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■南米ベネズエラ国 グリ発電所納

218,500kWフランシス水車用

ランナ完成

1二l寸ニー製作所は南米ベネズエラ国`∫に力公什よりグリ発侶

所納,肢大出力218,500kW,以11'J摘岸115111,;白1転数

128.6rplTlの件非的.記録【17-1である､ヒ紬フランシス水巾3

f㌻を受托していたカ＼このほど同水丁料‾l】ランナを工場完

成した｡〕本ランナは応人外径5,2001TllTl,13%クローム

小銃鋳鋼の一休鋳う出で屯ユiヒほ5()トンを超え,1こ銑鋳封朴一

休鋳造のフランシス水小ランナとして心7止外にも例を見

ない記録lV】である‥ ランナと卜柵と〃‾)糸.1i†‡はり--てボル

トによ/,た人物▲-i■】】であるため,工けに･j如法,lR:副こノ‾‾八､て

ぃ分倹.子､Jし,その懲抑,1占師†払二て適‖､1三井ぬ塊検作な`プ三施し,

また完成後,櫛/ミラン1.言Jt快打ノ引出するなどしてぃ分な

什能むヰ)′-,ていること/川作…↓乙思さJtていヱトノ

■常磐共同火力株式会社納

175,000kW火力発電所中央制御盤完成

li-■/∵製作仰上,一【J朋号ハ川火川斗し-〔J_ミ什叫火花電仰節6

り一機川として,57()t/hサイクロンベンソンポイラ,

175,00()l(W タービン充ノ■‾i工機七よびノi‾Elも,制御なL二Jびに計鯨制J;j15二`言卓!圭

什■1■であ/つたカミ,こびlほどこと仰l-火てl抑】慨ノン`ノ加法した｢,

本作J′這堀割土山､■/二鰯とナスケを一休とした.いj)しわるベンチポーート

井川山E士荘で,付加)小火了附≡けテノ〔左イ采‖】している｡.

このため,小火態に収付ける詩話具現が州当に岬加したカ､こ,8∩/｢j

小形指示計諸子‡ならびに折設計の小形fJてり･灯付錨触を採用した糸.1楳従

米形式のものを採川した域針こ比し,60%柑如つスペースとする

ことができた- また仰lノ､】仰-1踊i蛙晰㍑｢こイ〔どの柁人条什石アブ∴竹｢‾J】く)

議

嬢11 218,5()nlくWプランナフ､水■ll二用ランナ

所Jノ+インタ【ロック､!てりノ′上告帥二!を取付け,l■Fj朋校正川l糊羽㍑:‡｢入j

拙作(川㌫ミ搬入粂什カ■ミ淋J⊥されていないときは,て古乍渦i炎ノJトj-るく_1二うに

な･-,ているL_､

木7ドでラほサイクロンボイラとしてほ,わ7川三郎主人のもの‾(二､ある

れl′1勅制御矧#としては,サイクロンそれぞれに対して酸糸ガス

制御による二′こぅ㌔くF正の抑1二を入れるリノ式として,サイクロンごとの燃

焼効ヰくの岬加な何一-,ている-

川2 ]_75,仰nlくW火ノJヲ己丁正一F川=杜てIi川川定

一l-･-----105-----
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甲昭和電極株式会社鳴尾工場納

