
イント ガングワールおよび

コトラ発電所納

29,糾()kW(■新川刷)HI)†

水車完成

ノこ岬ケニラ発電舶‖水小にリl続き､イン

ト､政府､.い)･受汗し∴ニール∴′ブワーー′L十∴1二こト

ニ∫トニプ発一.昆川川J29.朗()l(Wり(〃)川)tl【))

ゾりベラ水車2日小こび)亡土ど′ノ拙文した.

両発電州石‖l卜 l(ハノこ一 ケラ ケ､ノ､

⊥り8て†八 卜流のナンカ㌧L㌢■､∴二川-Jノ､

アナ､ノL仙し糾二子†トノ【二そ′巨二どノiし,18r･′イ′し

の地∴■､-二にぁるこの~-./~~ル)滑走舶上川51

了ド､川･什様によ両鋸~追さJLた隠忍所で

堀~r!三両隠~丘所ともが+′Lドゥナンリー十製

25､10t)kW(:ミ:う,5りl汁IP)カゾラン_水中二

ウ_･〔フ∴ナンゲハウス製27.5()()l(VA発√.E槻それ′ピノ1し2f｢

′月掛釧-である.′㌻川は二.巨仁一)の発電川ホニ･それぞれ1
､

J酢是されるものでぁるれ 既.設機とほ宥~lニリー主なりプロペ

ウ水車か採川され さ仁パこ川力ほ29,84りlくW(4(),0Ⅲ)HP_)

に州太され′-二 こ.Hはすでに卜､ラフトチ_｢--ゾが1~i-封托さ

什~~こいることなど比較的きJ-こl_い条件で寿,∨･たJ■＼悦雄

.ンて遁如こよiトモの一｢肘掛･t一卜)ナ満足できそ′も什亡し右,ること/∴
舵1乙合さjした..

什佃一H欠のと有りで丸ぺ

出

i■■江

藩

り‥
…29.8執りkW(ヰ()､し)(二)OHP)

.-ト】. ‖5.55Ill‥リsり,08t)ft3/s)

ノr二二
.‥29.87111r98ft)

いl吐三数 ..167叩111

鯛造卜〃うふもなろ特見よい_帖三郷分封叛き.全面的に熔

接構造せ叔川したことで.構追.設計にほ･根性こよふ応力

仙己などを子Jニト 碑夫なもJ)とし)･-ニ ランナは加lI二輪送

の観点よj).ボス.プレートむ分′.判し.糾_打構造とl_/ニ

ー再伸受は冷却椙別間の職制循張~ノんくを採j=しじ.i潮胤
漏水に対してほ排水ポンプ2ホを設け,軸受都への浸水

にほ7テ令を期してぃる-

弟1ド129､糾()lくW(4り.りり()HP)車 中

ラ･ベンダ納7,500kVA発電機完成

ノキシ十両け第∵1･発電機とt■て,lト〃製作所で製作

な寸すめてきた∴ メキシコ.ラ･ベンタ発滝所納交流発

電機2日亦二のほど完成した.

∴J)発電機比 定桁柳i=-1:7,500kVA抽L度_仁井6りOC.∴

回転数:i(l仇p111で.さきにFl二立;掛作所がノヤシ利こ納入

Lた.廿ナロナ発電所納が)の8,7501くVA(温度_仁外6()OC二)

一発電機とほほ圭二た機械である._発電機ほ四角のニュンケリ

ーートピーソト内にすえ付けらJし
舶面｣｣こは励磁機の丸か

川る形となる_L ピット内の空l昌~1を有効に利肛するたれ

固定イ･枠ほ八ff】形とlノ,四隅に4偶の空気冷却絹な配し

ている一..また~卜部の 内軸受は∴淵輔両を冷却するたが)

の水冷蛇管せ牒略し,′ノ宅仝な自冷式帥受として配管な簡

単にするなど､綿々｢津‡!的な設計を採用Lた･､

この発 機は,フランス,ネノLピ､ソク手卜製の水中にi【r-1:

糾されて運転さjtるものでf一休実は~~F.記である

発電機什様

,キヽ11

零

一-r-＼-･115,--

数…………………………………………2子†

‥7,5(禍kVA(温度上昇600(二〕
8.625kVA(温蜜_1二昇800C)
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第2図 7,500kVA交

116

第3図"たかな･ス.り周 三にポ イ ラ

笥

回 転

間 濃

力

Jl_‥ 一 6.911∩＼′'

数…･
‥3用1rpTll

致.‥
..‖6(十､.

