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工業用演算制御装置｢HIDIC300+を開発

日立製作所では一昨i仁より計算制御システムの中核となる制御m

電子計算機HITAC7250を工【三在しているれ引続きそのサブセット

ともいうべき演算制御装置｢HIDIC300+を開発し呈産にはいった｡

この装置は口立製作所中央研究所が[卜Lとなって細岡産技術によ

J)開発したもので,小規模なオンライン制御,DDC(′Dil･eCt Digital

Control)などに適合するよう高信碩,高速度,安仙をねらってオー

′レIC化されている｡

また本装置ほ上位計算機としてのHITAC7250と跳戸ナすることに

より,ハイ7ラキーシステムの構成もできるようになっている.｡

特長としてほ,右打;軌 高速臥 安肺を回るため,悼用素子をす

一心IC化し全面的に多層プリント板を使用しておr),また制御用と

して高速,多重処方巨の必要上,優先割込処理楼能が賦化されている｡

さらに経済的な面から装置内部カニビルディングブロック化されてい

るため,制御対象の規模によりゴ読適な構成にすることができる｡

上位計算機のHITAC7250と共通化を考慮していることも特長の

一つである｡この面からプロセス入出力装置ほHnlAC7250と同一

∫〕ものが捷用できるように入桝力接続仕様が標準化さjtており,さ

らにソフトウニ7上でもアセンブラレベルでコンパチイブルになっ

ている.｡

さらに,使用上ぷ引娼条件として温度0～50℃,湿度10′､95%に対

Lて正常な動作か保証されている二,そのうえハードウエアの異常険

J書藤哲セや.て

卜く11 ‾l二実川ナLi川二制御柴符しHIDIC3()0

出回路､テストブロブラ∴などニシ二三右肺しているなどシステムとLて

ノ〕広軌度;シ､ゝ讃しくIr-j上している_.