27MVA炉用変圧器完成

l-1i一硝望rF所では,このたびH/作[1磁極株式ゴミ祉鴨桔工場納の27

MVA炉用変仕器を完成した〕

この変忙器は,舟り調教J+三詩話としてほ人軽量記長引晶で低旺ノ(乍E流と

いう特殊仕様のほかに,才黒鉛化炉用として負荷時タップ切換えによ

t),180VかFJ60Vまで3Vステップ41タップという徴抑な電肝

元利資力ミできるように設計し,g二川f条件に過Jノ己二した電圧調整が可能で

ある｡内部構造では,:‾†二変爪;札 電圧調整用直列変圧器およびコン

デンサ用テ正列変圧器の三変圧器を1偶のタンク内に最も合理的に配

i茸して極力接続部分を少なくするとともに,三変圧器の偶成を改良

することによF),大幅な前置およびコストの低減を図った｡

外部でほ,ブス配線な容坊にするため,征圧端了･をタンクの側耐

に出し,冷却は水冷式クーラを揺片ルて据付肘面前を′トさくした｡

な二†ゴ,この蜜J+三掛よ｢1＼二′二懲竺作所丁てラミJて‾1.場で製作された電動か卜に

来せて移動させ,敬一即_)電㌔抑㍉二王1淵される｡

凶3 27MVAわ1用賓肝器ト
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址わが国最初の点検室付屋外

メタルクラッド配電盤完成

日立製作所では,わ′川司はじめての瓜検宅付置外メタルクラッド

配電盤を完成し,このはど節1一巧一弘冒-がロマ′二製作所多†■口二場件和分

工場で丘盲か罷な`l‾■川二試ナ換を経て逆転を｢i糾fiした｡

従来♂〕Jぅ三外用メタルクラッド耐電矧ま,雨天や夙√耶､王fの仙㌣､ト∴り命

が‾小使であるたが),と`てに多舶多一‾】;'の地ノノまたほぉ‡1三二やじんあいの

多いとこノ′)では人riク:その他の月別川条件にl朴掠な√てぃl勺と剛卦∴い

つでも｢川=こ山検r‾〔二､きるヰ)ぴ〕が?皇まれていた.′.

木メークルクラッドほ仁与外川メタノLクラ､ソトの1前川r【Fに鋼枇外‾肘‾(チ州

んたノ∴り灸お石ごf子泣け,Ⅰけ動制御召ミ謹あるいは遮断訝芹などlノ+戚旨さきj≡t叫米ノ､'+=

∴'､く検カ＼どんな浣天仙てトもI三叩1と卜拙策､仰他にできる､l二うにした弓)

♂〕であろ-.

川4 L∴く･肘う言‖'拝外ノ
ウ′t ウニノり 卜配布轄(外紙)

l(16

驚牢W

セ.㌘ヂ蛮

申艶

油頚

本ノタルクラヅドは,さきi･こ悶絶したHN15AM形過小二形メタル

クラッド円山別注左J枯木ユニりトとし,うー抑二6.9kV,うE流600A,遮

断締謹15nⅣⅠVAけ′上桁なヰ)〉′ノもび〕て,山倹与川◆で～と)右､仁米州う与外十Ij

よりもノ女†什で,しかヰ)所要l如掛ま従米の妬である｢′ノ1〔検1-_けこあるの

で荒人帖でも〉ぅ叩､洞様に促｢､ト､■大検ができ,血†±㌻の多い地鞘JPじんあ

いの多いとこノJでも二‾女心して使肝亡きるうえ,鳩家が■ま･,た(こ1く紫

ンて1こ♂1で維j▲朋l～′rゴ｡1こび設鵬辿設鰍う二i糾碗できる､､,

他言土ほ本休二にソトとノ1く牧※.±1さご分離して恥/人､■′二てる‾ノノブしとな･､

てい々1･什二■ 乃U出しり桝什ほいた･,て了桝i‾1_で､1ノニノクかドノ2ノミンク

/､＼のJ冊子貨ヰ,`戸手んムに‾･▼二･き､=しこいノト肌J廿てふィ:,/∴ジ)ブイ∴一ゲ.凧iせも竹

riトi:･こ缶)る.′

外糾枯〕むは/く-一ス,本体二て一ニットJイモ札L化桝三軋ム加子‖▲側駁の終

ユニットからなり,心のおの1う丁分解して愉j空し二呪地でボルト斎細)だ

けでr桝盲1･に糾ん､-′二てることが‾rて･きろL--

㌔

卜く15 1-ト叫て=‾ト.=卜′′l′′丁)【附■1こ鮨(巾糾)

