
特 許 と 新 案

日立製作所では所有している全部の特許･実用新案を全て

イナ慣開放しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実用新案で,日

立製作所が実際に使斥=ノたものの中から,選んで掲載いたし

ました｡

なお,照会･実施のご希望のございます場でナは,才J.てLまで

ご連絡原告います｡

■ 溶接関係

月そi会先:川l勺槻係･H､ンニ製作所柑汗部井川二宮裟グループ

海外r災j係･トIJンニ製作J叶阿際･拝業弧攻木部

イ
爪
軒

い
じ
､
卜

′■-

Jl

(03)270-2111(人代表)

〒100 火石川け代H一大ニ大下即2-6-2=1木ビル)

登録者号 公告番号 名 称

l

登錯番号
l

l公告番号 名 称

柑473895

柑574215

尖983745

40-25489

42-22211

45-30590

交枕7'-ク音別左樅 打611194 45-39164 耐摩耗溶接棒

1‾に1打払 払拭糾をに才バナる池1に 柑519427 142-24813 仙肇耗溶接棒

時…り御ノバ去
】;柑606061

45-36004 山形溶才如fの溶接‾ん法ノ之びその装

相打∫(アークフラスマトーー十
ト■

11】

て丈91901545-12831

特50548942-2242

(

柑26186634-1161

特42622939-1325

才､1三49789542-1654

枯55209843-14096

l

フラス･マトー一子 l柑313362
38-1716 一潮の枇る銅材附)糾は

芸榊を鮎たス…別紙l…三三;∑言;冒･三2二三…≡;三芳芸芸;.去去ま三表芸志≡?製j立い∃三
ソ亡剃川芯地i溶接棒 l柑553318 44-52931松山川場指彬)を望j韮ノバム

i鮒i浴脚tJ溶接剤 てjミ946138146-9235 ロウ†川川=し

ヱiこ′∫;二;,三三三警J…三完完了三▲三三苦納l芸壬;…2三喜…;;二;…;;;｡,去三三芸芸岩松‾梢接件の組ん法
jiよび銅で†女のロウ付け法 帖629527 46-19531 捌左リノ断法

杓515162 r
42｢22868 釧††糾+糾妾棒

■ 環境改善機器

登録者号 公告番号
l l l

名 称 登録番号
■

公告番号
一

名 称

柑577564

`丈819832

リ三90(旭42

柑401691

打440076

45-182

40Ⅶ12076

44-27584

37-2434

39-17149

路1r州り｢川放水ホンフの‡′Ⅰ刺妙虹 り三904556 44-30609 1に1trj勺空1ti.一ナ砕米i㌢,二

装苅二
■

り三924197l45-19023 ,に如勺空1ti-㍍争装詳一三l

這≡…望蓋芸ニンフ州軌脚こ岳;:≡;…;三;!三;二;;三;;■三三二三_三三三≡:t■■∴二ご､
紗1に射水装拉■･エ リ三900959 4卜235141エ7フィルタ什作業千丁(クリーン

実751397

ノノミ837799

リミ837605

リ三876274

枯284697

39【12079

42-9195

42-8720

43-28786

36-6445
■窒薫彗雪雲三;i■∴ト芸……三≡……i……‡…三………唐∠_三三三三千言三三ン

iに1t牡鹿旨二手グ)伯鳩装;;′】'. ベンチ〕

実779216

リ三757776 ;…二;…喜;7三千霊芝買芸岩槻
川875

45‾16679;妄≡吉誓言ワご芸i号芸孟≡芸芸忘ミ捌
リ三876275 43-287871うは1t的空乞く柄浄装芯･■】こ

■

リ三904557

柑401195

44‾30610 i巨人的てモ与くi‾･脚那･二
■ :

37-738 1=に1tリ三塵装詳】二
■

● その他

登録番号 公告番号
l

名 称 登毒暮春号 公告番号 名 称

柑455023

`人907943

特644619

`j三882145

40-5488

45-2116

46-36234

44-8080

;≡悪賢三雲竺ム旋脚i.芸三言;三;冨.……:≡;三三;
!賢巾の側枇起L装‾逆】二t屯こ小設伯)

lヵーダンペニjバナる無蓋糾二のア

クランク∫〔加地減汀一三の榊舶和装l ;
すリi→閉じ削･･tこ(転恥削岩i)

iと'･二川判子= l尖897002144-21205 I′働敗克機の伽J】送り山し巷㍑!て

ブイ‾トバック型搬朝子丁のを1ナ装 リミ881380 44-2445 f†㌻水機(ウォーークークーラー･･)

ll川畑f= l
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特許 と 新案

日立製作所では所有している全部の特許･実用新案を全て

有償開放しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実用新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,適んで抱載いたし

