
lヨ土ニュース

■電源開発株式会社長野発電所納

大口径バタフライバルブ完成

日立製作所ではこのほど,電源開発株式会社長野発電所納113,000

lくWポンプ水中用主弁として使用される口径4,620mm¢の油圧操

作式立軸バタフライバルブを完成した｡

本主弁は日立製作所日立工場で製作されたバタフライ/ミルブのう

ちでは記録的な大きさであり,従来の鋳鋼箋如こかわり弁体をほじめ

ほとんどの部品に鋼板溶接構造が拭用されている｡弁体ほ輸送の都

合__卜2分割となっている｡また本主弁は水車用入口弁としてだけで

こエフ･な･こポンプ用吐出弁としての性能をあわせそなえるとともに操作

油圧70kg/cm2で弁内を流れる≠毎秒147m8の水を安全,確実にし

ぞ断することができる｡工場での水密試験結果もその漏水量が規定

最より少ないという非常な好成績が得られている｡

図14,620mm¢バタフライバルブ

■関西電力株式会社へ

系統位相角測定装置納入

日立製作所では,このほど電力系統の安定逆転に必要な発電端と

需要端の位相角の監視測定を行なう｢系統位相角測定装置+を完成

し,【謁西電力株式会社黒部川第4発電所および北ノこ阪変電所に納入

した｡2地点間の電圧相差角の測定のためには,1地ノたの電圧波形

を正確に他端に伝送して位相を比較せねばならないが,伝送技術上

〔つ問題か仁),正しい位相関掠を保ちながら波形を他端にk送する位

相角テレメータほ,これまで実H川二されていなか/)た｡今回日立製

作所の開発した,系統位相角測定装置ほ,600ポーの伝送回線を便

円して伝送遅れ補慣方式により伝送図線の伝送遅れを完全に補供し

て,黒部川第4発電所発電戟発生電肛と北ノく阪変電所母線電圧の相

差角を測定し,系統の安定度の監視を行なうものである｡

装置ほ,測定部,伝送乱 電源前にユニット化され,可搬形とな

っているので,移設が容易であり,測定回路ほ最近の電子技術を導

入した,薄膜IC(マイクロモジューノし)を使用し,きわめて′ト形化さ

れている｡
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■新しいタイプの駐車場

日立ハイガレジレベルパーク完成

口立製｢F…所ではこのたび大形乗用車16≠㌻を収容するレベ′レミー

ク形駐中設備を日本製粉株式会社本社ビル(渋谷区千駄ケ才子5丁目)

に納入完成した｡

この駄申場ほ駐車場法に定められている附匠義務により収容台数

を16台とテ鬼窪したものである｡これは平面循環方式の日立製作所

独得のもので･このたび完成の設備は同ビル地-F2階に平面的に設

置された16個のトレー群(駐車用パレット)と1階の駐車場出入rl

と連結するチェンリフトからなっている.｡駈車場は押ボタンを押す

ことで全1]動運転で日動卓を搬出入する｡

レベルパーク形駈申設胤よ昨年3月,R立製作所水戸工場におい

て試rF完成し,その後かずかずの試験を継続して今日に至っている｡

今回完成した装置ほこれらの成果に基づいて設計製作されたもの

で･ビル組込の駈申設備としては在来方式にない多くの特長をもっ

ている｡所安スペースが小さいこと,運転時の騒音がきわめて小さ

いこと,各稚埴築寸法によくマッチした応用設計が容易であるなど

である｡

-‾･…′志_;善書‾‾
てノ人一′■ぐ⊇d㌫藷.‾轡莞て繁 _-.÷ _く

′′

-｡云ち･j≡÷と.えG両室_.､

三｡･て′混入一Y.いWy_-⊥-_.､､Wゾ･⊇亡一心ノrl叩00は一望諾ミ

図3 新タイプの/､イガレジレベル/1-ク

今後のビル組込駐車設備のあり方を示すものとして関孫各方如か

ら多大の関心をもたれている丁ノ

l日立大形数値制御製図機の完成

最近,自動車産業などにおけるモデルチェンジの所要時間を短縮

するために型加工の自動化が要求されている｡

日立製作所では,数値制御の技術,大形工作機械の技術,ソフト

ウェアの技術などを総合的に組み合わせて自動型加工システムをう

ちだし,41年7月その概要を発表したが,今回その装置の一つとし

て図面読取装置什数値1iり御製図機を完成した.っ

本機は,数値棚卸こよF)製図を行なう図画枚能と,図面iこかかれ

た曲線上の点の座標値の測定を行なう測定機としての機能を合わせ

そなえている=.