㌔
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■ 日本原子力研究所納

材料試験炉(J朋TR)モックアップ試験装置

∩木原ナカ研ノ光所(大拡)に址.言糾-け)材料ふ快諾紬-りJMTR)は,炉心

抑‾)熱,流動柑ソ=こr一丈H,る熱如こ拝しく二脱げiであり,か一〕数多､くの

旧札役仙川心淋こそう人さこきtるなど,仙珠′ちこ矢作-･ラ似l+される.′､L

二のたどりM′rR〃〕舟心r■那本体しり肘ノドに先だ-)て,11木原ナノJ･け‾渠

株式エラ什とj胴して.舶､い大〝)モック7■､ソソ.棚(柚ヒ+L【ソ1tをり削乍L.,こ

JLを川いて静爪什;よび抑11ノ｡北総･子J二ない,.そ叫帖〕て王_卜心よび批臥卜

叫判1こを確認することにな′′,た.ノ㌻l叶ノこ成しノたも〟‾)ほ.モ､ソク7､ソ

プ試験装f郎)中心ななす似挺舟心鵬造物と位栴抑_卜朱子｢7フある._ノ こ

れらのものは,材料が本肘IJのものとプはるだけで,その形状,､J一

法精度などは本体如山一那とIL川引こきj)ガ)て丁[確であることが軌1ミさ

れるしノ/㌻後行なわれる静的ふし放では1二とLて肘L珊キ成物二｢ゴよび+朋､j･

ぷ川Jiの取掛､にJ丈H‾る.訂し駄々行ない,中州(ノふし験でほ‾トとしてね心ノ+

の桝三】りく糀昌1二分イ】fの抑/L心.亡び折L､仰Jk物十り二■びj軒川寸.㍗川7i叫ポL軌卜

の〉芦励1_湖べ.+J√榊心.■fJ:.i!上.;‾Ⅰ糾｢トハ■._J〔巾ニ･ト∴-ヤ′ヒ1-～:,こ七にノ戸ゝて

-.ていろ

おオーストラリア国マレー第2発電所向

2,50叫ロータリバルブ完成

オーストラリフナ‥こlスノーー1ンrてウンティンす-ソりテイ._tり受托

したマレーaて2発掘仰山188,()n()BHP水仙1トコーークりノニルノ∴4千丁

れ このはどl‾川‾鮒′l二桝に.rゴいでん収し一た..

このバルブほl=モカ■こ2.5111も,あー),j)7川叶仁はJlま大のロータリバ

′レナであり,川二少川りにも州汚の大きさである 別仰求形介とか坪げ

′jしi:)この/ミノしブは仝=批了♂〕ノミ′Lナ内税帆ノ1二小作りこう二▲■.!:してし､ろ(/トL▼1
流れむ乱すことなく,よた乍卜抑､Ij二叫馴く(川仙て､きス:パまど′ん､ソ加イ～二