ました｡

なお･照会･実施のご希望のございます場介は,右記まで

ご連絡願います｡

■ 自動交換器

照会先

講
軒

ド
払
､
王

′■-

J
r
L

匝=勺関係･日立製作所特許部特許官業グル

海外関イ系･日立製作所匝慨事業部欧米部

(03)270-2111(大代表)

フい

〒100東京称千代Rj区大手町2-6-2(日本ビル)

登録番号 公告番号
l

名 称 登録番号 公告番号 名 称

実 9459引) 46-11393 回転スイッチを用いた計数回路 特577583 45-214 センダ接続方式
実877445

実889674

特508382

特518143

特541648

43‾29620トランク接続における番号変換装

置

44-11456ハウラ普送出装置

42-13137トランク接続制御方式

41¶4401中継缶切換方式

42-13142指定接続試験方式

特5鵬372 42-12824 ヒューズ監子見装置

特518167 42-26735 ナンバーグループ

特611204

特641069

l

45【27167

45¶2607

l

｢1動交換機におけるコールバック

およびトランスファ方式

トランク適択方式

■ 交換機用部品

登録者号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

実 925618 41-6535 端子板 実894259. 44-17544 押釦スイッチの摺動板保持構造
実 839898 42【12662 押釦の構造

l

■ 電子応用無線機器

登録番号 公告番号 名 称 l登録番号 公告番号 名 称

特507096 42-966 自動位相制御回路 特606120 45-35333 遠方監視制御方式
特57227044-25534

特47001040-24098

特56932944-24202

特62474840125537

共通予備板超知波無線機の監視切 実 732344 38-19339 二重同軸共振器

換方式 実586494 38-4202 直流桟器保護装置

中間披帯域中の切替による狭帯域 特479256 39-28343 機械的濾波器
送一夏イii機の高速切替方式 特 313907 38-8504 機械的濾波器

光通信における剛寺泊仁i方式

日動周波数掃引型発振器

尖 919418 45【11043 通信機用冷却装買

■ 電子応用伝送機器

登録番号 公告番号 名 称 l 登録者号
.公告番号

名 称

特414659 38-10282 搬送継電装置 特560542 44-13529 †子音号合成装置
特456916 40-7826 電圧安定化装置 ･ 特564036 44-18641 分波器

実 580344 37-20662 搬送通信装置筐体 実897238 44-20583 電力線搬送通信装置
特257477 34,6029 継電器l那各装置 実959004

l

46-22481 単流符号歪測定回路

■ ソーナ

登録番号 公告番号 名 称 j 登録番号 公告番号 名 称

特467275 40-19519 旋回指向性送振方式 実722791 38-6507 強誘電磁器を用いた圧電振動子
特440882 39-18099 遠隔制御方式

r
実 889050 44-12824 相関関数演算装置

持569359

特313906

r

44-22394

38-14086

波動積分器

波動の反射を利用する目標物探知

方式

特490870 41-16210 パルス信号補間方式
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特許 と 新 案

日立製作所では所有している全部の特許･実用新案を全て

有償開放しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実用新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,選んで梢成し-たし

ました｡

照会先:川内関係･臼1工製作所特許部特許常某ブル

乍E

なお,照会･実施のご希甥のごぎいます場介は,ホ記まで
仕

ご連絡原貢います｡

■ 分析機器

フl'

海外F態j係･Fl+ンニ製作所rE‖祭-･ト業部政木部

(03)270-2111(人代表)

〒100束京郁丁イ㌧f‡=大人一丁町2-6-2(日本ビル)

