
図1 275kVlX600mm2アルミ被CVケーブル

材 料
電線･ケーブル

金属材料

鋳鍛製品

イヒ学製品

日立製作所鋳鍛事業部,日立電線株式会社,日立金属株式会社及び日立

化成工業株式会社を中心とする日立グループの材料部門は,全産業の基盤

製品として日立製品への応用はもとより,すべて広く出荷されている｡最

近は特にエネルギー事情を反映して省エネルギー,省資源形の新技術,新

製品の開発に努めており,ここにその-一部について概説する｡

電線･ケーブル部門では,送電線路の大容量化,高電圧化に対処するた

め,各種新技術の開発が遂行された｡CVケーブルは誘電特性,接続法,

保守,点検などの点で優れた特長をもち従来187kV級までは実用化されて

し-たが,275kV級についても電力会社の協力を得て信束則隼の確認など開発

研究を進め,中部電力株土じ会社奥矢作第二水力発電所にせ界黄高電圧,か

つ‾最長の275kVアルミ被CVケーブルを納入した｡また,中間接続をなく

した500kV OFケーブルの長尺化に成功し,多数の曲り箇所をもつピット

に沿って布設可能なガイドワイヤ式引入工法が開発･適用された｡一方,

架空送電線でも大容量化,省資源化に適した超耐熱性鋼心アルミより線が

実用化され,約20%の送電電流増加を可能とした｡また,最近実用化の進

んだ短波長帯光伝送システムに対して,より低損失の長波長常用光ファイ

バが開発され,近い将来の長距離無中継の実用化及び省資源化の対応がで

きるものとなった｡

令属部門では,電機,機械,情報など多くの産業部門のニーズにこたえ,

ユニークな構造材料,機能材料を開発し,供給を行なっているが,最近は

省エネルギー,省資源材料についても努力してし-る｡カラーテレビジョン

用ブラウン管の陰極とヒータを一体化し,陰極に直接電‡充を流して約1秒

後に画像を映出し,消費電力も従来の約÷とした即動形陰極の開発はその

一例である｡構造材の開発についても多くの成果が得られ,例として水車

ランナのキャビテーションによる壊食に対して強く,かつ作業性の良い高

耐壌食性溶接材料が開発された｡再に各種の用途をもつ永久磁石として高

Brで,世界最高の高エネルギー積を実現した耳遠石島系ハイコレックスが開

発され,スピーカ,小形･高性能電動機などへの適用が可能となった｡

鋳鍛造品部門でも,製品の高性能化を目指した多くの材料が開発され,

国産初の原子炉一次冷却再循環ボン7山に用いられた耐食･耐応力に優れた

極低炭素ステンレス鋳鋼はその代表的なものである｡また,省資源形材料

として表面から深部まで十分な硬度をもち,使用中間で再焼入れの必要の

ない高硬化深度鍛鋼焼入口ールが開発された｡

化学製品部門では,環境衛生,安全性などの社会的要請に加えて,多様化

するニーズにも応じられ高品質で安定性の良い化学製品を供給するため鋭

意努力しているが,表面硬度が超碩合金よりも高く耐摩耗性に優れたSiC-

カーボン複合材,チップの高密度化の進むLSI用の熱伝導性と耐クラック

性に優れた半導体封止用成形材料,処手堅時間が従来の不飽和ポリエステル

ワニスの去以下に短縮できる省エネルギー形の紫外線硬化形コイル含浸ワ

ニスなどは,これらのニーズに応ずる製品として代表的なものである｡
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電線･ケーブノレ
世界最高電圧275kVアルミ被