(t二■､叫･`りミむfけるほれ二〃‾)ノこ′Lゾに(.川Jルー･ノL(ハほかに｢‖浦川

シーノりミ.子せH‾ヒ′一)れでい),+ト六川卜′-一ノLに,にりづ川三銑′i■･てこの水ユニうノ排=

することな･∴.甘=トーー′Llミニー机∴■1j､舶-1て,いぃLな換てきく川【■f′i出力こ揺

川さjLている｡

図7にホす/ミルブボデーーとその州1"こ糾まれるロータをl･l､t頒注作

柄か附′卜し,この■1レミルブボデーぃた7()l(g/c111二にてl‾巾〃[i和典をナ太地

した-- ンTiこ心二とび〕他叫州二粍肘一ゴ､〕こび什瓜■.‾1-.はl=′二肘′l二所のこテ貨▲;lに1

り寸Mlトラり7'･ハノーーカーー/ケ湖什 糾.■′二1う_ノ7J■･なう1

屈スカベンジヤ(HSD-3V形)完成

大阪国際見本市に出品

側淋州榊‥川】のFIS‾t‾)3V什壬スノJベンノヤ′′ン■ノ㌻/.ミーノ加仁,3J=∴

祉設γ｢の.認荘テスト終r私 有‡7付人阪国際見本心こ札ri.】,した､｢

このスカベンジャは,ブロワによってrトソノ叫が′〔i圧iこなり,吸

込ノニイブに必プJなl吸′ルノノを充′上して,仰桔,卜水桝などにたま′--,た

しんあい,氾一卜,イり鬼■などフ1二吸いあけかしび‾)で,これらのLIんあい

う恥よJトソパl勺に収ざ辞さ′れ,ニトいノ′小甘ン∵ノして軌伽､ドJ排出するよ

うになっているr､

これほすでに納入して稼仰い〝〕llSl‾)--5V什きに比性して,ひとま

わり小作壬であるが,岨;封1ミ佗はこぴ)ノこ叶川･:とl‖トーてふるL.

ご＼l､ルニ′仁子川トーノ′¶三5仁‖ト川←い‾‾･Tl∵トーーンシニ∴∴ぺ一･て′b)ろ

---1.n7

●●

‾淵曲

llく16 村村試験灯-(JMllR)モック‾7■ッノ試験装楷

岡7 ノミルブボデー♂つ耐川試験の状況

【東18 ノ､-/ノベンシ■ヤ"HSr_)-ニ;Ⅴ形”

ぴ1‾･瑚川′ノバ(プ子坊であり,巾[iけ朋くな′,た｡

また小山カ■∴小形になノー､た〝‾)て小l･･=川■こきき,

きヱ)｡

rl川∴川こは,仁さ5,56n111111,仰2,nnn11川1,■･.11さ2､8r叶=111Ⅵ-く

山､ソ/■､竹恥.｢.約5111:;〉L∴ニ旨,々て′
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■高層ビル用高押込圧ポンプ完成

品近のビルの高屑化に伴い,乍調設巾削こ他用されるポンプにも高

抑込圧が要求されており,従来の汎用ポンプでは応じられないポン

プの`7-.桔要が増加している｡-,これらのノぷ要に応ずるため新たiこ応.桝ビ

ル川i如甲込けミポンプを完成Lた(-.

