
電子部品･半導体

AV時代への移行とともに,カラーテレビジョンの

大形化が急速に進展している｡日立製作所は,昭

和61年に29形,25形のHS(ハイパフォーマンスス

クエア)管を製品化し,人画面化,高画質化のニ

ーズにこたえてきたが,昭和62年には更に33形,27
形を開発し,HSシリーズの充実を図った｡また,40

形以上のプロジェクションテレビジョン拝托して6

形,7形90度偏向投射管を開発し,量産化を進め

ている｡

情報端末として不可欠のCDT(カラーディスプ

レイ管)についても10形,12形,14形,15形,17形及

び20形の6サイズ(15形,17形は角形内面)をそろ

え,ラインアップを充実させた｡0.21～0.47ドットピ

ッチタイプの蛍光■曲と大し+径EA電子銃の使用

で,文字,図形ともに高精細な表示を可能としたも

のである｡20形はCAD/CAM EWS用としての需

要が急増している｡また,17形0.28ドットピッチの

新製品は,そのディスクトップ糊のニーズにこたえた

ものである｡更に,OA端末などでの需要が伸びて

いる大形液晶ディスプレイについては,640×400ド

ット,640×200ドットの大形液晶表示モジュールを

開発した｡長寿命かつ高輝度のCFL(冷陰極放

電管)バックライト付きで,高コントラストで見やすい

表示を可能とした｡

映像入力の分野では,信号読み出しにTSL方

式(水平方式)を採用した単板カラー撮像素子を

開発し,製品化している｡本方式は,固体撮像素子

特有の欠点とされているスミア(光の縦帯)を完全に

解消したほか,可変電子シャッタ機能があり,高速

移動被写体の撮影を■叶能としている｡一方,モノク

ローム固体撮像素子についても,÷インチ(高解像
度用),÷インチ(超小形カメラ用)素子を開発し,
監視用,HA用,その他の需要にこたえている｡また,

放送用撮像管の分野では,好評のサチコン@技

術をベースに感度,解像度などを一段と高めた新

サチコンを開発し,高品位テレビジョンシステムの

運用開始に備えている｡

電子レンジ用マグネトロンについては,電子レン

ジの小形･軽量化と,出力の連続可変を可能とす

るインバータ電源用のものを開発しており,昭和63

年春の量産化を目指している｡

昭和62年の半導体国内市場は,2年続きの不

況を脱し,ようやく凶復へと進んできた｡好調な各種

情報機器の生産と,民生用電子機器や交換機を

中心とする通信機器の需要の拡大によるものであ

る｡また,米国市場も,昭和61年12月にB/B

(Book/Bill)比が1.0を超えてから好調を持続し

ており,1MDRAMの生産増加,ASIC(特定用

途向けIC)の需要増大など新製品巾場も拡人傾

向を示している｡日米間の半導体貿易摩擦問題の

未解決や円高進行などのマイナス要因はあるもの

の,我が国の昭和62年のIC生産額は1兆7,200

億F】(前年比107%)に達するものと見られている｡

こうしたことから,新製品の開発競争は一段と激

化しており,日立製作所も,サブミクロンプロセス技

術の確立や,ASIC化に対応するCAD技術の開

発などを行い,顧客ニーズに即した新製品の供給

に努めている｡

マイクロコンピュータ関係では,オリジナルマイク

ロコンピュータファミリー"H''シリーズ(8～32ビッ

ト)の開発を進めており,その第1弾として16ビット

のH16を製品化した｡マイクロコンピュータの新世

代となるものである｡

MOSメモリの分野では,市場のニーズにこたえ

て1MDRAM,256kSRAMの生産規模を拡人

したほか,サブミクロンプロセス技術による4

MDRAM,1MSRAMの開発も完了している｡

バイポーラ系では,HトBiCMOS技術をベース

に超高速64kSRAM,OA用ICなどの開発を行

い,充実したラインアップで,多様なニーズを満たし

ている｡

ASICについても,CMOS及びHi-BiCMOS技

術によるゲートアレーの製品化を行い,応用分野

の多様化に対応している｡