CV電力ケーブノレの納入

中部竜力株式会社一奥ウこ作節二水力発

`■‾E所に,275kV単心600mm2アルミ被CV

ケーブル(図1)を約6,220m,終上端接続

部を30泉Flみ納入L現イ†三肘付け二｢車中で

ある()二のケーブルは,卓二変圧器･と開

閉巾を結▼;ミー約650m(7〕主幹l口】路と約45m

の起動変吐三吉綜【uli終に使われるもので,

3Ld拙速1電才指主870MVAをもっている｡

CVケーブルは優れた誘電特性をもち,

その才妾糾こ,保笥二心検の簡使さかごJ超高

JI三う÷に力系統に圭で他用され始♂)ている

が,日石二電拙株式会社は電力会社の協

力を得て開発研究を行なし､,長期エー

ジング試膜による仁さ椒件の実証によっ

て275kV布及CVケMブルの総合技術を確

立二Lた｡,/卜い】の納入品は実用線主格とL

ては世界舶‾縞電†土,貴之土妄のものであり,

起結石圧ケーブルに新時代を築くF叫期的

な製L打一である｡

1,520mm2超耐熱ACSRの開発

日､て電線株∫℃全社は,今上?iウ送電線の

人谷一旨呈+化を目的として1,520mm2超｢耐熱

ACSR(鋼心アルミより線)をF凋発L,

東方く電力株式会社に納人Lた｡

この電絨とに使用されているアルミニ

ウム合金線は,従来の耐熱アルミニウ

ム合金線の耐熱性を召さに1叫上させたも

のであり､連続使用托IL度2000c,突如寺
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図3 長三度長帯用2心光ファイバケーブル

図2 l′520mm2超耐熱ACSRの架設二状況

1拝‖む用氾度2300cといずれも500c卜片し

ており,導電-やも57%IACS(Interna-

tionalAnnealed Copper Standard)

と優れた性能をもって'いる｡この結果,

従来の耐熱ACSRと比較して約20%の

電流容量増加が可能になった｡図2は

新田豊里線での架設ご状況をホすもの

で,基幹送電線に採用した世界糾の超

耐熱ACSRである｡このほか,送変う電

所の上一連線,ijl込線への適用も始まって

おり,電力需要増加対策電線とLてそ

の実用佃値は高い｡

長波長帯用光ファイノヾケーブノレ

の開発

芥仰グ)光仁ミ送システムとLてづ三糊化･グ)

J三父仲子に入った松波上之帯り=0.8､0,9/ノm)

に対L,【トンニ乍E線株上(会社はより帆す亡i

火化か吋能:で,か/J′fil二城帖でもイ了▲利ち一

土三池土主ノf‡1二(ス=1.2～1.6/ノm)川北フ丁イ

バのりり充を進めてさたか,1.3/∠mで‡呈呈

一人0.8dB/km以下,滞=址600MHz以_卜と

いう光ファイバの製j韮に成功Lノ∴ ‾む

に,トりファイバを哨いた2心)Lフ1フィ

パケーブル(図3)8kmを接枇を汁め巾

設し山女子な特件を待た｡土主犯上土冊川ク)

光拙,′受光素イーの開発は【工1内外とい二

日覚まLいか,これとあいま′ノて前述

の光ケーブルはj圧し､ニ悍水のモミ抑離無111

継の実用化に卜分刈`応できるも♂‾)であ

警護盗
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図4 ガイドワイヤ式引入工法による500kV OFケーブルの布設状況

る｡重た､ケーブルと､汀そ什Lて鋭息f補

充小の光モノユーール,スイ･ソナ,分帖.

分i岐岩詩など♂‾)光テバイ スとによるシス

テムとしての美川化い肖】近いr

長尺500kV OFケーブル布設に

ガイドワイヤ式引入工法を適用

東京う宅力株J〔会什止ご町火ノJ発屯所納

め500kV単心1,200mln2アルミ枇OFケ

ーブルは,1-ぢ一機川七要変J上汁詩と超高

仕変1=に所一別けf壬約1,000mをl‡仰j招請ノこな

Lで紙ぶもので,【J榊【154年10‖無-1HJ.】;

付い圭iを完了Lた｡/トレー】の布設ルーート

は,12度似糾部200mと仙り13析巾をて?

む州道のため,【1良二′屯根株J〔会社では

従凍のキャタヒラやノi二は動ローラを糾い

る二｢f去に伴え,州道｢勺駆動′古拙か不安

で,かつヒットに才一_トっで布.設=川巨なかイ

ドワイヤ式リl入+二法を過丁目Lた(匡14)..