心ヰ)な柑兵ほ汎川0V形洞投ポンプおよびDV形両吸込渦巻ポン

プの設計をそのまま1三かし,111】什卜払底を増したもの‾‾ご,高効率 小

形を㌍ノ′)うで耐久性が大であることL二.軸J二ほ｢=こは,メカニカルシール

を拭川しでrごり,一1甜†1込口てに対しで女心Lて快川できることなどで

ある｡

ポンプIl才一子は100へ300mm(100､150mmは0Vポンプ,200′～

30()111111はDVポンプ),吐出量は0.5～14n13/min,乍楊即15～70

111,給水iflIい珪100□cまで,押込什ミカ111(g/cm2まで,フランジJIS

l〔)kg/ぐnlコまたほJIS20kg/clllコヵー∴と什′†ゴもな仕様である.こ,

■超小形軽量,低騒音の新形ターボ冷凍機完成

このほどl‾1-‡製作所では,彪′卜形,低騒音の新形ターボ恥頼機を

ノ完収した｡昭和5年にターボ冷iJi機の7処作な開始してぃ､米,Jl､;一にそ

の叫代をり-ドするターボ冷凍機を懲川三してきたが,さド〕にこのた

び超′卜形畦品二の新形(HS形川1一段ターボ冷凍機なJ己成した√､

このHS形ターボ冷凍機は,終附l】冶に二rポー】‾る機械生も没仙の｢‡即

化お｡†二び崩近のど′Lの′払榊､1`f化などかドJ必く公沸される冷iJi磯のノト

ノ朋子鼠および帆騒音化を川′l(Jとして｢ミ貨.汁されたもので,100冷収ト

ンか仁)500冷凍トンまでをシり-ズ化し昆結機椎としで肘′ドされる

ものである｡

‾らなムに従来の製l-il-1と比接すると,この新形クーーポ冷凍機は､ト臼こ,

屯旨i二とも約舛になっている∩

おもな特長としてほ次のことが.-i▲える｡すなわち,上蛸岩槻の--･‾椰

を簡叫こ修正することiこより,密閉J捌こも開放ノ仔にもすることがで

きる｡また増速幽■中はi`‾t動l付こかみ令せを調整する特殊構造を採J‾rj

し,二屯ケーシングの巾に納めてある1このたが〕騒音ネご発すること

なくfl二～i逆運転が‾j】r能でH二桁機も叩･f立としている｡

中経済企画庁に

HITAC5020電子計算機を納入

l】1二梢望r【三所ではこのほど,維捕仙r■什にIlrl､AC5020大形

電j′一.汁馴幾を納入した｡

これまでも総折佃由=トニ･はHtTAClO2B電子計第二梯を導

入36年10月より使JT】していたれ その後飛矧′l勺に増大した

計凱ぷ要を量的,矧1勺に処即しきれなくな/〕たため,昭不口38

fF蛙より,柑生能人形電子計節二機う]一人の検討がはじめられ,

このたびのHITAC5020を噂人することになった｡

11木総柄織笠の分帆 長期,中+〔服そ消計州の勺盲定とアフタ

ーケア,短期紆消二戸測などの分野で応近発達した計最経済学

王′l(J‾一日こン1二HI′｢AC5n2∩にrト､て附むされる〉

キ_l

業荒業荒業窯業業業

阿9 高層ビル用高押込旺ポンプ

● ■･沙
鮒

●竃
さ-=三てこ一隻駕てミ≡

岡10 柄形ターボ冷凍樽

ついで圧縮機はもちア)ん,ラ:蕪発群,凝縮貨許などすべての部分iこ両

朋的な設計を取り入れた系.1i果,非常に小形軽量化されている｡

岡11i･六蹄を干さ1三たわろHITAC5020電子計軍機

-1_08一
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｢HITAtJ821)0電子計算機システム