滋
l

.80qβ

防衛庁納甲型警備艦

"たかなみ"用主ボイラ完成

廿土製作所では防衛け納l‡慢脛

備艦-`たかな夫‥川下オイラを受

注し,鋭意製作中であ一つたかこび)

ほど呉分~｢二均にて雌上組立を一完成

し,1~け~-リ羊遇恥二おいて艦内犠

装申である

このj一三ボイラは艦艇用とLてぴ)

使命を十分果すために卜.記の点こ

特に有点をおいて計画さカーしてい

る｡

｢1)

ノ･叫怪し､
-

･

(3)

r4)

スペース∴ノ~′'ククー∵バよ一′二項吊:

す.津別′龍再試く堅′十:であること

効*か高く経済l杓であること

櫻作,保勺.Jl､】二輪か袴易で方.る

すなわちヰニボイラほインチブラノLフー′･

-ネス形を採用し,水冷壁にほグローノ､

寸アを埴/-〉て燃焼を安定.良好なFっし好一),

節椚封二ほ′卜形フィンを/つけて熱吸収*

を椚太させている._ またケーシングにほ

何級鋼板を闇川して軽量にし,ケーシン

れ瑚榊計曾体を空気箱で掛＼ガスもれの

皆無をほかるなと＼数多11の引如･こ払わ

′いこいる
本年11日の海l二運転に際l_.∵

は‖ほるカゼ‥"lノきな入‥｣1り棟木いに

ハ真価を発揮するも〟~)と与野チされ･l

弟3図ほ陸上組､ンニを1ヒ/し.仁一と分l二域

より海上輸送のため叫馴l横様である

圧様を卜記に概述する.

数 量二…………………………2紆

品ノ∴′蕪登危.. 75,0(JOl噌/11

蒸気けノJ(遇熱暑是川=にてJ

…･30kg/cm2g

.蒸気温度(過熱器出口にてう……400〇C
給水温度………………………1100c

燃焼ソ/式...,
….重油専焼

通現方式‥,.
.‥.強許通掛
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ー ス

第4図 EI〕46形.たトl両十日 滝∵気 植毛関｢

ED46形交直両用電気機関車完成

国鉄か常磐線で使用する予定で試作したEI)46形エフ

サイトロン水銀整流器式淡泊甘粕指技摘緋掴二が水ノ~中二場

で完成しノた｡

常磐線ほ現在淑子までか血流1､500V で電化さJし∴

電車運履を行っているので,取手から光力ゝ交流20kVで

電化されるL:この交底切換えほ,政了▲,藤代間′ヒ子‖一に

~･~巨上から切換える方式をと--Jている_.

この機関ヰニのおもな特長ほ次のとおりで鼻,くノ

(仁)常磐線彼の幹線では従れ白紙′電気機関車6動軸

(7~)ものカ∴必要とされているか.木機関車て烏虻F孜と
同性能てB fう.64tにおさ〆りこ そのた♂)には･F･Eメし

郎分烏=ノら/'Jん,車体.†7小~まて特別の軽量化.…~弦.さl･与了

†トー1ていくノ

(2)子㌻卓の小火J二l偶の什ノ｣人きい仁L占~動機を取什

け.施=巨装置を介J~二机`後の2動軸滝汗榊~.妄に駆.動すぞJ,

1子トr巨1√■~E動機フ･トレ採用している._.このん＼Lくは粘着引

揖ノ｣を上〔∃■す勅リミが人きいの

-てほ,/｢後止∴仲川さ.れ

で.