そのほか,画像処理関係の品ぞろえも一段と強

化しており,マイクロコンピュータ周辺LSIでは,

GDP,LVICなど,ロジック系ではDSP-Ⅰ,MOSメ

モリでは1Mフレームメモリなどの製品開発を行

い,画像処理システムでの高機能化のニーズにこ

たえている｡



大形HSカラーブラウン管のシリーズ化

カラーテレビジョンの大画面化に対応し,日立製作所独自の非球

面HSパネルとEA大口径電子銃を搭載した高性能の大形HSブラ

ウン管シリーズを製品化した(25形～33形)｡

今1=1カラーテレビジョンの大内‾由化に対ん』した人形HS

(High-performanceSquare)ブラウン管を開発した｡従

来26形1品種であった人形サイズを,FS(FullSquare:

角形)化し25形,27形,29形及び33形の4サイズにライン

アップを拡充し,シリーズ化したものである｡

人由‾曲のカラーブラウン管は,内向サイズに比例Lて

人力電力(陽極電虹,陽極竜流)を増やし,表ホ向樟の拡

大による輝度低‾卜を補止する必要がある｡最近は菅山を

崇くしコントラストを高めたティントパネルが一般に使

HJされており,これによる輝度低卜を補うため,‾如こ人

力電力噌の要求が強い｡また,前曲パネルの曲率半径を

大きくし,フラット化することによって見やすさを改善

することも重要なテーマである｡これらの要求は,カラ

ーブラウン管ではシャドウマスクの熟膨脹による動作巾

の色純度の劣化(ドーミング現象)が問題となる｡また,

人形化と陽極電流の増大に伴うフォーカス特性の劣化も

非常に大きな問題である｡今回開発した大形HSブラウン

管では,これらの問題を[ト在製作所独自の非球佃HSパネ

ルとEA(EllipticalAperture)人lI径電了一統によって解決

し,人画面で血司質の州象を得ることができた｡

本HSブラウン管シリーズは,田内テレビジョンメーカ

ーの大形カラーテレビジョンに使用され好評を得ている｡

大形HSカラーブラウン管シリーズ(25形～33形)

高解像度TSL方式固体撮像素子

高画質TS+方式固体撮像素子を可変電子シャッタ機能

装備形に展開し,S-VHS対応の39万画素高解像度素子も

開発した｡

近牛,ビデオムービの製品競争が著しいが,このカメ

ラ部の性能は臼の役Hをする固体撮像素了でほぼ定まる｡

Lj二技製作所では,スミアがなく高向質を特徴とする水平

読み出し(TSL)方式素了･をシリーズ開発している｡更に,

最近では,可変電子シャッタ機能などの新しい機能を持

つ素子をシリーズ開発し,ビデオカメラの機能向_卜を図

るとともに,撮像素子の応H一分野を広げつつある｡

HE98245は,画素数約30方個のNTSCシステム川であ

り,HE98247は,これをPALシステムに合わせた素‾f一で

ある｡また,VHSシステムを高画質,高解像度化したS一

VHSシステムが発表されており,HE98265は,このS一VHS

方式対応の固体撮像素子で,画素数は約39万個,水平解像

度450TV本と高解像度化を達成した｡いずれの素子も受

光部は‡インチ光学系に合わせ,次のような特長がある｡
■rり▲変電子シャッタ機能があり,勤解像度が向上する｡

5V単一駆動が可能で駆動が容易である｡各色独立出力で

あり,色SN比,色再現がよく,凶体撮像素子の最人の課

題であったスミアレベルも一100dBと事実上問題になら

なくなった｡

今後,高機能化が安求される電ナステールカメラ,終

種業務1l-jカメラヘの利用が期待される｡

表l電子シャッタ付きTSL方式素子の概要

項 目 HE98245 HE98Z4了 HE98265 単 位 備 考

受光サイズ Z/3 2/3 2/3 インチ

方 式 NTSC PAし NTSC

画素数(うち08数)594(24)×494(g) 594(24)×586(9) 792(3Z)×500(g) (H)×(〉)

画素ピッチ 15.3×13.5 15.3×ll.4 ll.5×13.4 トm (H)×(V)