南国殖産株式会社で導入決定

r†りL州地lメニにニーゴ=‾る政治経折の･い心地,此仙∫Jjl‾liにある胤一榊′り巾

株ン(会社では,佃九州最大の-を桃子ビル(内陸l口生ビル,地下2階,地

__l二10階)を41年11月に完成するのを機会に,経常一巾二務の近代化な
臼的として,口立製作所のHIrrAC8200′一己子計節機システムのj!､‡人

を決定した｡

l斬朋在辟株ノ(会什ほ,カ'､ソリンスタンド,什_こてン,ニと〝)他の･址貨±

H■什rJよび1二‾小二,･創lけJ上び了什賀川り止ノJなど′うJ卜とし,二とLノ)他系列ヱミ

什な数十什イ｢‾才一る柑什であるLJ′■にJ∴.汁‡て噌軽レ㍉垣川浅二級よ,ノブ､■ソリン

スメソド州鮎卜某梯ノンはしめとして,ノ♪ニ('菜ノLL二統,汁など,一一触小二梯

.i=誅ヒ′ノ上′.てい′ニノ‥
地り川j地l人二に一トゴ=-る1亡ドロJ三業〟)リーー才一ーシソノィtIにさるI帥t仰リノi‡

株ぺ仝什け苗‾√･.汁印械噂人は,同地l大二の粗さこく'止代化のモデ′しとして

行方げ1iから江｢lされ,今後の括抑三が捌子､■j三されている｡

HITAC8200電丁･.汁節機ほ,仰咋9ノ1,l_ト■/二‾て集注作所が巾則【′l(Jな第

3世代の馬丁計詐棟として発火したHITAC8000シリーズの1モ

デルであり,8000シリーズの他の機種と′完全な互換性を打つだけで

なく,他メーカーの磯柄とも機械ト∴†iのレベルて7己換性を持っている｡

/沖巾)安江も,ソフト ハードともに似秀作カ■+.認められた机朱で

あるカ+ル川地lスニ‾亡ほ,こレ)他に√し受fi三･パ/丁カ､こ接到しでl-ゴり,今後

の受i川り人力､り別子JJモされている｡

莞′≡ノー■≡電整_這委ミミー….≡
整

蛮 蚕

豆

蓋=‾‾‾､撃‾一転蔓蔓…≡塾‾

彗

さ

川12 HrrAC8200`〔EJ'▲.汁符恍ナノ､ナム

■書 状 区 分 機 完 成

什l■′二製†′榊卜仁は,こJ)たび郵政†でかL■ノ受汁したニトートlてl川り機,人

Jけニュートぺlスニ分機,-ノ‥ツーヒン1人乙【Lノ･1■こき=励l八二分機しりj三輪機ろ:･行

1f_淵1人Lた.J

これ上､J旭〟)′け.納矧Jては郷地料ノ小打越小レ)郎仙業紡機械化.汁l山iリー

･喋として,舶/l二十作業-!′二,子j‾‾■′とわ加ていろ榔地物のす止ソ亡l八二分をl'l勧

化するた〟〕レ_トム(ノ｢亡あく,.凧此′】シf(よ`イ止仙人ニ分ろイt勧化すご)に)Ilたり

全匝け_)地域とl円山上人かと4けた♂〕数′ト亡炎Jナ‾ヨ‾凧触再り･r抑止をすでに

内山しているカ＼州ノこl大二分機ほこ〃‾)邸仙祈り･糾む--､でゲ止光‡メェ分をテJ`･

なうようにな･′ノているL.

コード1三l川り機ほ光†ti■人にごi■･ゴいて邸地物〟)ノ壬=1=こ.;+人された郵便解

り∴を郵触J..)土‾けこふ`亡んて山'雄一‾jlることにr】二り,郵†刺勿リリ引∩けこ1tりこイ

ンキのコーートキ11川りすくj与ヒt‖二∴♭)1〇しノ

人形ニトートノ〔王メニ分機(.Lニェートl二Ij仙機にrにてlて=刷され仁山光ニヱー

ドを.iノ亡･-んと一,て100ノ川iにlスニ分する与ヒi!■ニトニ溝,る処剋与速也は20,0()n

過/叫で,__卜として大仙j=二過するしノ

またて-クセンスノ(t上小きl二l動卜く二分機ほ,ほ力■二きの所ノ′Lレ〕位掛ニ

ーi㌧めl川刷されている数`i･二の中かド〕充†∴人か邸班括り･に一子女当する数ノト

に-､,-クなつけ.こ′才し1う二′Jニノヒー7tと一ノ,て10力佃=こlスニ分する装置である｢ノ

処刑速度は30,000濾/帖で,トとしてf卜+山こ殿到する年負ほかきの

処月別こ適するご}

日立製作所でほこのほかに発信人が記入した郵便番号を直抜読み

警監”

当確酢
簡
椚

;竜

重き､屏ぷ㌢

l文†13 コーート印刷機と人コード人lスエシナ機

とってL_左分する郵鯉番ち･日勤Iiノ上収力式にノ_八､ても肝妃中である‥

邦政省はこれら実験装程を使一1て試行り三験をくりかえし,数年後

にほ実用化して行く意向である｡
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■ カラーテレビ専用

妻赤いアンテナ･3機種発売

カラーテレビJ)受像にあた一､て亡.-L,出なノよ=ごiこlり:カムしノ1こけ川.に-,

人!㌻_りの視ぜ£を桝J止させないかLてJ､｢γ､l､ミ系に比べてフ'ンテナ系統は十

分に吟味する必安かある‥

すなわちl_二11扶受像でほ,ll∴l､ミの披淡でナ㌻1ナl一スでヰ),カラー受

像でほ,吐かつかなくなることになり放命的な矧ペとなる..