製図ならびに測定範州は1,500×6,000mmという大きさで,大形

自動車のボディの矧哀†も容易にできる,わが国最大の製搾l機である｡

おもな特長ほ,高精度な広範閃製図,測定ができる｡型加工切削川

テープのチェックもできる枚能がある｡図痢測定機能をもち,その

測定点ほ統テープにせん孔され,日立自動型加工システム用プログ

ラム(HAPT-DS)との関連がとられている｡立体区】形の読み取り能

力があー),キャラクターラインなどの図面測定ができる｡などで

ある｡

また,このような自動化システムにおいては,ソフトウエアが重

要な役目を果たすが,日立製作所でほ自動プログラムとしてHAPT

シリーズ,HMESHを開発している｡このうち,HAPT-DSは,点

群測定データをもとiこして断面製図,修正,曲面創成加工用のテー

プ作成を行なうプログラムで,自動製図枚用プログラムとして世界

図4 日立大形数値制御製図供

的な水準をいくものである､つ

本棟のおもな用途は,自動∴〔ミ群測定機によって測定された点群を

もととして,電子計算機,自動型加二rニシステムプログラム･HAPT-

DS)および本製図機でグループをつくり修正作業を行ないながら,

自動申ボディなどの白山[U_摘を創成することであり,自動車産業の

みでなく,船肌航雫機をはじめとする一般産業分野にも広く応用

できる｡

■HITAC8210電子計算システム発表

日立製作所はさきにHITAC8000シリーズを発表したが,このた

びHITAC8210を新たに追加先表した｡

このHITAC8210の追加により国内需要の大半を占める小～中

形の分野をさらに強化しようとするものである｡これまでの小～中

形システムほ磁気テープをファイルとするいわゆる磁気テープベー

スのシステムが大部分を占めているが,HITAC8210はディスクべ
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ースのシステムである｡磁気テープほ大量のデータを一括して処理