､

ニの機F~軋車の成績によ

rり■能什か多い.
=ト)′吏油木用≠運転甘いエ,Pl_)7n形でE【_)71Jけと巨-■=

∴水銀一軋貯甘ぺ機関車上lて圃け.Ⅰ仁l流巨二l肛(∴三架線

いL-川′-†:流1,5川)Vろ了′笠｢す-か′ト√従来け)直_i･在機仰卜

7⊥二んr･-`典エ〔るノニニノちカ′しtl相川相聞.祇杭制札
弱捏越川膵順パ十--,て.通せ制御を音ト,ている

このた豹変流運転の際でも,要しl二器のタップ初換土あ

るいは水銀整流器の位机制倒烏ふ与川い

√一4)如〈川J勘エ′いj~■･~i~･に切押り∴トノ手を｢■動拭rトi

･ユニ上妄二よ _-てi二i‖川各を遮l附麦,1七山L椚机軋.な直亜
燕器㍑∴∴ト~Ⅰ廣州Jに転換して■けJノれ■エカ㌧｢■動慄†′=王

117

忘れた場合,あるし最北はか止常なカl≡引こ切換えられ

なかった場合などほ遮断器が投入されないようになっ

て-おり.さらにブラニ回路か構成されたまま輿竜圧区間

∴†夏人し_イニ場一合には,直流に対L.ては_jiヒューズ,女

流に対してはABBで遮断されるようになっているり

(5､:)客車用暖房としては電気式が採用されるので,

この電軋･よ,女流区間.運転日]は主変圧端からとってい

るカ∴ 直流匡二間運転中は,水銀整流儲せインバータと

して運転することにより女流を得ている.ノ

ぉもなる仕様は次のとおりである

ト定メtりJし..削二Jは滝5什＼′,2()1くⅤ およびL自二流
1,5∩()Ⅴ

運転整備_重量…………………………………………64t

連続定格出力. 1,400kW

最高運転速軋= 110km/h

1ニーー碇重力機…
,…700kW

2

水郭拍勘■充器……†武冷圭一L､切 エクサイトロン式
連続定楢l,550lくWl,500V

ヰ否ケ′≡･-一~ノ結線､全滅霊流

l一艇廿~.軋.‥送油吼冷式 密封形

~′ン ~′'ル コ7'-一 夕 す ノ

】.56り/2,170√･/2り1てVA

t-1川‖ノノ~式∴■.井重通非=動,厄並列鵜統制御,およ

ひ昇磁制札 一竜磁空気町~jンニストソナ式

運輸省第取巻湾建設局向

低位形電気推進自航バケット式

しゅんせつ船用電気設備一式受注

け↓恨作所け/パ=憮亜省矧几l港拘庖㍑鉦卸-｣低佃断E気

パり生l■l航∴ケ ト式Lゆんせ/_〕掛川竜一気設備-･式をHネ
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銅管株式会社より受‡_i三した

このしゅんせつ船は~-i二として港湾の航路.狛他のしこ‡j

んせつ作業に従事する高能率なもので梢に榊削ノ｣を′威力

にし軋上質のし沌んせつに適したものである

直流電拡張il-さ～と!】てディーゼ′し発電機をイJし直流`電動

機により押進拙およJしりJんせつ機を駆動し諸躁作ほす

べて電劇としている

盲_二光電機伸二流)2〃封∴し形i･こ兄姐仙ト･･こ鮎t-′上さ右

17′†のディーゼル磯故により駆動される 第1_一巨党′電機

ト1501(W)ほワードレオナード式制御により推進電刺槻

(4nOlくW)またほ切伴えてバケットライン電動機(4(,)り

lくWlに綺電する.二.第2｣二光電機(2(.)t)lくW)ほ肛軸1押)

補機,樋甘~などの電視またはしり)んせつ時の中根 械,

機関石鯛機,電出■などの電線ならJごにワードレオナート

制御系統の臆測として仙川される._.

補助発電機川高か2域ほそれそ沸川棚申)デ1･--ヒ′L機

僕汗二より由藩■灘刺さJt_る.第･紳助矧甜脚75kW=よ巨

視動機修州11■=にふいてラダ岬の巻上そのほかl=似機械り)

電源として使≠することな=的とする外航淘鴫瑠㍑_上発

電機の予備とし■(二使用さ′hるし.第柑二補助発電機(2tJl(Wノ

は碇泊申の偏湖として相川~jされるじ

:別御軋i宣盤ほ鋼似て裂ニト丁_ウビク′し形とト･二次′ノト･いノ)土

妄)柑戊さJl_る.