登線番号 公告番号 名 称

登妄曇番号l公告番号
名 称

実866255

特316671

43【14714分光光度計のスリットプログラム

可変装置 l

38¶19545幅射による温度測定装置

l

持274039.35-12404 百t並列一光‡如1柑各を有する卿由装iF,二

特524102 42【23555 裡光東光判勺客位法汽竺分光光性計

特596183 45-21983 分光光性計の波1ミ走瀬装こ言′こ

特596179

特581401

特501044

特426220

特528022

特456015

特515149

特544264

特468166

特485701

45-21989アン7ごル日勤検奄磯

45-558 高岡波トM千枚電発生装置 ■

42-37501朗門リフィルター

特457602 40｢8235 光電トrl動記録式超遠心機

特492541 39-29662 分光分析器中空陰極ランプ用陰触

特639827 46-30275 磁1ミ共鳴測定装掛‡寸磁了fのポ】ル

39-269可変7しログラム装荷

43-9316温度補償を施した斉寸数変挽装帯

40【5655二重変調型直流または超低周波増

J帖器

42-23793パルス斗貼壬号の尖頁則白二記憶伝送ブナ

! ピース材料の製造法

持454117 40-5471 高周波放電分光分析装Lだ

特633512 46-22839 原十吸光分析鞘光源電械

賀788769 40-17387 赤外線検知器

実795100 38-12959 開閉弁

J〔

43-15879 溶出液分割装置を備えたクロマト

実朗8974 44-10977 ストッパー装置

実588552 38-8099 光半月けラス容器

グラフ方式液体分析装置 特303741･37-7199 オスクロマトグラフ

40-20821徴還送液ボン7

41¶10048 ホロー陰極放電管

特620618 46-5912 流鼠汁f別対閉器

実757708 39【22272 ト+盤付記銀紙切り

特485678

特423601

4ト11061 取十共鳴線先生用ホロー陰極放電 実772280 39-36727 弁開閉指ホ標

管 ･特544591 43126006 枇性分布測定装;㌢こ

38‾23833 トランジスタ走竃胤り+路 巳r 特319443 40-7991 粒十の沈降度現小装;iち:

■ 電子理化学機器

登三録番号 公告番号 名 称
l

登錦番号 公告番号 名 称

実 859006 43-7663 平均化[ul路
l

尖791875 40【25530 電十衝撃型イオン槻
芙 797581 40-27632 電イー朗徴縄用試料交換装苅 尖 915132 45-8953 精密官′責岩測延装宗

実 797575 40-28584 電イ儲微綻用絞り装吊 尖 765922 39-30479
■亡ごi抵抗器

実 888961 44111141 電十顕微鏡のレンズ交換業吊 実 915146 45-8954 試料交換袋帯

尖 871699 43-26824 高電圧装苗川カ､､スタンク装苗
】芙818369

4ト10632 磁1も共鳴装芹子用磁才一1-装;程

特 564829 44-19356 関数発生器 尖 838368 39-25651 電イ･線偏Ifり装言符

特470013 40-23057 高電圧槽用リークオ､ス十王一指合装買 実 871684 43-26831 直流高電圧発生装一首

特463914 40-15740 荷電粒十加速装置 尖904619■44-30140

特28666235-11976

Ⅹ線マイクロアナライサM等の分

光結晶構成体特574214 44-29610 高圧力封入真空棟器の安全装置

特431658

特572239

38-14676 電十掛故鋭等における試料支持裳 電子顕微鏡の`左十レンズ系

置 竿与435612 39-10428 高圧直流安延装琵去

44‾25439.X線分光袋帯i 実876255 43-28636 門量分析計の電イ･電流調幣装荷

特283908 36-4867 l‾鮎如▲古庄安定装置 実847530 42-19635 微′ト部Ⅹ線分析装置

特305403 37-6194 磁界型弱励磁乍E十レンズ 実761483 39-20732 電十顕微税等の試料傾斜装;言‡

実 741226 38-5865 竜一ナ顕徴錆またほ粗似装置 実791385 40-20755

実885948 44-5564

絞り袋帯

試料冷却装荷二夷869998

特624751

42【14400 走杏による放射維検出†f子号を像に

変換する装苅 実765047 39-21454 異常電圧保護回路

45-14259 竜一f一衝撃う藷電圧ターナソト 実902526 44-26別9 荷電拉J′･加速器

特620568 45-30554 宮守量分析装置 実782920 40-13061 3電梅電十銃装置

実 809016 41-5375 負揃還増幅器
l
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日立静止形無瞬断電源システム(ハイパータ)
近年,十】守幸艮処ガ旦システムのためのオ