二の新__l二i去は,特殊桁中に懸包1Lた

｢′イヤロープにケーブルを′ノりひもで

約1ml判隔ごとに結びなかノブ｢7イヤロ

ーフをウインナで巻き耽り吐線する方

法である(,_t二記ケーブルグ)リl人見主プル士,

2,500kg/1,000mと′トさく効率仰Jな土主ノヾ

ケーーブル布設二｢法であることをさ克,祉Lた｡
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図5 水車ランナ用木オ料の壌食量比重交

金属材料

即動形カラーブラウン管用陰極
材料

ドニ亨細々を別に設けたヒー･タで川は寸り｢る

従火のイカ熱什夕陰離こ二代カー)り,怯妹とヒ

ー一夕とを一体化しノた巾熱彬イ満j左で,陪

他に内堀さ`【にi允をi允L,約1秒て鮮叫ち･

沖j條を映=L,汀才官皆′iにノJか‾従来グ)約÷

ノ)即動作引去柵去を問写さした 位餌七はj主如に

綬【rT二ちに動†乍f～..し性になるよう描くされ,

重た比t氏才太か人きく､jl担附なfuJ安食化

で熱変形を起二さないよう-‡Tif比伯り安か

人きい+イ料である.ノ ニノノたダ),多E寸iニグ)

Wを含イ才一させ,表1にン+tすように比紙

杭,高ブナ｡し強性をil▲古の､才､f味な退化剤を

藷むNi†ナ1モを開発Lプ∴ j芸ノ亡剤は1E｢･

放射物門(Ba,Sr,Ca)0を還ノ亡して

1宅†一枚射を才F兢にし,土主州側にわた′ノ

てう迂二r放射を′左1ヒに†､純一こさせるために

i恭仙Lてし､るり なお,‾イニイ満城の怯締りま

--HINT”聾望占J.｢二_1-ホンノ､⊥ に組み

込まれている｡

表1 開発Lた即動陰極と従来陰極との比重交

陰極材料の性質

厚 さ

(〃m)

′肖責電刀

罷票慧軍i琵票こ焉時間〈sJ;(叫
7〔)0℃ 700VC

従来陰極

(偉勲形)

【冒恵衰‾1∴｡▼卜‾二‾‾ト,｡‾.丁二
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図6 原子炉一三欠;令却用再循環ポンプケーシング

表2 2-】了系ハイコレックスの石基気特性

水車ランナ用高而寸壌食･性溶接材

料の開発

ノ水車ランナは烏満芽:,点間j垂化の趨
勢にあり厳しいキャヒテーーション峻缶

を･_壬ける可能怖が州Lてきた｡､ランナ

の填良か予想される部分は1イ料伽での

対策とLて耐填氏清指令械で保護され

る｡従来は多旨ニグ)Co,Wなどを含むス

テライト系の材料か川い⊥lJれ溶才妾が谷

易でなか1た｡そこで,耐†存接割れ竹三

を改善した心血寸填良作溶接付利を開発

したr♪ この材料の特徴は,加ユニ1硬化件

を巾J_Lさせたオーーステナイト系ステン

レス鋼で,C二芯二を高めCoを含:付させた

Cr-Ni-Co系である｡区15は水中ラン

ナ用材料の壊食量を比較したもので､

開発材はステライト系と比べ遜色はな

い｡耐溶接割れ性は18Cr-8Ni系と何

程度に改善されて-､戸熱子息度も低くでき,

狭い場所での作業が谷易となる｡

高Br,高エネルギー積磁石2-17

系′ヽイコレックス

SmCo5を中心とする1-5系ハイコレッ

クスは,アルニコ,ノ＼一トフェライト

にニクくく･､節3のノjく久磁イトとLて,その高

いエネルギー枇とイセれた熱∠左1上作によ

一‥ノて他に数多く州,いIJか｢ズ】ノンれている.=.

2-17系ハイコレ‥ノクスは1-5系と比

較し,Brが高く.Hcグ)低いのが特徴で

あり,脱磁‾叶能で減磁調重吉器妨な使い

やすい村賃乍である.っ したが/ノて､高い

種別 H--Z3 H 25 H 27

Br(kG)

l!Hc(kOe)

9.2､-10.0 9.6､-10.4 10.4へl卜0

5.5‾--6.8 5.5--7.0

ノ‾ン6

5.5--7.0

LH〔)(kOc)

(BH)nlaX.(MGOe)