飽和信号電)荒 l.3 l.3 t.4 叫A

感 度 19 16 16 nAル

解 像 度 360 360 450 TV本

ス ミ ア
-‖〕0 -100 -100

dB 飽和の5DO倍

駆 動 電 圧 5 5 5 〉

駆動周波数 5.4 5.5 了.2 MHz

ピ ン 数 28 Z畠 28 ピン

TSL方式素子の

外観
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4MビットダイナミックRAM

コンピュータや各種OA機器の次世代大容量記憶素子と

して,4MピットダイナミックRAMを0.8ドmCMOSプ

ロセス技術を基盤として開発した｡

現在,4MビットダイナミックRAM(4MDRAM)は,

コンピュータ,通イ三‡機器,各種OA関連機岩旨に広く採用さ

れつつある1MDRAMの次仲代メモリとして期待され,

またプロセッサの高件能化に伴い,i亡i逆性能及び多機能

化が二要求されてきている｡

これらのニーズに対応して,甚磐技術として0.8ドm

CMOS微細加工技術を確立し,積層形メモリセル方式の

適用によって,最終製品に近い4MDRAMを開発した｡

機能,アクセス時間などのl‾I標仕様は,1MDRAMと同

等以上とした｡1MDRAMから採用されたテスト機能も,

_並列処理ビット数を2倍の8ビットにしテスト効率を上
げた｡

高速化を図るために,1MDRAMで採用したアルミ2

層技術を使いメモリセルアレーの最適設計を行うととも

に,回路的にも新たなセンスアンプ方式を開発すること

によって80ns以下のアクセス時間を達成できた｡採川さ

れた積層形メモリセルは,アルファ線ソフトエラーに対

して強いことが特徴であり,1MDRAM以上の信頼性が

期待できる｡

高綾子度実装の要求にこたえて,パッケージにはSOJ(ス

モールアウトラインJベント)や,ZIP(ジグザグインラ

インパッケージ)などによる軌引ヒを行い品ぞろえを充

実させる｡

4MビットダイナミックRAMのチップ写真

OA･通信機器に最適なZTATマイクロコンビューダHD647180X”

大容量16kノ(イトPROM,周辺機能強化を特徴とする,OA･

通信･情報機器に最適な8ビットマイクロコンピュータHロ64180

シリーズ初のZ¶汀マイクロコンピュータを開発した｡

【ト在製作所のオリジナル8ビットマイクロコンピュー

タHD64180シリーズは,矧二OA機器,通信･帖報機器な

どに幅広く応刷されている｡このHD64180シリーズに16

kバイト大容量PROMを内蔵した,初のZTATマイクロコ

ンピュータHD647180Ⅹを開発した｡

このマイクロコンピュータは,HD64180シリーズのCP/

Mソフトウェア‾わ二換性のあるCPUアーキテクチャをその

まま受け継ぎ,またDMAC,MMUなどの機能に,16kバ

イトPROM,512バイトRAM,16ビットプログラマブル

タイマ,アナログコンパレ一夕,54本のパラレルⅠ/0ポー

トを加え,内蔵周辺機能を強化した｡内戚のPROMは従

来のZTATマイクロコンピュータと同じように,はん(汎)

別のPROMプログラマで書き込むことができる｡更に,

書き込まれたデータが不当に読み出されないように2種

類の読出し禁止機能を持っている｡内蔵RAMは,1Mバ

イトの物理アドレス空間内に自由に割り付けることがで

きるので,プログラミングの自由度が増加する｡このよ

うな特長を備えたHD647180Ⅹは,データ処理システムヘ

の応川,ファクシミリ,データ端末,ワードプロセッサ,

通信コントローラなどのOA機器や,通信･情報棟器に最

適なマイクロコンピュータである｡

ZTATマイクロコンピュータ"HD647柑OX''のチップ写真
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画像処理機能を強化したディジタル信号処理プロセッサ"DSP-Ⅰ”