ンラインノ⊥=E十.汁節二機システム及び放送･

過仁子システムの高峻化に仰い,高イ‾妄言相

性三立一,に圧∠起f別使鎌崎断電i原設備の需要

が井川口しつつある｡日立静止形無き瞬断

ノ.‾注i憤システム｢ハイパータ+は,二れ

らの要求に応じた■T一石仁束副生のノこ立i偵,設備

として,[玉l内はもちろん広く海外にお

いても好i洞に稼動している(図1)｡

1.｢ハイパータ+の特長

｢ノ＼イバータ+は,イ‾.i鰍作に一粒茄点が

;i号呈かれ懲川三されているが,その上な約

土主とLて二大の諸点が挙げられる.っ

白田…好況

図l｢ハイパータ+無停電電源装置

(1)七LH川各]主列`ノ山王,ゲーート制御Iu=格

の多数盲人す雀斑ノJ山主システムなど拓イし一鳩-(

性.没i汁を行なうとともにシステム アベ

イラビリティの向+二に倍音Lた帖造,設

計となっている｡

(2)描き#辿サイリスタを仙川したイン

パルス転盲允了/Jじイ ンバーータにより,は

範l叫の負荷カ年変動に対Lて一女定であ

り,また総fナ効ヰくは80～90%♂)t‡■Ti効や

となっている(つ

(3)二蔽列丁〔1芸道転される｢ハイ′ヾ一夕_+

は,二重批判ノノ〔1主化されたこう二幹制御包茎

で--イ.捕り締りされていて,簡単に碓列,

解列が可能であり,1～2%11内の耗

めて安う主な員称‾平衡が保たれている｡

(4)｢インバータ+の地階峠は,並列七土

線にじょう札を与えることなく瞬時に

切l)離し,fi荷知絡時にはl社ほ己作用に

よりf一互ポf端末解放分1岐のLや断切り離

Lを行なうサイリスタ インタラブタを

條えている｡

(5)その他,イ代騒‾.11f･似守谷易･′ト形･

輯量など,伽守性や抑什搬入の仙甘件

の点についても 卜分検討されている｡

頭

2.｢ハイパータ+の標準仕様

標準什伐は表1にホすとおI)である.二)

(臼､J./二J出作1叶慨`.に節一一+t装本部)

表l｢ハイパータ+標準仕様

項 目 仕 様

交)未入力
LAC3≠

200V50/60H∠

直〉未入力

交ン売出力

1.定格出力

2.定格

3.定格出力電圧

4,電圧整定精度

5.相数

DCZ30--313V

lD--500kVA

連 禿売

200---210V./220--230V

十2%以内

三相3綬式

50.′′60Hz6.定格周)度数

7.周)度数精度

8.定格負荷力宰

9.力事変動許容範囲

柑,電圧波形ひずみ享

ll.電圧瞬時変動率

±0.Ol%

0.9

0.9--0.了

5%以内

10%,-8%以内

lZ.同上変動回復時間 3サイクル以内

±2.5%以内

±15%にて

70ホン以下

日立新形電動コントローラ

ホ■ンプ,送風機などのイ1上拘迩一虹,ノ女

び追プ丁稚作川には,安価で+軌作確実な

カム形スイ ッチを採ノーJした一1一己三軌コント

ロー,ラが†むj】]されている｡)

近年-,公ノi一朝目題が叫ばれ各地に_卜‾F

水道の設伯が完備されるようになり,

また,ポンプが大谷:退化され手短椎な制

‡却が安‾求さ才Lるようになってきたく〕

Lゴムニ塩川二所では,これらの詰;安にこ

たえ小形化,及び惟能の】rlj_卜を伺った

′漸

､蘭川､

幣;二､､:
壌弘､古

管

図l日立新形電動コントローラ(MVl.,-BUY2)

新作㌢.に軌コントローーラを川+党Lた｡_､

1.主な特長

(1)フレームはこ妄紺妄言品で,ノト形軽量で

ある-ノ

(2)従米別送三(安求により製作)Lて

いた音別子卸柑を′■山的コントローーラl勺に収

納Lているので,肘什妓び配線が簡単

て､ある｡〕

(3)拙作ノl一に上靴機には独特なノi盲1tr】州り軌

を才采HJしているので,動作が確て夫で上ミ

寿命であるしこ.