1l､二硝肘1二所では,仁さ送線に3〔)()･王立､l∴価fソ′r一軒セ仙川したJ毅††

と､75王‡･小､ド衡=小l納卜一ナ′し1＼∵川川1した1㍊′トとイ‾し･比恨椀J､上lノ′二糸∴

リエ,り)J川三け也叫附■ハココ∴一ストにエく〉比べ'レ(2う ′川ろ叫ニュミ

′川叫L後のヒムラ,出の安化(3)州′心＼つカ箕㌧も,拙1}レ｢)什付こエペ:ノ

吐の変化(4)耐久性(仙川小･ノ〕仁〟)変化)･などにノ八､て,す/くて

J)∴【､くで向軸ケーナノLかすく､'れていることがゴさ付けド〕れたJ)‾･･二､,751之

給′道端子什カラーテレビ中川アンテナなIjFづ発した.､

.カラuテレビL､ち川‾ドンテナlほ,l棚軸ケーブ′L3C2Vかし‥J7C--

2VまでIlr川‾けでき,しかも紆ILこ山ほ1ヒ全防水,粘1切払l川一貨j臼にな

っているか仁)安心して仙川できる‥

またカラーテレビとの桜紙4),接続川幣｢†‾7ダソクーーム++‾止して

いるから,カラーテレビ叫州､】`けに,この7ンテナとl■‾州け-ゾ′し

を川なするたけですむL.

l‾ヵラーテレビー･J川j7ンテナlは,功い:石山されているけ‾亡,外

か仁)一見してカラーテレビであることがJ〕かi),カラーテレビの比

シー己にも役だつように配慮されている.J

テスト版売の純米.従来の300･王)う‾-ナン形のアンテナではl由‖敏

一■hl位か想か√,た場で†も.この7ンテナと交換するこ.とに-t f)J女Ⅰキさ

れる例が多い.

斗如こコンクリーーート地物,砧1;:=-■､(つ吼､11たリールj如､j掛机飲糾iiけト

拗などでは人きな効ソニむあけている.

〆

､ メ

≠〆

≡ 題≡-､･

J_ズー141`i小い‾′'ソテナ”HC-W7PS

欝琴-
こ㌣丁､㌦

･一誓

〆丁

㍍丁

一町㌦ヤア

図15"ホいアンテナ”HC-W5PM

■5∃壬/一カラーテレビ･､〔川-けンテナ(l_1∴‡こ㌔3兵十地域むけ)

tlC-W5PM(マスト什,つ'ダブク什)+1三仙3,800=

HC--W5PS(てスりFt仁 7'ダ∴ノ■ソトJ▲)‖1仙i3,6001リ

■7身壬J′･リノラーナレビ･､㌧川けンナナ(=∴1､ミ5糸J･地域む(ト)

11C-W7上)S ト･∴=!t〔了ク､ノクト+一)_l卜仙4,6001リ

･……‥編集後記‥‥
ケ}塊J_仁虹機flトー主動機,冷問†1三社機什卜【-E動機などにニー占い‾ては,仙岐

速時間か包iいこと,似過密換の ことなど〝)勾‾什トカーこl班

淡される-〕従火の墳墓切換ガ人や坐さ指紋の循環`r左株制御ノノノし亡け

切換時間がJ,主い, 人形になる■なと■の火ノさ､(かあ一,た

1‾循環電流抑制人辿推列接続SCR瀞I_トレ寸十一卜与ヒiFたl‾‾ト+こ

のたびl_l‾1?二製作所で開発した迎推列接続〟〕絹環′-㍍流抑制形SClく抑

lトレカ･ナード斗ヒ揮について,勅nり如+叩,肘ノに,仙Jl主,りご搬糸.1iリ主なと

につい‾〔糾f-1iしているり

◎

最近におけるエスリノレークは,デハ=トやステーーシ+ンゾ)よ･=こ

多人数の連続輸送を純良とする場所から銀子J,ホチノLなど比較l′川米】

散な場所へもサービスの--･環としノて採用されるようになり,その利

用分町ほ人き■なJムがf)を托せている..