上 発 電 機 盤.
.‥二面

推進川竜動機軋
.1刑

′ミケ･ソトニライン用電通伸酎蛙 .1佃
励 磁 機｣舘

細則発電機盤………………………………………2【自【

操 舵 機 盤.
.1.1川

陸上電源受戒瀾.
‥1両

沌 電 源 瀧

推進電動機は制御軋滝磯ぺ≠御できるJ｣二′リ･に仙川小室に

おいても遠隔制御するようにな′,`~:二いる

しルんせ/)廿温動機として次のもの/うふり しこし∴せ

っ作業時にほ操縦ヰ1こぷけF)jしたギ＼-f妹札捌･封狛紘より速

隔制御するようにな′,ている..二れ戸)♂)′.壱動

ほキユーピケ/=抄ハ倶〔電磁接触紬鰍二l`二万､

ウオーー生揚機川
….9()lくW

-､ヅトラ rン場錨機≠し…………….6(JlくW

舶~｢i■左舷揚錨･機用
….40lくW

舶欄=･髄拐錯機=……………………40kW

舶H=場釣=簸川.
‥4()1くⅥ｢

ノこ′しトコン/こヤJfト
..‥25lくW

｣ン/こア'7L ノ､告=横川. 7.5l(W

ク､､ン/こ聞聞Jtj‥ 二う1くW

キヤツスタンJ†j
…5lくW

川起動器

仁ノ

′T

′丁

′--

リ■｣､
･- -､

⊥｢
l

子｢

千丁

･･般動力製汗半ノ)ホンソ用.証餌肘蔑Ij.躁批機川,空k

圧縮機州滝動機とし･■二1】kⅥアユり1.1lくW二卜⊂･1りfrノ■ンこ

あり,吏た,交流竃i力冥什i〝う竜勃発電機もふる

一一.11バ

ユ
ー ス

/沖-｣の電気灘進〟式ほわか国-ごも珍しトノノ式であり,

l貨‖系ノ軌よ大いに張りtが),これか完成に甥ノJLている

最,互トレヅジー･rホンナ形,シ∴･ノ′二級′こケ∴ソト形とも

に次掛二人称i-ミニ化ト･･二おr).港湾の拭麒㍉丹､11二･jl二のi.り

発化に伴い人形舶の勺埴l十放生比卜の

.
.
〓汎戌 両かぁり.

′㌻回のものほこのモデ′しとなるものとして人トに汗Ilさ

Jしている

試作日立･M･A･N V8V22/30m.A.u.L形

ディーゼル機関完成

J=ル主=本巨け-放.i鋸一磐緑でミ･.7推しているⅠ)l√9り形デー

--ビル電気機闇車に搭峨1__.てし､るト機ほV8V形デ■f--

ゼ′し機閥で應,るれ この機卜紬二適齢堅気冷却絹せ.設け､〔

JlりJをl≠恒たV81･r22月()111‥へ.u.l.形ディーゼ′L一機関

ノ■∴二C/)(主どlト■′二製作所性ノil二J加二おいでノ三成t__た.

∴しり矧榔よlト■′二′バト1㌧ソM･A･N什とし叫壱利別勘二

拭し､て掛′lミし｣亡いる鳳雛)申で.中二州-iJと.~Lr二はわか車l

で‖ノ｣歳ノ(L/)も〃)であり,小り仝鮎舶こトミl就.㍑を相川JL

/~二lト■′二M･A･N機閻という∴'､･こで汁lトトこきも什ご仁らノ

)将来ハ発根右左いに刑誹1れうものぺしら,くJ.

主 要 要 目

心笥数-･…一シリン∵十はン1~用!…16 ニZ2(､)111nい.3り=ll=l

通続定格川J川叫転牒………………1,9U(1PS/900l･plll

･時間定休州り/回虹数.‥
‥ 2,08し)PSノ1,00りrpll】

′ゝ

1

■ヽ

】

.llこ(過給機をrキわ) …4.23511ュI11
帖..

.1,630111nl
乍高上卜上付頂けJ∴ り ン ごト･､､､ドトl両圭で)