(4)ノ.二む的,一三恥の一切挽ハンド/しには鎖

表l 日立新形電動コントローラ仕様

鎚恍追を探朋している♂)で,譜描州三の

矧二範がなく安全である｡

(5)逆転小に伊.にした揚†ナは,`山原子江

川と抑埠にt_′l動的に始動†〕工迂き三にイ如!け

るので`左仝である｡

(6)カム形スイッチの才妾一-∴りこは伴托の

少ない鎚でナ金を†如-r】しており,また■`J

軌,閃光接点は共用で,荊如より簡単

に耽り背えできる｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

([!+ンニrき川三J叶商【1川ナ紫郎)

用途!形式!三三去イ妄.芸表芸三てヰ芹ノッチ指≡言i一器-⊥l+(A)l(kW)

(∨)

操作匝ほ各

l電(∨)庄

始 動 用

MVl‖-BSY2

MV+.)一BSYご

MV…-BUYご

MVニそ‖一BUY2

*100以下

ZOOll下

100以下

2001よ下

55以下lo---9!
________+

7卜■32l 25 ∴｡川｡!2｡｡/′Z2｡
･速度制御用

55以下 0＼-■l!
. l

い5--.｡2 ;!;
注:*スリップリング短絡装置のある場合は,ZOOA,132kWまで適用できる｡
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H-500形日立高性能電子顕微鏡

H-500形日立高件能う=に十顕微報は,

HU-12シリーズの俊れた機能,惟能を

れ卜させるとともに,操作件を大鵬=二

改汚Lた高作能の電‾r･顕微緒である.｡

特に,新たに開発Lた高安延高圧発

生装帯などを採用して屯1t的･機械rlてJ

精度をより高め,分解能1.4Åを保証

している｡また自動試料交換,適正衷

ホ描出計などの新機能も加わり,広範

凹な加速1正江,倍率などとあいまって,

多くの研究分野に高性能を写邑挿し子ミよる

万能な1丘イ→顕徴錨である(図1)｡

1.主な特長

(1)高分解能

1.4A結晶格子像を保証する｡

(2)125kVの加速て註圧

分解能,通過能,色収差及び明るさな

ど一一f三とと惟能が高まった｡

(3)高安定高圧発生装置

高庄蝿草紙杭は,新しく偶発したメタ

ルフイルム抵抗を採川した｡fムリ空変化

などが極めて小さく,20分のウォーム

アッ70時間で禄高安定性を保証する｡

(4)帖メェこい†汁中位榊

楳唯.iJじ料1iで100†J‡から80‾ノノナノてまでの

†r†率(直.涜)が子ミ去られる｡

(5)自動化された試料交授

試料ホ/レダの純子娃一日_q転操作はニュー

マナック駆上靴で行なわれる｡

玉t々皇蜜瑠漣朋朋…

lピニニ

図I H-500形日立高性能電子顕微鏡

(6)止確で布端な′り二束拭岩音ラ

柚r卜L､傾斜けい北枇,メェニ視野ルーペに

より條観察.接ノ∴】イ干せが容易である｡

(7)]壌作谷易なカメラ

l′l動フイルム送り,批去じ条什【ご1動;言J錨,

袖野サイズ､の｢】剖切換えができる｡

(8)拡人された応用研究分野

走_炎′-=にイ一條装置,非分散Ⅹ線分析シス

テムなどの各純什崗装苗が取り付けら

れ,分析肝l‾に十純化縄とLてもJム範川

な桝プEに威力を発揮する｡

2.主な仕様

士な什械は表1に示すとおりである⊃

=トンニ与望什三巾計測旨芸才こ紫郎)

表IH-500形日立高性能電子顕微鏡仕様

項 目 l 仕 様

分角竿 能

加速電圧

倍 率

彙 空 度

卜4Å(格子)3Å(点)