銀子∴ トテ′しノ工どに採用さ′Jlるニーニス■りし■一ク亡上,!.5貞一､'トハ/〔い二上

日 立 評 論 舞48巻 第る号

Il榊l】41叶6+j2()川二‖州 Il/捕14=卜6jJ2511ア己7+■▲

(7リ;JJl川2511充子J一■ノ

く､禁無断転載､､>

′心仙]=■i=∃;15()】リ(送1さごト2･ノ1トリ)

⑥1966by HitaclliHyol‾OnSlla Plうntedilュ､IaI〕alュ

札J◆鵜+■+こく上充子J‾凧二て.卜似りか∴t_い∴二L_‾ま∵†-

ノ1■ゝ策イ′l■･ノ)･/‾-)ヒノ｢1こり,鮒ゝ貞■1r川主+臼に叶ナる什クモカーこ息欲11小こ進められ
ているノ ニーニ1‾/ルークに心ける鮒騒Il上川主J･臼び)桝発とその城宋_…で

∴エニ′才=lノに対する=､■′二:歩川叫〝川lニノ化1ノ川上な雅人した上后文であり,■--

巾ノ‾lニー'丈榔ir汁卜〔∫(′7=:ノ.

◎

ノーかいlに川トごノ火りプ己′削■左肘り主j小)進ノよな′J■こ卜∴f__;り,､き↓ノト_

の蛸ノこ,悦+′･ノJ光心へ〟)寸兆Frikを打小こ地髄な諜■与き/ノ/ノある

イ＼り･〃‾)杓ワニはl火〃･垢=′･ノJ光一lにの刺=rり■川い∴ノノダーービン.三弦.汁_【

ン7士上､6淘.1iのぶ古･丈を収長いノ,主火ノ+･Jiiく｢ノJ充`.と土1■.川二lを糊
械した‥ 火ノ‾ノ･.】‡iと∫ニノJ碓′一にに旧するJl抑f♂〕枝机･肘掛J川上を先ノミし

′二JL〃)で仁いJ,ふじ一凱桁lどモのご肌fいこそうヰJ¢)と丁√才‾■る′ノ

◎

注油り‾)･′ろ亡▲rj■にいL,l馴【ナiノ】はノ+株人ニミ什北柏1‡畑旨ティ上い雌俊人1_t

=),:火ノノ殆′～にとI坑+′∴ノノ充枯〟〕山壬ワトとさfき白するl∴榊をいただいた.

ニ鮒･l:♂)とこノ1､川堤をさしl‾て机ろご･'!-･二さ.=たこ七に対しノ,.咋く:rゴ礼小

i ノ､1ゝJ

如り二凍充子J-■/､

印 刷 ノ､

l三り 州 Ir

稚 ～J■`叫

1j丈 次 l.】】

川 帖

†k 肘

枕八∴ 什】l.′ 川 刷

鵬

‡l､′
.ご､L

=‾汀,ラ什

こて∴諾;｢1王い一三】二【く二(､≦与こう■三三1■■プチノ汽器
拙 作】l】til り( 山71824前

川こノ(ヱ:什 オーム朴.==J.1i

山土j川】;‾｢代==スエ帥=1茄川ユ■3_J◆f】1荷地

+k拝=小･か+く20018百事`l‾に.j.1点以(291)0912

†ムーアl川川川j 維J-しノミ什 il■.1注油†-i什 火Jj(郎･l=火l･く二蹴れJLi7j▲J13薪地 ′】左.i.〔り亡小二(571)5181(代)
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