車結 し軋撫重量

1,550】11日l

f),ニ!川‖､g

J二115卜く1=イ∴M･A･N V8＼/22/√:iり11l.ノl.tt.lノ帰

ナf-王′L機†~1ヒ■J
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日 立

吐出量わが国最大の歯車ポンプ完成

〉トー′二期′州亀イ′｣`り1･い畑-~｢ノ､J〕二とノー∴小石r八川川･

】,.な誼る崗申JJ-ノ ーり一仁{l南柏紺〃山川･王'ノr三城し

本陣汀==侶昭雄晶∴常北日蝕†=帖二納人∴右･Lt~冊

むケンゾJllL､ノウンーノノーノ＼,､移送~j一ろハに軌皿さ右∴･}{-=

で一 次rハ⊂tうノー〔駆仙被利一′り-せ~･1畑佃い崗車む=j∴

′ウ､J､｡′㌻J〕〉tトニ.いり､ニニーけぃ柚=上二
卜′い丁∴トこ~′'りン

ケむrキか㌧856】川11⊥lうノ､こ､さイt二【･ハでr-1′

お も な 特 長

(l)J ‥相川川 イー′･巨∴=≒■
1

r ≡上 ン1ト'､んこ二)∴

j､せノノ. 1卑小叫~､1殊1-■1いも二
L

ll川1.:宕二い=Jlり旬〟∴Å∴ノし⊥∴こ､F】･畑∴座車

t2)射中小描㍑1-･帖恒 ･帖;†〔∴･=≠

i

ート･･､~′ りンソ1二･仲川r.!-1ニー小rノ) ..､トIJrl一=諭

.二_上伸=′､り左1.′トニせ′f~

(:i)酢芝川･門川･は=し㌔･刑汗ト＼二,し/1■‡〔;f両:_】1,】
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トランジスタ生産工場増築なる

日 立

電予-f二業のめぎましぃ発鮎こ伴■い､ラ

ンジスタの需要もぷ灘に仲じ･､､.首ノーーノノ

ーとも坪條にぶふメ)らJ〕である

HJ二製作所ではさきに完成Lた郡上

‥壬l分≡=即∫のトランジスタ研究所を人々的

に拡張し,名称を武蔵:J:場と改め落成式

も去る8‖81｣に行いl呂二虎にさらに相中

をかけることにな一)た

この増築により,今後の牛酪数拙まfj

虎約400方個となり71苺躍的に増加する

武蔵r二場の規模は敷地約10(上00r)1汀∫

ユ
ー ス

弟8図+∴∴粧し/二l､r′二惧=′巨所武蔵l二場

延J一､相勺18,000n12となり国家の載潮増持であるユLグー

ーユニクスの分野へ文十ど.bりノ(き､く前進することにな/､

診察用3極Ⅹ線管DOG-105完成

廿立製作所度原L場では桁一川胤ノノ式の診察日Ⅹ棟管

DOG--105を完成Lたこ

このDOG=･105ほ陰極に精一〃引凝を付加した′J､杉浦浸

式X練管で,X据管電流を櫓｢によr)制御すること′シ､こで

きる.

nOGiり5 を診察≠二∵/テンサJ王X線装f宣と剋JH斗せ

し･1吏用することにより.二∴二短時間♂)Ⅹ棟撮影か~叶能に

なり,特に血液循環系の撮影などに好適な品掩である

触喀の定格は次のと_hりであろ

概 略 定 格

ケト昭十沫‥･ ;二.乙､ミ2り5-15m】11(∵二
_⊇二←-′√/ノ

最人那直ほ 51■1Ill】11

フ r
二′＼

1

机

†

1tL

什二･

流‥

.1ン軋焦■

･‥･4.5-＼11.U＼･｢

･･ニう.5＼6.nA

･･･5辛5nl111

弟91封 言須訓に川相識沌 L)OG-11J5

l二∠‖

人他=ト.E7イ

ト工

､

在世帯式
‥･1(凡)kV】)

二了ンナン十人･ …･80kVp
最人速耐電=一二

‥･100kVl)
連続負荷

…100kVp,3mA
短時間負荷………………全波70kVp,180mA,1秒

計電流把怖欄刊十…‥……･･90kVpてニ′･リソド電=:か

2,(〕(1nV
_=卜

高感度テレビチューナ用受信管

6R-HI王2,6M･HH3完成

ll打製作所茂I京-1二場でほ高感度テレビ十･L-ナ用受†←て

骨とし∴十ごに岩層し■てし､る6tiHHl.4R HH2,5M.