10kV,25kV,50kV,75kV

100kV及び125kV

×川0へ-X800′000

5ニ<10`′ Torr

HFS-2S形電界放射形
超高分解能走査電子顕微鏡

走査一定了儲微鏡は焦点深度が深く,

虫臼鋭の倍率から電子顕微錨.の倍率ま

でにわたって物体の形ご状を二次元的に

観察できるという大きな特徴をもつた

め,学究的分野から工業的応用分野に

至るまで幅広く用いられている｡

今別発売したHFS-2S形電界放射

形走査電子昆頁微税は,2年前に発売の

HFS-2形電界放射形走奄電･‾r-顕微鏡

の普及機として商品化されたもので,

従来の熱電子形フィラメントを用いた

電子銃に代わってHFS-2形と同様電

界電子放射を利用した電子銃を用いて

いる｡

1.主な特長

このHFS-2S形は次のような特長

をもっている｡

(1)電界放射形電了儀を採用している

ので,輝度の高い極めて小さな光源が

得られる｡ニのため,通常の二次電子

條で50Å(保証),テレビ走査イ象で150

Åという超高分解能を容易に得ること
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ができる｡

(2)電界屯十放射は征衣の熱電丁放射

と異なり,?令陰極タイプのう荘子放射な

ので,フィラメントの布令は半永久的

である｡

(3)ノム範囲の加速ノ副t(1～4kV,5kV,

10kV,15kV,20kV,25kV)を選三右で

きるので,試料に応じて加j_斬E圧を選

択でき,また,1kVの低加速一正卜仁でも

300A程度の分解能が縛られるので,加

速電柱のノ去い範囲にわたり高分解能を

維持することができる｡

(4)走奄電十顕微綻において重要な役

割を果たす試料案は,HHS-2R形走

査電子顕微鏡に採用している多目的試

料宅と同じ試料主なので,HHS-2R

形の各妊の特別付属装置をそのまま装

右することができると同時に,特殊な

装置の取付けに対してもフレキシビリ

ティをもってし､る｡また,試料微動装

置はⅩ-Y移動のほか,回転,傾斜,Z

移動ができる万能形である｡

(5)ディスプレイ部は仝トランジスタ

蔚

図】 HFS-2S形電界放射形超高分解能

走査電子顕1徽鏡

化きれており,しかも機能別にユニッ

ト化されているので,オプション ユニ

ット(例えば,低･高倍率條同時表ホ装

置など)ク)装備の機能拡長が容易にで

きる｡

(6)竜一‾r光学系は高真空･†氏汚染の設

云汁がなされており,Lかも絞り類は銃

休を分解することなく取り外せるなど

†米守の容易さにも十分な考慮が払われ

ている｡

(L+､‡製作中 計測器事_菓部)



100形シリーズ 日立分光光度計

分光光圧一汁は,病院の臨J木検ノ虹 各

椛二L上鈷の品宮守管f【旦及び上買1迂計i別など広

い分野において,【川i■分析の姑もー･蝦

的な一手iて立として数多く利椚されている｡

このほど日立製作所では,二れらの｢1

ノ～こミ■分析用機器に紫求される操作性,耐

久竹三ノ之び保守の谷易さの点で,従水-㍉1

を人帖に改潔した100形シリー-て'F卜!二

分光光比請十(上司1)を完成した(〕

本装置は,分光光性.汁の心臓部であ

る分散十に凹如何折柄j′一を世ソトに先が

けて･採用した｡その糸吉一粧､分光昔話はイ._子

山■■p-

ヤ㌔

ゝ-がl
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拙作の高いシンプルな梢造となり,且

つ丁㍍′性能をもつものとなった｡

l.主な特長

(1)表示はU及光伎リニア,又は直接膿

比で柑られるこ.しかも､表示部の位i三宅

は試ふ取りやすい椛造となっている｡

(2)狭いバンドパスと迷光の少ない俊

れた光学系の抹r口により,iゞ石渡腔の試

料まで高精】空のiLilj定ができる｡

(3)操作パネルを装置卜r帥二躾約し,

機台帥てJな押しボタン方Jじを人中副二採用

三′海丁′′叫′ム恥･一･▲£;弓

喜一′ふ叫.ダ嬉i

､▲一一‾‾､-＼

≦枢軸振:ご毒-i▲一句q-′～

図l 柑0形シリーズ日立分光光度計

頭

して操作上の能率を高めた｡

(4)試料毒は,簡単に取り外してi先浄

ができる｡また,光源ランプの交換は

無調整でワンタ､ソナでできるなど,保

守が簡単である｡

(5)光学系は,旅めてシンプルな肺造

となっているク)で,故障や経jF変化の

問匙主もほとんどない｡

2.主な仕様

上な仕様は,表1に示すとおりである｡

(日二i｢仁言出作所計測器二11i紫郎)