する場合は最適であるが,rい形システムの対象となる比較的小量の

データを取扱う業務が多数ある場合ほ拉過とはいえない｡磁気ディ

スクはその点容量的には磁気テープi･こゆずるが処理能力が非常に高

い,分燥(ソート)併合(マージ)などの基本的な事務が磁気ディスク

1台で可能であり(磁気テープでほ最低3台必要),主記憶装置の延

長として使用できるためCOBOL,FORTRANなどの高度なソフ

トウェアが最小構成から使用できる｡また主記憶装置にはいり切ら

ない大きなプログラムも高速に処理できる.ランダムアクセス機能

によりリ7ル,タイム処理が可能などの利点がある〔_･

HITAC8210システムの特長としてはメモリサイクルタイム1･4

/`S,全面的に集積回路(Ⅰ･C)の使札3種煩の磁気ディスクによりデ

ィスクベースであらゆる業掛こ適用できる,磁気ディスクの楼能を

活月]したソフトウエア(DOPS-DiskDrientedProgramingSysteml

により最小構成から完備したソフトウエアを使用できる,2つのプ

ログラムを同時に実行する機能をもつ,HrrAC8000シリーズの壬生

富な入出力装置を接続することができる,また最ノこ14台の入出力き笠

置が同時に動rFできるなどがあげられる｡

HITAC8210システムほ以上のすぐれた機能を持ち.月預レンゲ

岡5 HITAC8210唱子計節システム

ル料70万lリから最大250万円までムい鞄凹]をかミーし,今後小～中

形の分野に大いなる活躍が期待できる電了･計笹システムである､-･

■SM:70形日立ソリッドステートタイマー開発

日立製作所でほ,このほどSM70形ソリッドステートタイマーそ丁

発売した｡

従来,トランジスタを使用した一般産業糊タイマー･は,くり返し

精度や,温度特性,電圧特性などが悪く,モータタイマーなどと比

べ精度が数段劣るものとされていた｡

rl立製作所でほ,数年前から,電力会社向けの厄流限時継電器む

トランジスタ化して製作し,高精度であるとして好子拝を得てきたれ

今軌この技術をそのまま生かし,-･般産業用に適した形態として.

量産を開始したものである｡

このタイマーは,短限特用で,特に10秒以下で使用し,高ひん度

動作を必要とするところに最適なもので,時間勺屯閃ほ,0･1秒～60

秒に使用できる5種類を揃えている二

半導体はすべて工業用シリコン素子を用い,限時回路にほ乾式タ

ソクルコンデンサを採乳 レベル検出,温度補償回路は,特許の安

定した何路を用いてある｡そのため,くり返し精度ほ±0･25プ古と

■画期的新機構<パワープレス方式>採用

日立掃除横ポットデラックス<C･V200形>発売

新発売の日立掃除機ポットデラックス<C-V200形>は,ほんと

うに使用者に便利な｢真実の掃除楼+を追求して生れたもので,最

近急速に高まF)つつある掃除機需曹の新規需要ほもちろん,買換,

増設用として,いっそうの需要増が期待できる画期的な掃除機で

ある｡

おもなる特長は,ゴミをプレスしてぎっしり固くつめてしまう世

界最初の新設計<パワープレス方式>の採用とあいまって6,000cc

の大容量集じんケースにより,集じん容量ほこのクラス最高｡550W

きわめて高く,また使用温度範

けRほ-10～＋50℃とJ云くなF),

しかも温度変化による誤差ほ

±1プg以下と,わずかになって

いる｡

また,電圧変動,特にタイマ

ーが動作している問に電圧変動

があった場合の誤差は,従来の

同種-1j--でほあまり考!鼓さjtてい

なかった出であるが,この点に

ついても,±20%の`凱l三変動を許し,

ている=

構造上でもいろいろ⊥夫が施され,

図6 SM7q形日立ソ1トソト

ステート タイ マM

誤差ほわずか±1,5%となっ

出力用補助リレーの交換がこ

く簡単にできる,100V,200V,50c/S,60c/Sに1個で共用できる｢寸

法は,日二朋川…所のMM7,形モータタイマー(15秒～241刷りの各

種あり)と同一で,肝柑したときの体裁がよい,などの特長がある･二･

なお,完全に無援山化した製品も同時発売した√J

モートルによる強力な吸込力｡外国占如こも負けないユニークなデザ

イン,本体外装には豪華な高級塩ビ鋼板使用｡特許<ちり落し>と

新採用のネットフイ′レタによりゴミ処理も完ぺき｡排気は,低速分

散排気とブロアとの切背装置つき｡応用部品ほ,本休に取り付けら

れる弧指ホルダー付き｡コード巻き操作ほペタル式｡そのほか,ラ

グコン付金属製漁力吸口<ギソグマウス>,分解自在ホース･リン

グスライド式手元スイ､ソチ,ダストインジケータなど従来の良さは

すべて備えている｡性能,取扱性ともにいっそう向_L,デラックス

タイプの懲圭品である｡

<パワープレス方式>とは,独特のネットフィルタの働きで,吸

込ロから-排気口へと一方通行｢伽こムダなく流れる理想的な?空気流

ー97-
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を集じんケース内に作り,この吸気圧で,ホコリを固くプレスしな