1.3けmCMOSアルミ2層技術を用いて,画像処理の分野をね

らった積和漢算速度50nsの超高速はん(汎)用DSP(ディジタル

シグナルプロセッサ)を開発した｡

ディジタルシグナルプロセッサは,これまで適イこて,#

声の分野を小心に使桐されていたが,今l‖1,樟和演筒処

理を50ns(20MIPS)で超高速に行い,データの演算とデー

タの転送を同時に実行して高いスループットを実現する

DSP-Ⅰ(HD81831)を開発した｡

DSP-Ⅰは,2次九のアドレス演算機能,強力なビット処

理機能を内蔵し,史に高速な繰返し演算や割符を実行で

き,i叫像処理をも可能とするアーキテクチャとなってい

る｡命令メモリ空間は全空間をRAMで構成し,処刑内容

によってプログラムを変額して多くの処理を可能とした｡

また,大容量の画像データを格納するため16Mワードの

広い外部メモリ空間を持ち,DSP-Ⅰを複数個使用して,ス

ループットを上げるマルチプロセッサ使川もできる｡こ

れにより,高速･高精度の演笥二が要求される幽像処理分

野,通信分野,制御分野など幅広く利川できる｡

例えば,内像データや音声信一号の波形解析を行う場合,

512ポイントの複素高速フーリエ変換を1.5ms,画像処理

川フィルタは由素当たり600ns,内像処理川ベクトル演筒

は由素当たり500nsで実行できる｡これにより,カラーl′Ⅰ

然画像の拡大,縮小,川転,掛炎調整,フィルタ,エッ

ジ抽J-11など,静王卜何の高画質化,高品位化が実現できる｡

ディジタル信号処理プロセッサ"DSP-t”のチップ写真

HG62Eシリーズ

ユーザーの論理設計期間を大幅に短縮する自動診断機能付きの

CMOSゲートアレー,7タイプを開発した｡最大ゲート容量2万

4,000ゲート,遅延速度0.7nsを実現した｡

ゲートアレー製占占に代表されるセミカスタム製占占で,

テストパターン設計を含む論理設計は,ユーザーの分担

となっている｡ゲートアレ一に対するユーザーのニーズ

は,ますます高速度化,高集積度化にlこ】Jかっているが,

集積度が増すにつれて,テストパターン設計に要する期

間が指数関数的に増加することが問題となっている｡

今回開発したCMOSゲートアレーHG62Eシリーズは,

この間題を解消できる自動診断機能を内蔵させることが

可能で,高集積化時代にこたえる製品である｡

日動診断機能は,日動的にテスト1口t路を作成させる機

能と,そのテスト【p】路に基づいて日動的にテストパター

ンを発生させる機能から成り立ち,今回の日勤診断機能,

スキャンバス‾方式は,従来のスキャンバス法に比べ,自

動化の棟能を向上させ,テスティングについては,ユー

ザーがほとんど意識する必要がない程度まで向卜してい

る｡

HG62Eシリーズは,1l⊥mCMOSプロセスを円い,tpd

=0.7ns(typ.)と高速度へのニーズも満足する,使いやす

いゲートアレーが実現できた｡

CMOSゲートアレー"HG62E240''のチップ写真
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小形HDD用IC/+Slキット

OA分野で,小形HDDは需要の伸びとともに,大容量

化･小形化･低価格化か進んでいる｡この動向に対応して,

小形HDD用IC･′ノ′LSlキットを開発した｡

ワークステーション,パーソナルコンピュータ,ワー

ドプロセッサなどのOA機器では,高性能化･高機能化な

どのために,外部記憶装置として′ト形･大容量でランダ

ムアクセス可能なHDD(HandDiskDrive)の需要が高ま

つている｡現時点での市場の主流は,5.25インチのハー

フハイト機種であるが,OA機器の小形化に伴い,その中

心が3.5インチ機種に移行していくことが予測され,それ

に対応するため基板サイズ縮小のための専用ICの開発が

強く望まれている｡

日立製作所では,このような市場ニーズにこたえるた

め,アナログ小信号IC,パワーICからハードディスクコ

ントローラまで,充実したラインアップをそろえた｡ま

た,標準インタフェースSCSI(SmallComputerSystem

Interface)糊コントローラICも新たに開発し,更にユーザ

ー独Flのプログラマブルなデータ処理を実現するFDP

(FileDataProcessor)も計画中であり,よりいっそうの

ラインアップの充実を図っている｡

小形HDD用IC/LSlキット

転送速度 5Mbps 10Mbps

回 路 (ST506対応) (SCSl対応)