表l 川0形シリーズ日立分光光度計の概略仕様

項百‾‾‾‾---､----一形式100-】0 100-ZO 巳 100-30 100-40

7皮長範囲

波長精度

バントパス

200---90011nl

±2.5nl¶

195一---85011nl

卜0.5川¶

2｢=¶了.5 川†l

)則定値表示
メ

ー

タ ディジタル チータlテ′1ヱタル

%T‾†‾0-柑0ゝ
0---･00

測光スケール

%Tio---･‾右占 0--ノ･00

ABSi■呂丁去■呂‾二…
l ABS≦呂二三…呂二…

ト

coNC7;ご㌫
CONC

l

HIGH

lJOW

HXM-2X形微小部走査X線分析装置

二こ数一句二束,走付iE/一指微税の汁ノ女

はトト妄£ましいものがある〔つ

従水,j登過形乍に十指微純による衣山

形状観察は､ほとんど王己引妾的なプJ法に

よってのみ可能であったが,拉近の起

‾付屯イ儲微鏡では100Å以__【二の分解能

で.立体視のある形態観察ができるよ

うになった｡分解能の向__とにつれて,

肺成している物体の†満成元素ク〕紳輔や

盲主についても,知ら己を柑たいという貿

し
い
ぜ

学
長
⇒
甥
ず
j
∃
鉢
､
ぎ
竹
㌻
㌔
､
r

′
蕊
鵜
島
:
≡

吋
1

盲‾～】

図I HXM-2×形微小部走査X線分析装置

1iこも脚加しており,ミクロな部分の形

二状観察のみならず,定性･芯呈分析も

行なえる装‾;;与が必要となってきている｡

表1‾fri臨写享を行なった後,分析する手

1て災としては,言∫じ料への1正一子衝撃により

発生する構成ナ亡薫かノっの年別勺三Ⅹ線を利

絹するプJ法が簡似である｡走二付-‾E‾f一顕

微錨には,エネルギー1分散形半導休Ⅹ

線検出器によるノブ法が1三性うナ析には過

しているが,試料巾に80以下のいわゆ

事

る超軽元素を含む場合とか,

延岩的に純成元素の含有量を

知りたい場今には,波長分散

方式のⅩ線分光システムによ

るのが-一一般的である｡ここで

屯安なことは,高分解能で形

状観察を行なった後,Ⅹ線分

析を行なう場†ナに,従来-l-い振

されている粍稚では試料の移

動が必要であったが,この装

置では,いメっゆるⅩ線分析位

置(電子対物レンズから試料

向までの距離が,良質なⅩ線

桧山を行なうのに二拉適であっ

て,且つ試料面が入射電‾j二線に対して

帝直な位置)で150Aの二次甘了一條分解

能が保証できる点である｡高分解能條

は,当然のことながら数万倍以上の高

倍率像である結果,試料に対するワー

キング ディスタンスを大幅に変化する

ことによって茄=臼点を見失なう恐れが

あり,実用的ではない(,この点,本装

置は日立製作一昨枯許の特殊対物レンズ

の採川により,試料を本多刺することなく

形態観察とⅩ線分析が両カニしたSEM/

ⅩMAの融合分析装置であるといえる｡

1.主な特長

(1)二次′竜子條の穀高分解能が高く70

A以上で,Ⅹ線分析位置でのそれは150

Å以上である｡

(2)波丘分丁牧形Ⅹ線分光器が3台まで

装備でき,3ブ亡素の同時分析が叫`能で

ある｡

(3)特殊構造の電了一対物レンズによっ

て,超軽元素からの特作Ⅹ線検出が高

感度で行なえる(図1)｡

(日立導望作所 計測器一乍紫郎)
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ばい塵濃度連続測定装置

ANlOO-2形日立スタックダストモニタ
ボイラなどの煙道排ガスしぃに含まれ

ているばい塵量を連続してモニタリン

グすることにより燃焼施ノ没の運転状態

を滞時把握し,適セノな運転管理を行な

うことを目的としたANlOO-2形【トエス

タックダストモニタ(図1,2)につ

いて概要を紹介する｡

i別定方法は排ガス中のばい塵粒ナを

センサ内の光学系に導き,これに光を

■l

｢

幽て
図I AN100-2形日立スタックダストモニタ

当て､その散乱光を光誠一｢一叶川‡管で検

Hlしてばい額の個数をi汁致すると｢‖川キ

にばいじん枇往を占十川Iノ,巾岩波性表

示を行なうための演算処稚を行なって

村村市呈濃性で衷示する装i茸である｡

1.主な特長

(1)渕芯範閃がJムく敷ミリグラム如二立

方メートルのイit横吐か⊥､ブ1,000ミ‥グラ

ム砧立方メートルまでの砧濃世の測1上

が行なえるて′

(2)計測粍律範郎=ま0.5～100/`となって

おり,また枇径分和の州淀も行なえる.‥.