`‾亡6 ∠二6

26--3020､24 22､26

Brを生かLた滞形スピーカ､高惟能電

動機,減磁上渦愁の必要なサ【キュレ

一夕,高精度測完三機器などへの応用に

≠け適である｡現在2-17系ハイコレック

スとして表2にホすH-23,H-25及び

H-27の3品種があり,用途に応じて選

択が可能である｡

この量産中の2-17系ハイコレックス

の磁気特作をいっそうr‾r口上させるため,

仲々の牛二ち三珠な製j立卜の改良,すなメっち

Sm,Co,Fe,Cu,Hfなどの刹L成及び

熱処J叩条什の-洋刹‖な‾検F汁により,世界

抽il■J;のエネルキ∴帖31MG Oeを実現L

た｡この2-17系新村宮守は,超高性能が

要求されるごく′卜形のピックアップや特

殊電動機などに活用できるであろう｡

鋳鍛製品

匡l産初の原子炉一三欠冷去口再循環

ポンプ用極イ氏炭素ステンレス鋳

毒岡ケーシングの製造

束1iく`.･EブJ株式会社如拙第

1宅一昨一山けL毛J産糾の悦イー父上り暮J

付循環ポンプが1山J丈Lたし-

のケーシン グト亭主‡呈二約10t,

二枚ナナJ子芭

一一二人jて†よ‖′水

二のホン フ

図6)その

他グ)部ふ】-は,l耐氏､耐止りJ腐食件に俊
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図7 高硬化深度鍛鋼焼入口ールの硬化層

れた擁帆炭素ステンレス(C:0.020q｡

以■卜)CF3M鋳鋼製である√｡小鮒抑は､

従来の尊公鋼法では炭素含イ】‾L-;二を税1三

伯にすることができないため,VOD

(Vacuum Oxygen Decarburization)法

を採什JLたr_､

高硬イヒ深度鍛毒岡焼入口ーノレ

卸芝舶他人ロー･ルは,径′ト廃却までに

田内では韓高で小二f圭100mmまで性H]さ

れる｡)したか一-ノて,イ硬化沫性がi支い場

†ナは中｢iijで十け他人れか行なわれるL二､ふ之

近各製鉄所では､封呈卦可牧人ローールの似

単位を｢rり+二するために,巾他人れをし

ないで他用できる■知峻化探仕口ー′しを

要し苧している(｡臼_)と二J製作I叶は化′エア:成分,

熱処王里法などについて仰′先を束ね,図

7にホすように未仙かご_)探き401nm(1rl二律

80mm)で,ショア硬さ90以卜をもつ高硬

化深度ロール引責り発した｡

40 50

イヒ学製品
高硬度･而寸摩手毛SiC一カーボン

複合材

【丁上化成_‾｢業株1･〔会社は,烏1竣J空で

肘r字柑ド=二似れた｢SiC-カーボン子女で㌻

イこ寸+C′川り写芭に成+▲ノノL,枇売をトi排的Lた｡

この似介川は,告望■1川手北に仙1二｢した

カーボンの-㌔之朋をSiC(ノ芯化ケイ去)に

転化させたも〝〕で,太伽石利生か走獅史ナナ

1‡より砧く,耐呼さ托什に憧れ,耐熱了射

撃件やl肘良作が良いなどの特上主をもノノ

ている.｢用途としては,Lゆう動汚に■1‾ご-

やirト圭一しなどか比j生まれる(図8)()特に,

メカニカノレンーールのシーー/しリングに仲

川すると,従来の超咄アナ1モより も似れ

た耐ノ賛粍什を′JてL,スラリボンウにも

旭川できる｡また､屯イ淵;11J-のろうイてj■

けirト上しに実川化され,子在来のカーボン

製圭汀㌻上tをイ射IJLた場†ナにみ1､)れる製ん--

ブナjtたがないため､巷望■ll】tの†∴拙作】｢り_卜

と裂j左_1二木■1ゝのナナJFlミ化に効架を発杓壬Lて

いるlr

高熱伝導･イ氏応力封止用成形材

非斗の開発

十､ソフグ‾)-こ'Jjl浮こ性化,人形化と/､-ソケ

ンCデー仲f削ヒが進むに一_ノれ､熱仁ミヰ竹三

(熱放散什)と耐クラリク件の1辻女子乞■-､1㌧

ヰ体j÷川川】成形村村〝〕黎求が山ま--ノて

さたし エポキシ系のCEl+-F

表3 CEL-F-303Bの諸特性

＼＼成形棚斗

朋＼＼

｡器笠Bl｡是認B
スパイラルフロー

r】75■Cl

成 形 時 間

=75C)

保 存 寿 命

(25‾C)

蕪 伝 導 峯;7了

l

l

ガラ ス転移点■
l

綿 膨 張 係 数Iz.3

体積抵抗享◆1
金 線 曲 り1
耐クラ ック性斗★!