I~IH3の姉妹品6R-HH2,6M HH3女完成Lた

6R HH2は高周波カノ∴トート増幅管でその特長ほ

(1)伸/二二∫ンダウタンスか従来の6BQ7-Aに比Lて

約3り㌔~高∴隼･ているたす滞=〔1B利得訂l二ること

(2､)尉如間櫛■竜酎-1:力16BQ7Aとほぼ回しなので,

~キュー十を改造することなくこ交粍似†一書｣することかでき

る-たた斗二の場｢｢,-h′卜によ一-てほソレート電流

ノ用己わ十ぎることユう､ふるので､1k‡ト ト叫1モ拭を

~トーーナのH電淵‖路こ付加=_-･:佃Jり･時ナ_-し-ナ√ハ

H電圧ノノ､Ⅲ肌'･∴′去ろ｣､ノ∴すろ必･射･こふくト,

ぐ:う)州/J二二∫ンヤ ワン:く相加､｣七校的ける■しJニJ､′′よ√ハ

で,AGCの調整吉瀾‖.であること

立と~で毒,る

次∴仙1rlH:･㍑ル用隠虹吊∴明渡裾酢蛸でニケ-ハ

トrj:｣_一三(.㌻
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第1()lぺ毒

日 立

高藩皮ナレヒ一千_-▼▲--一ナノl卜壬1′:,-

6Ⅰく1iH2./f(う八4 HHこi

rl)従来ジ~)6J6∴比し･机句十-Jンタ､ブタン1ノウー約朝
ク

■二】
〃rl~■l】√:なノ､〉二いるた耳-,変換利子†け･約2dB】し-`-㌃､′1ン㌦

二と｣

2)電極間辞電容箭オ 6J6 と(まほ1i~日工(入力容-fiち:

Jlこり.2Ⅰ)F-1↓､穴､ふえる仁･′ご£レ,つでそ仁一7つままさしかえ■~二fむ

川すること力､こできる したたし 一部の一ヒりl･はそのまよ

さt_かえたのでは12チー1.′ン▼ネ′しで発振lな1たろ∴.

ノンニぁるカゝもしjtなl-
し

なと■でぁる

二L/)(うR HH2,6M Hrlニトノ~)2純をf山川することこ･こ.-[

り,6BQ7A.bよJ6.丁6を仙=Jしたセリ卜に比しセーソ

トノ~)利紬よ｣-､6dB直=斗.】.てりぺ川描･比ほ 2､∴-idfi

向上する

6R-Hl-12､(i八4 日I墨 一肌裾ハ定借は快･ハと守メ)▼･誉.キ,

6R-HH2 概略定格

彬 j 法
′､ゝ

_に
56111日~1111aX.

最烏那直わ∵莞.2111111111三l〉､.

1～､ ニ~′'-r-_-_~/'′ヱニダニノ 9し二

伸……‥……イ日中軌堰化物準用
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.∴補

外 形

6M-HH:i概一喝定格

ミリ∴ 仝 Jユ 54111111IllaX.

最大郁直径 19111nlI11aX.

企‥ ミニ｢′'一千エアボタン7ヒシ

極‥‥ 停整形酸化物塗布

ヒータ電月∴..

ヒータ電掃..

6.3V

.‖.往45A

ーー121

ユ
ー ス

辟 轡 特 性 L各-1~ ト ニノ

ー

-ト 告旺.._. =l()V rlt､､

IV(1ぐ

ノL lli,i･札‥ 11mA dr
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. 帖

ダンパ用高真空半波整流管6G-K17完成

日立製rl棚減源1二場ではテレビジョン′受像機のダン′ミ

=傍熱形諒真空､lく･波慎流窄6G--K】7を完成した.

二の6G K17は陽極プ三弧_獅付電虻4,500V(絶対最

大植).陽噺11二流電瀦‖75111A♂~)最ノJ封紆を存して一寸ゴり.

1ムf′･雄拍.=車つ∫受像伴をもちいたトランス/~ノき受像機び)ダ

ンパ骨とLて好適な品沌である･

6G-K17は従凍品1縄6AX4--GT の代E)にそのまま

差掩えて仙川することがで㌢.かつ 一府ま手命が長くなる

二Lか聞㍑できる

6G K17i!6AX4 GT と比座すると次C[)Lヒうな特

陽棚特什

バービ7ソスか

l捌こ■桁丘流ノウ~､流れる

回し-陽極′電鮎こおいて2伯の

したか一 て回し■牒柚須昔流に対すろ

†自叶⊥-Eト【三陣~卜ほ約6りクらにさ力■こる

(㌢:最 ノ(定㍉楢

陽極電流は尖頭伯,廊舶直ともに1.4竹まで流す二

とかできる 耐什ヰ)P KF札 H Krl一月とヰ)に1()()V

l

-
･

･

､/l~

.】J⊥

･-りソート■.プレーート上もに両横かノ(きくな/-ており.

鮒lくJ∴温知伸二満し･定櫓に十分耐えろ∴とノウ､こできる

ノ1こと-､である

概略㌦`′長柄は次ゾ､)上守一うりで.も乙

第11図

キンパ印 】トJl貯空γ灘

整流管6(;-K17
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日 立

14形超高感度テレビ"シルビア''FY･440発売

へ〈/-＼_(-/＼-へ(((-(-ノへノーーへ′-､(-((/＼ノ､-′--ノ【＼-/-一一＼･′＼一人へ′′-■-＼ノ~､｢｢ノ､′＼へ~＼･｢-〔/~-(/＼へへ-(-√＼(′

日立製作所からこのほど1･1一形超高感度遠紺舶用の家庭

向テレビ"シルビア''クラスの抑捗‥シルビ7"FY--44し)

が発売された...