リード･ライト HA16652P/MP HA16652P/MP

アンプ
D｢ 0｢

HA‖う688MP

ト1AI6656MP

HA16688MP

lHA-6676MPリートチータ再生
HA16686MP HA16686MP

lトA】6663MPl
HA16862MP

0｢

HA16682MP

HA=う658NT/MP

HA13406WJ†

HA16663MP

HD64!)5】

HA16658NT/MP

HD1530050｢

HD153007〔汁

HD153009

HA13406WDr

インタフェース

V F O

2,7RJLコード空復調

スピンドルモータ
HA13426 (〕r HA13426 ()｢

ドライバ HAT3441 0† HA13441 口｢

HA13442

HD(∋3483

HA13442

HA13447

HA16670MP

ヘリドアクチュエータ

ドライバ

ヘッドアクチュエータ

用コントローラ
HA=∋671MP

HA16672MP

FDP(計画中)H D C

メカコントローラ HD6301,HD6305 HD6301.HD6305

超高速(15ns)64kビットスタティックRAM

キャッシュメモリなどの応用に適した超高速(アクセス

時間15ns)の64kピットスタティックRAMを1.3卜mHi-

BiCMOS技術を基盤として開発した｡

はん(汎)絹コンピュータ,ミニコンビュータ,また最

近では,32ビットのマイクロプロセッサをベースとした

ワークステーションなどの高惟能化のために,キャッシ

ュメモリとして採用されるスタティックRAMの高速化要

求が強まっている｡

このような要求にこたえるために,従来のHi-CMOS高

速スタティックRAMシリーズに加え,高速性に優れたバ

イポーラトランジスタと高集積･低消費電ノJ特性に適し

たCMOSを同一シリコン基板上に形成するHi-BiCMOS

技術の開発を行ってきた｡本製品は,既に量産実績のあ

る2トImHi-BiCMOS技術をベースとしたHM6787/6788

シリーズ(アクセス時間25ns)の超高速版で,1.3卜mHi-

BiCMOS技術を基盤としてアクセス時間15nsを実現し

た｡64kビットTTLインタフェースタイプでは世界最高

速である｡

ビット構成は,×1構成のHM6787HPシリーズと×4

構成のHM6788HPシリーズがあり,パッケージは22ピン

プラスチックDIP(デュアル インラインパッケージ)及び

SOJ(スモールアウトラインJベント)が朋志されている｡

超高速64kビットスタティックRAMのチップ写真
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CMOS16ビットマイクロコンビューダHD641016(H16)”