(ごこ喜こJ芸ニト
ーー ー†

高温加i昆電圧印加i
l

試験故障事

(…言ごごrj器拉
重任 燃 性巳

(∪し94)

.5
2.Ol川Ill

________+__
60J以上

l

_⊥35ゾ10】c∂■l【D

し川いS･)C

155 160C

2.5れ10｢C

3-7×【OL】ロ･Cn1

50
-100/州

0与占

】早口

94V O

l.5 2.5rIll7

60(i以上

--13ゝ -Olr･R

l

(〕l-1-S･(二

155 160C
l

二{2†‾ま二子た三三,子(〔'--
O FOqc

ト0

3(ヲJ

g4V O

注:* は120■c.2気圧.水蒸気中100時間後

1♯はFPP形LSl〔60[つ)借用
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303Iiシリーズを開花Lた｡303Bは従

水村と比べて,ほほ､3†J†グ)熱仁こやゃを

もち,r‾･i川与に,レジンの可とう化によ

り才竣イヒ帖のJ心力を-を以‾卜にしたため､

イ替れた耐クラ､ノク件をノJ七す｡むに,高

熱仁ミ導,帆応力化に伴って帆‾卜しやす

い刷■熱什,耐断糸糾∃三(令線ベント)も良

女-fである｡また耐批性,特に電1土印ノ川

下の耐ラム州三のレベルはより山_卜し,5mm

角以_卜のチッフにも 卜分他用できる｡

諸年別牛を表3にホす｡303Bはマイクロ

フロフェlソサ用LSlやメモリ川L SI

のユ寸_1上二に拉過である｡

光硬イヒ･性コイル含浸ワニスの

開発

[1+工化成__L業株式会社は,紫外線碓

化形のコイル含浸ワニスHUV-2000,

HUV--2002を開発した｡HUV-2000は抹

変性をもっており,厚暇≠与‡装ができる

ため,′ト形電動機のステ一夕コイルで

は糸Lばりを廃_tr二できる｡また,HUV-

2002は低粘度タイフで一般含i′三川に適

してし､る(表4)rl

HUV系ワニスは,従来の不胞仙ホ

りエステルワニスと比較して,(1)処月1

時問を去以卜に知新できる｡(2)f硬化咋

の揮発ら主か約竜一-と少ないなど省エネル

キーーや公害l;ノ=卜に役_占二つ.｡また,エホ

キシ粉体と比較して,(1)稿fエス_の棲岩ブJ

表4 光硬化性コイル含)量ワニスの特性

か憤りL,(2)粉腱対策か不要で環土庄改善

ができるr〕なぶ,HUV系ワニスは鵠､

別系でのl;方針絹旨が憧れているので小形

機書誌用に過している〔つ

材 質

特 性

l光硬化性コイル含浸ワニス

HUV2000lHUV-ZOO2

不飽和ポリエステル

(スチレンタイプ)
エポキシ粉体

粘 度(25℃P)炉a･S: 36‡3.6書 ;0.310.03E l.8jo.2E

5.2

28

ゲル化時間=｡｡ウ｡,｡1.｡)l4.5.2.5
モノマ逸敬呈(%)4.5 5,2

体積抵抗率(25-C)1.5刈0･5l3.7×川-5

(0-Cm)(浸水後)2.5※lが1】.6二くlか5

2.0二く101う

3.1×10ト4

l.2:く1015

l.5×1014

せん断接着力(23℃)

(kgf)壬N壬(120℃)

防錆能**

(鉱油系グリース,40℃,20日間)

硬化処王里条件

67;657:

44杓3JE

61‡598〉

45i4411

28;274E

5岩50F

331323F

l1110引

発鏡なL

∪∨(2kW)4mln

十‡200c,7mLn

発議なL やや発端あり やや発請あり

∪∨(2kW)4mln

十120℃,7mln

128℃,柑Omln 160℃,30min

注:*10gのワニスを1200c,l時間加熱Lた時の減少率を示す｡

**密閉容器(500mJ)中にべアリングをつり下げ,400c.20日間経過後,ベアリング表面の発着の程度を示す｡

ただL,容器にはっニス硬化物4gと蒸留水10mほ添加する｡
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