日立 作所でほ昨年末以来l~感蛙ほ200?ら_lのキヤヅ

チフレーズで,全機租にわたって超高感度~兵望甘口宣

HHシリーズを採川してきたれ本機にも日〕ンニ4R∵HH2

および5M-HH3の2本を採用しで極微電卯地域でも驚

くほどハツキリ映るという性能をもたせているり

本機はいま好評発売中の"シルビ7"FY---450の姉

妹品であるが,さらに改良されている点は,スイッチを

入れるたびに音量調節を必柴とLないワンタッチスイヅ

ナシステムの採用,チャンネルツて を豪華な大形とし.

より見やすいチャソネルインジケータに改良Lたこと

で,そのほか,独巨†のハイプー′イ前面音響プブ式"シネラ

ックサウンド"システム,ボリューム式トーンコン/ト

ロール,イヤホーンつき,放送局切潤えもできるリヰ=｣

置(CW-30)の取付け叶能など,日立テレビ共通の

特長を備えている｡

価格はイヤホーン1胤脚つき,リモコン別で,現金正価

61,000円,月賦正価64,400円(12繹†月の場合)であるし,リモコ

ンCW-30ほ別売でイヤホーン2個つき現金正価3,20〔･)l岳jし)
規 格

受信チャンネル 1､12チャンネル

使用 真空管……………16球(ノラウソ管を含む)

使用ブラウン管……日立14IiP4A(S)(メタ′レノ∴ソ

ク90度偏l-′-jネオ･ブライト･ヒ

ジョン)

音 声 ロー1力‥
･1･5W

使用電源･電力…100V 50/60c/s(110V切換えつき)

115W

ス ピ ー カ
ー

…16七ニンナ1ii-Fi形スヒーカー
外形寸法･重量‥‖‥幅46cnl高さ44cnl(脚付76ctll)

奥行42c171杓2】_1くg

第14図14形題高感通テレヒ``シルビ7'- FY-44U

ユ
ー ス

雛151玄†全損班川■;17形超高感度遠瞑離川テレビ

i/二,_りェ∵ 卜'- S Y-330R D

デラックスな仝放連形教育用テレビ

りジュリエット"SY-330RD発売

ニのほど第5回仝放迅形教育用テレビとして選定され

私71た [圧感度遠路灘灘の"ジュリエット"SY-330RD

(選定番号102)が発売された｡

本磯はさきの第4回.仝放迎形テレビ"ジュリエット''

SY-330D と-一見にているが,デザインとともに性能ほ

大々的にデラックス化されて,レコードプレヤーやFM

チューナ畑の満子つき,便利なワンタッチ･スイッチ,

イヤホーソンャック2佃つきとなり,またチャンネルツ

マミほ大形の豪華なデザインで,チャンネル数字が大き

く見やすくなっている｡

スピーカ山ほ日立一製作所欄慢のダブルコーンスピーカ

ーで広い首班にわたって自然な正しいハイファイ音が得

られる(ン

そのはか, 坐骨,3調明るいブラウン管,

チャンネル切換えもできるリモコンCW-30取付可能な

ど日..､ヒテレビ全機種に採用の-■高度な機能を備えている｡

価格ほ,イヤホーン1個および脚つき,リモコン別で,

教育用特別免税価格の60,000円(リモコン CW-30は別

歳で現金正価3,200円イヤホーン2個つき)である｡

なお従来仝政連形テレビほ17形(･こ限られていたが今回

から あっせん機種と

しノて‖マリアンヌ"TY-270(教育口刊寺別免税価格85,000

=)か用意されている｡

規 格

名…･
-∵ユリェット''SY~330RD(~全放迅選定番り･102)

睦………………17形題高感度遠距離用コ/ソ

レソト形(脚取りほずし=一能)



1400

日 立

′受信チャンネル
‥弟1､･肯‡i2チャンネル切換

使用真空管……‥
.16雌(ブラウン管ともj
[】立4R--IlIJ2,5M-HI-Ⅰ3,3C

B6×2,5U8,6AW8-A,3AU6

6BN8,5AQ5,6CG7,6CS7,

12BH7-A,12DQ6-A,12G--

K17,1Ⅹ2-B

偵川ブラウソ管…………17AVP4A(17形90蛙拓紺Jメ

タルバック,ネオブライト･

ビジョン)