がら集じんする新しい機構である｡その結果,集じんケースの容積

を最大限有効に生かすことができ,集じん容量が倍増,ゴミ処理の

手間が大幅に減り,年に2～3回でよいほどである｡またプレスされ

たホコリほ,ゴミ処理の際飛散せず衛生的である｡吸い込んだホコ

リがフェルト状になりフィルタの役目もするので,細かい砂じんな

どを吸い込んでもフィルタが目づまりしない,強い吸込力を持続す

ることができる｡

■ 日立温風暖房器家庭用シリーズ発売

R立召削乍所ではこのほど,従来のスペースヒータに本年度から新

発売のオイルヒータ,オイルファーネスの2機種を加え,本格的家

庭用小形温風暖房器シリーズ3橙種を発売した｡

わが国の家庭の暖房は,今までは<ひばち><こたつ>などに

代表される<探暖>で冬の室内での活動範囲が非常にせまいという

欠点があった〔.しかし最近の建築様式が住宅の保温性を考慮するよ

うになってきたこと,さらに,ダイニングキッチン,リビングルー

ムなどの各部屋がいろいろな組合せにしても,ほとんどが板の矧･こ

なり､椅子に取かける生活になってきたこと,そして,各人それぞ

れの部匿に対する上記共通スペース部分が住宅において,瓜､部分

を占めるようになったこととあいまって,ようやく∵本格的暖房+

の到来が要求されるようになった｡

日立温風暖房器シリーズは,欧米式の本格的暖房の要求にこたえ

る新しく画期的な暖房器である｡

……編集後記……

鉄ならびにそれに類似する金属の降伏現象については,これまで

非常に多くの研究がなされてきたが,いまだに完全な理論的説明が

与えられていない現状である｡

｢鉄の降伏現象に及ぼす高圧処理の影響+でほ,降伏現象に及ばす

高圧処理効果の研究成果を発表した貴重な論文であろう｡

◎

｢T形電磁衝撃波管とそれによる衝撃波と電磁場の干渉の研究+

では,T形電磁衝撃波管の不明な性質を解明する実験の結果,電磁

場との干渉の研究を報告している｡

電磁流体力学の工学的な応用としての衝撃波を使うブラズて推進

機とかMHD発電機においては,この衝撃波と電磁場の干渉が一つ

の大きな問題となっている｡

本論文の発表は各方面の注目を集めることであろう｡

■茸 ‾
-

き･･一志表

現金正価

本 体17,600円,

応用部品1,700PJ

月昧正価(10回)

本 体18,900円,

応用部品1,800円

図7 掃 除 機

ポットデラックス

"C-V200 形”

図8 オイル

ファーネス

"OF-80'1

図9 オイル

ヒ 一 夕

"OH-60‖

特長としては,排気筒を備えているため,室内に排気ガスを出さ

ない倖康暖房であること｡いずれも温風循環用フアンを備えている

ため,上下の温度差がすくない快適暖房であること,灯油を燃料に

使うので,電気,ガスにくらべ費用が安い経済暖房であること｡す

べて自動着火方式を採用してあり,三重,四垂の安全装置を備えて

いる安全暖房であることなどである｡

従来の探暖にあきたらない方,本格的暖房を待ち望んでいる方が

激増している今日,大いに今後の活躍が期待できるものである｡

◎

科学技術の進歩に伴って,産業,交通,経済の発展は目ざましい

ものがあるが,反面,各種の公害が大きな社会的問題として,クロ

ーズアップされ,この解決が緊急の課題となっている｡
本号は,これら公害の中で,大気汚染防止に関する日立製作所の

研究の現況を紹介するものであるrJ｢活性炭法排ガス脱硫+｢火力プ

ラント排ガスの測定と挙動▲け触媒式自動車排気ガス浄化装置+な

ど7編で大気汚染防止対策特集とした｡まことに時宜を得た論文集

といえよう｡

◎
巻頭の一家一言をこは,前通商産業省工業技術院長工学博士馬場

有政氏より,石炭から石油への移行,モータリゼーショソの普及な

ど,大気汚染の歴史的事実をふりかえりながら,大気汚染防止は目

+卜の急務と説かれた｢特集号によせて+と題する玉稿をいただいた｡

特に本誌のためにご多忙のところ稿を草されたご好意に深謝する｡
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