うち,

枇仙1,000mmL人卜の†ム帖のトt三ノ旺慌(土,28子iと

11し一件ぢち･のり三純をイ+■Lている. -ノノ＼二批朋栄

にJ=ナる.汁号て咋馴H=卸システムのj#人は,川】I′托

(2)約水ホースはしゝつも付けっばなし

でよし､パネル給水J〔とした.1

(3)排水Ilの出さを117mInと･し,普通

の敷捕-な⊥ゝJそのまままたいでも排水で

きるようにした｡,また,配管のさ充適紙

杭を大帖に減らし,50秒fiで排水が叶

能である;｡

(4)大小10根羽他に,きらにミニ補助

羽似30校を追加Lた｢トリプルアクシ

ョ ン/りレセ一夕+を拭川Lた㌧J

(5)人体や衣顆をひっかけるおそれの

あるエッジに丸ふをつけ,形状公譲二を

イ.1‡Lた｢ヒューマンタッチデザイン+

および姐やすく操作Lやすい｢大形J二

休パネル+を採閂した.｡

(6)その他,従来よl=馴寸伽柿を10%

以.卜も′トき く Lた業界一一のコンパクト

化を阿った｡

′

ノ′

ふ

だ〆

図】1 2槽式洗濯機"PS-7600形”

逆転あるいは墟.さ:川】のもグ)は20ノ.1主あま り,約
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