音
便

イ′

■混

力 2W

汎‥･
t…100V

50/60～(90V,110V

切換タップ什)
消理電ノ｣ 140W

スピーカー

…16センチHi-Fi形(ダブルコ
ーソ)パーマネソトダイナ

言ご言ニケ空………………………300オーム平衡形
外形寸法………………帖64c11ュ 高さ50cm(脚什

83clll奥村47c111
重 出･

‥321唱

アンプつきスピーカーボックスん520G発売
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日壱製rl痛からこのほどスチレン｢レコード漬衣川のア

ノブつきスピーか→ボックスA--520Gが発うー己された

このセットほ革ま仁発ノ糾-のl二l立ステレオ電盈PSG-520

で,ステレオレコード漬奏をきくときの右目 車力
､

■

として仙川するものであるJセット内吾郎こは日立16セソ

編集後記
最近の才一て†動周波数調整凝滞甘歳

ル制綱‖1j搬送技術の進歩によっ

て,数箇所の充屯所をLl-1央より協
調制御守る段階にまで発.展Lてきたことほ,まことに

ばしい｡巻頭 ■一川卦･㌃力における小央制御AFC｣ほ,
他社にさきがけて尖施された4発局所の中央比例制御心

よるAFC′.ぎキ業運転の実損の紹介で,系軋i鋸†のl′l馴ヒ

がますます高度化しつつあるとき.まことに荘司烏デー

ターである∪

◎
特急あさかぜ,さくら, こ た~まはいう までもな･∴ 符

私鉄にこねいても空気バネ古亘~け主ょ速に採用さわ,その乗

心地のよさが賞讃されているし.これらのソ;･三宝いミネf†申た,

軸ノミネにコイルバネ,枕バネに空′気バネを揉‖J】ノた2】′1

山度系の空気バネチト車であるが,･ん-,仙バネを佐川し

ない1自由度系の空■気バネ台ヰ戊J巨と試作1付目~とが遊

≡∠ゝ

己岡 第4】券 売10号

昭和34年10月20日印刷Il冊一事34年10月25ト1発行

川用11珂2511発子-J~･)

禁 無 断 転 載

定二仙1i■手l:1仙】■j し送隼･12｣rj)

れ19591〕y HitaclliHy(~)1-OnSha

ユ
･･一 ス

第16匪1

アンプつきスピーカ

ーボックスA-520G

チハイプ~′'イスビーカー2個とアンプか細込まれてお

り,使用貞彗闇12AV6,30A5,35W4とそれに伴う川

捌■キ成,川力ほPSG-520とまったくけ一一の設計になっ

ているため,もっとも揖揉郎l畑な立体肯を手職に楽Lむこ

とができる.J

キャビネットほ㍍扱木闇キャビネットにマホガニー構

装,1汀両サランネット弘主りの優美なデザインで外軋-､j･

法もPSG--520とけ-･の設計になっているし√

またこのスピーカーボックスほアンプつきのため

PSG-520以外のステレメー1_昆薫,あるいはレコードプレヤ

一にも組合わせることができ,

ド漬奏を楽しむことができるし

しいハイフ7イレコー

現金正価11,000H,月賦正佃12,0001リ

められている･_.｢空気バネ否巾｣ほ1=両度系の咋ルい

ネ台車による現地走て~∴拭験結黒の詳糾で,この種空気十

ネ台車の発展に帯与すると こ ろ少たくない文似である
◎

炭砿坑内のわき水が金剛こ対し鵬食什をもつため,坑

内排水ポンプがはなはだLく被書をうける場合があるし､.

Ⅲ‡磐炭砿坑捌くによる各種金蟻材料の煉食試験結県1

は,腐食性をもつ坑内水に対するポンプ用金座汗一料の材
質選定に質するところきわめて大なる･ものがある｡

◎

--･`衣｢用射二は,ダイハツ1業枕式会社小イ.什艮より
り【高をいただくことができた(⊃止文ほ 甜勘こ思う_童と
超され,斗と嘉の抱恍の一一女f/,iを提唱されたもので,職場の

環境術′l二の改苦か弧く叫張れている折 匝=ほすべき士言

である｡Jここに筆者に洗甚の謝点せ成する次雛である

編集兼慄行人
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