実時間処理性に優れた高性能マイクロプロセッサを核に,

機器制御に不可欠な周辺機能を多数内蔵したCMOS16ピ

ットマイクロコンピュータHD641016(H16)を開発した｡

機器制御を指向し,実時間処羊剛tの高いマイクロプロ

セッサを核とし,多くの周辺機能を同一チップトに集積

したシステムオンチップ形のCMOS16ビットマイクロコ

ンピュータ"HD641016(H16)''を開発した｡

このLSIの核となっている16ビットマイクロプロセッサ

は,コード効率の高い直交形の命令形式を持ち,32ビッ

ト×16個のはん(汎)用レジスタ群(レジスタバンク)を最

大16組み持つ｢マルチレジスタバンク方式+と呼ぶ新し

いアーキテクチャを備えている｡従来のアーキテクチャ

では,処理切替え時に,はん川レジスタ群とうミメモリと

の間でデータの退避･回復処理が行われる｡このデータ

の退避･回復処理の頻度が高いとシステムの処理作能を

著しく低■卜▲させるが,マルチレジスタバンク方式の開発

によって,データの退避･州夏処理を簡単なレジスタバ

ンクの切替えに置き換え,これを解消することに成功し

た｡

HD641016は,糊辺機能として,DMAコントローラ4

チャネル,16ビット多機能タイマ2チャネル,調一射iiJ其f】

式シリアルコミュニケーションインタフェース2チャネ

ル,割込みコントローラなど多数を内戚しており,ワー

ドプロセッサ,ファクシミリからプリンタに干る高速か

つ多量のデータ処稚を必要とする人規模機器制御什=ニ最

適である｡

CMOS16ビットマイクロコンピュータ"HD641016”のチップ写真

幹甲良甘

■高密度表示用カラーディスプレイ管

EWS･CAD/CAM端末朋途に,20形2M

ピクセル表示管などのカラーディスプレイ

管シリーズを製品化した｡高密度表ホを実

現するため,EA(EllipticalAperture)長lリ

人Lj径竜一-f銃,ドットピッチ0.26mmの微

細蛍光面及び高速走査用低損失偏向ヨーク

を採用している｡

■白黒表示大形液晶ディスプレイ

｢l色背景に黒文字表示可能な新方式液晶

と冷陰梅蛍光管バックライトの組合せによ

って,640ドット×400ドット表′J小†能な見

やすい人形液晶ディスプレイを開発した｡

15:1以ヒの高コントラスト表示が可能で

ある｡

■1MビットスタティックRAM

ラップトップコンピュータなど情報関連

株器のパーソナル化 ′ト形･軽量化の要求

を満たす大容量スタティックRAMを開発し

た｡128kワード×Sビット構成で,0.8ドm

CMOSプロセス技術を採用し,パッケージ

は32ピンのDIP及びSOPである｡

tlMビットフレームメモリ

HM53051Pは,ディジタル画像処理専用

のメモリで,特にディジタルテレビジョン

やメモリ応用VTR向きとして開発した｡

標準1MDRAMと比べサイクルタイム60

nsと高速であり,しかも大幅な外付け部んⅠ-

の低減を可台巨とした｡

■LCD表示コントローラLSI

HD66840Fは,CRT表ホ用のRGB信号を

LCD表示用の信号に変換するコントローラ

LSIである｡本LSIの特長により,CRTシス

テムの応l‾円ソフトウェアをそのまま継承す

る液晶表示システムが構築できる｡

■高耐圧ZTATマイクロコンピュータ

``HD4074709''

HMCS400シリーズの一員であり,蛍光表

ホ管コントローラ,高耐J二仁Ⅰ/0,16kワード

のROM,512デジットのRAMを内蔵し,

Vl､R,CDをはじめとする民生機器の表示制

御,システム制御用として使用される｡

■32ビットマイクロプロセッサ"H32”

4EDNMIPS(20MHz動作時)の性能及

びOSや高級言語に対する高い適合性を持

ち,またグラフィック応Hれ二威ノJを発揮す

るTRON※)什様の32ビットマイクロプロセ

ッサH32を開発し,その他周辺LSI8品種を

開発lいである｡
黙)TRON(The Rea肘me OperatingSystem Nud飢S)

プロジュクトは,東京大学の坂村 健博ヒを中

心に国内外各社参画のもとに進められているプ

ロジェクトである｡

■4V駆動可能な超低オン抵抗パワー

MOSFET

オン抵抗を従来の‡に低減(什一チップ
面積比,当社品比較｡0.03～0.4n)した耐

止60Vの9品種を開発した｡また,5V系電

源(マイクロコンピュータ,TTL)のl自二接駆

動が可能である｡電源,自動車用途として

機器の′ト形化,低損失化に最適である｡

■マイクロコンピュータ搭載ハイブリッドIC

マイクロコンピュータ,メモリ,ゲート

アレーなどのVLSIを1パッケージト勺にべア

チップで実装し,外周を特殊レジンで封l卜

したもので,電川11路の′ト形化に寄り一Lて

いる｡また,ソフトのコピー対策とLての

セキュリティ機能も合わせ持っている｡

■LD駆動回路内最光送信モジュール

2Gビット/秒帯高速･人容量伝送111の光

送信モジュールを開発した｡Ln駆重力円GaAs-

ICをLD,モニタPD,熟電子冷却素了･ととも

に同一の気密パッケージヘ内蔵することに

よって,高速動作･信頼性のIhJ卜･′ト形化

を実現した｡
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