(3)油紙記録のはか,･;山ミ引川(1分,

10分又は60分)ごとの平ユ勺竹も1叫一古記

宗長する｡

2,主な仕様

主な仕様は,表1にホすとおりであ

る｡

3.主な用途

主な川迩としては,(1)ばし-韓川村苑

表I AN100-2形日立スタック ダスト モ

ニタイ士様

項 目 仕 様

7則 定 方 式 光散乱粒子カウンタ方式
】

測定範匪=(0-りmg//m:i-､(0-l′800)mg.′/mニi

計7則粒径範囲 0.5‾〉川0/ノm

再 現 性 上 5%

〔l)瞬時値記録用

力

構 造

DC O-～16mA又は4､20mA

(2)粒径分布測定用

矩形波パルス信号

屋外設置可能防滴構造

芸濃性の連続測定や枇径分布の測定に

よる排出ばい塵の監視,(2)燃焼施設の

運転管筆圧,(3)範頼装･置の避転二状態の幣:こ

視,(4)燃焼条件によるばい庵件二状変化

の把札(5)煙道内ばい塵量の分布の迅

速,谷易な把握｡

以上,本装置は大乞も汚染防止を推進

するための計i則音詩として今後の活躍が

期待される｡

(日立製川三J叶 請十掛川詩■ト紫部)

高硬度･高硬化深度鍛鋼焼入れロール

凶垂冷糊圧延別作業ロールとして泣こ

く用いられている鍛鋼焼人れロ【ルは,

高い表面かたさと深い硬化屑をもつと

ともに耐樫き耗ノ性,耐はだ‾荒れ竹三及びr肘

三拝放性に似れていることが要求される｡

高イ硬度･高硬化沫性化は､耐呼さ未毛性放

び耐はだ荒れ件の向上にもつなかり,

また,廃却までの再焼入れr‖1数をさ械ら

すことにもなるので,二の柿のロール

に対する要求はますます強くなってき

ている｡日立製作所は,二れらグ)要求

を満たすため焼入れ法の改良,化学成

分の選択など幾多の改善を経て顧客の

要望にこたえてきた｡今臥 新たに.亡さi

硬度･高硬化深度多段鋼焼入れロmルを

開発し,従来のロールに比較して大幅

な改善をⅠ妥1った｡

1.主な王特長

(1)硬化深度

図1は鍛鋼焼入れロールの弓硬化深度

の一､例を示したものである｡本間より

新たに開発した高‡硬度･高弓硬化深度ロー

ルは,普通ロール及び高硬化探仕口ー
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ルに比較Lて,有卦空位び咄化1架低か人

晰=二改善されたことが分かる｡

(2)耐丁字托竹三

一一般に鍛鋼焼入れローールの表伽屑に

は10～20%の残留オーステ十イトが存

在する｡残留オーステナイトは,マル

チンサイトに比較LてJ州営托什がウブる

ので,残留√オーステナイトを分解Lマ

ルテンサイト化する二.とにより耐I賛耗

件のl叶卜を阿ったこ.図2は械佃オース

テナイト量の測定結果の-･例であり,

本凹より開発ロールの残官7オーステナ

イト量は,従米ロールの残甘才オーステ

ナイト呈に比較して､仁減Lていること

が分かる｡

(3)耐はだ荒れ竹三

はだ荒れは,ロ【ル表何層の位川支兆

晶の酎枯とヰ封枝一言りの耐丁字耗件の差に起

l大けるものであり,碩性のと二昇により

全体の血寸呼き托惟が向｢二し,それにイニドっ

て†封枝と梓川立川の偏占樫耗も少なくなり,

I肘はだ荒れ一性のIr】]_上二が一対れる｡

(4)耐事故作

組織の微細化,鴨坪山力の帆i域及び

残照オーステナイトの安定化などによ

り耐子ji放件の向上を図った｡

(【‾一丁立彗川一三ノ叶鋳鍛-し]i‾業部)
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図2 鍛鋼焼入れロールの残留オーステ

ナイトの分布