[一言途としては電力l父+院(火力発遥所,炎侶所など),鉄鋼朕順(高

炉lむこ炉,エネルギー管即など),化学旧旅(石油,石油化学部門な

ど卜】:ゴよび一般産業など山､分野のオンライン制御装置として,各

値プラントの自動化,運転データ管群などの合至糾ヒにノ(いなる活躍

二〕こ期待できるものである〕

l タイT.0.T.よリ

5,000回線クロスバ交換局設備受注

日立製作所-･さほ,さる1月8口T.0.T.(Telep王10ne Organiza-

tion of TIlailaIld)が行な･-1たクロスバ式電話交換局設臓の入札に

.!′言いて.強豪
ERICSSON.1TT(InternationalTelepllOne and

Te】egraph)などを押さえ.二･ノ_)たび5,0001d線,総計杓2陪円の受

注に或功した｡

これは日立製作所カーこ過去同1二Eに対して行なってきたクロスバ交換

機の輸出努力カニ〕三ったものてあり,こJt.により目1ご,T.0.1'∴〕二世

昇銀行借款などを-jl定Lて計畑中の6個牛馬話網拡張計帆こ基づく

10万回線ヨミの交換買い付けにノ付し 故国な地盤カ∴:▼きたと考えら

九る｡

なお,契約l勺た執ま,C22形交換機5ノlこ)および比設のイギリス製SXS

交換機の柑設交換較より煉り,このうちC22形交換樅はTHONBURI

いンブリ.)に2ナ｢,PAHONYOTHIN(パホヨチン),PLOENCIiIT`

(ブロエソナットト‡ごよびCHAIYAPRUEK(チャイヤプ′レク=二そ

二号tぞ′吾し1壬｢ずつ納人さこさLる｡隅田はいずJtも本i‾F夏ごろの見通し

つ､二の開局によりバンコック‾巾l勺における多くの加入老杭捕脈拍

しつ一･投をになうものと某耶‡さ+している.｡

■本格的照明用実験道路完成

ゴ詩近の名種r′1動車の急J払こ一半い高速道路の急速な発達は若い､も

ので,これらの道路照明の荊安性ニシニこますます認識されてきた.｡

日立製作所では佐和Tl-二場(茨城県勝田了市,電装占占ほか自動車機器

専門工場)の完成に合わせて全長2kmの自動中部品の応用実験道

路(テストコース)を建設したが,そのほぼ中央に本格的,大塊投な

照明実験道路(全長2501Tl)を一合ぁせて完成した｡

道路照明においては夜間高速度で運転しながら前方の障害物を識

別するため,運転手へ与えろまぶしさ,ものの見え方,路面の弥生

など斐鮒月額を多々かかたている､ニノニれら難問上越を解決するためにも

東明実験道路が必愛で,1功ノ1にもこれを陥えている所が二,三ある

二･ン;,今回完成Lたl‾l立製作所の照明りご験道路は全長2】てmの自動申
道路の一何"こあるため,り三際の梗f口二Uこ態での本格的,ダイナミ

ヅク測定ができることで業グト三も托臼されている｡

ニの照明ヨご験道路は仝J:主2kllュのメガネ形自動中ソ三験退路のほぼ

中央に照明尖駈道路を設け,全‡主250nl,全幅貝25mで移動式照

明実験塔が道路両側に5兆ずつ合計10北施設され,ラミ験第の位;1ケ'こ,

間隔,照明器具の取付け高さ,山｢幅,恢き角疫などがl′-1由に調揃で

き,あらゆる粂什の退路照明りご換ほ帥i抑圧の洲)L,路巾桝=度の測

ー103-
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定,見え方試験などノカニ可能であるこ

おもな特ゴミとしては,全土三2kl--の自動申:つ三鉄道路のほ(･三巾ヱたこ

あるのて･100km/hの走行尖鋲および路巾Hこ密栓7スフ丁ルト仕

上げ3申払 セノハ仕卜け2市城とな/〕ているため2仲卸)路面

特性実験か可能である｡近辺にjモ】1明プ淵に支障.となる光源カミたく,

灯具取付け高さ15mまで叶変でハイホール使用に相当な三j渦∴可

能である〇照明実験道路の全長が250n-あるのて静柳川三とLて道

路設計速度1201くm/l-相当道路の照明データカニ得られる.二.移動式照

明実験塔は風速15m/sで〕三鋲可能で吼速601Ⅵ′･′sr･コも転別して士いこ

一句2 照 明 捕 実 ぎ彰ミ道ピーニ;ト

■日立カーターラ<ニッサンローレル>に純正採用

さる3月13口,日産自動申抹式台吐から雅夫さJLたハ†.ナーナ

‾カー<ニッサンローレル>に目立カークーラが純正採用されたこ

日立カークーラは口座自動車一三生産Lている売高級申ニッサンフ

レジデソト帝をはじ軌高級乗用車ニッサンセドリックなどの純正

品となっている｡特にセドリック中川のデラックスダッシュクィア

日立カークーラは三方から吹き出すワイド冷房,ゆったりとした冒

住性,車格にあったデザインなど好評を得ている｡カークーラは自

動車との関連性が強く要求される製品であるノ1二､l士は箋引下所の自動

車部品メーカーとしての長年の経験と実措こより,ニッー1トン仁一し

ルには口立カークーラのみが純正採用された､｡

ニッサンローレル用口二1ソニカークーラの持氏は,吹出Hカニクーラニ

ニットの両側にもあF),運転席,補助酷へも冷気が吹き出すため､

車内温度分布および風速分布が良好-:､"冷えの感じ”ヵ■一成良一.二鳥

る･⊃クーラユニットほ車体■卜Lのダッシュパネルの下に配置される

ため,居住性が非常に良いこ.吹出ログリ′レほ上下 左右とも自由こ

調節できる｡操作横倍ほクーラユニットの運転席側に配置されてさゴ

り,運転Lながら簡単に操作つきろ二

山オートバイ用シリコン整流スタック量産

口立‾製作叶‾三は,ヤてノ､発動機稚式封卜納オートバイ恥ノrSB4-5

形シリコン整流スタックを開発L,過酷なニノニ中討

完了,現在5,000台/月の三卜庵を行ノ工一､ている=

本スタックは日立製f′【:所レ■〕ACジュナン-ニモモ机こ丁せ,lは′石生

品としてヤマハオートバイに搭載されるご

おもな特長は,素子は7/ミランシニメイナーニ･→←一ジ竜山二強いご

素子の逆耐電圧ノ･〕;きわめて満∴ ACジュネンーーメの無員称甚平こ

も耐えるン また,耐久性および舟に効率1∴上∴ ′卜形韓量-･ごぁるこ

おもな仕軌三,整流方式:-し州栓言,ヒ.け右亡出†ハ江空:12＼･r.打ギニ

出力忘流:8.5Aであるご
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卜のデザインは塗装が黒色チヂミ塗装て豪華てあ

リ､車内イメージとピッタリである｡ファーストアイドルコントF

-′レおよびバキニームスイッチ(オプション設定ノを装着Lており､

エンジンに無理をかけたいたどである｢

重畳言

し三:4 十-:､ノて｢

/ノて′◆=ン態丁子言∴?､/グ
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■ 日立木工用電動工具4機種新発売

日立製作所でほ,このほど木工用電動工具の新製品を4磯種発売

した｡いずれも従来品にない柑去をそなえている｡

(1)112mm携帯用電気丸のこ HS-4形

最近建築業界でブームの新建材(化粧板,樹脂晩 アルミバネ

′レ,薄物鉄琴注パネ′レ,軟質筏維板,ハードポーード,パーティクル

ボード,木毛板,スレートなど)の切断用として開発した⊂,もちろ

ん一般木材･合板の切晰もでき,また木材のみぞ切りにも使える=

切込丸襟さは3mlllから最大27mmである､二.

【ズ!5 携;弓㌢ 福

ロー三電気九のこ

HS】4形

(2)30mm木工用電気ドリルBUW-SH形

従来より口立木工用電気ドリルとして好評を博している,2ユ

mm NU-SH形および36mm PU-PM形の中間繚種として開発

した｡特にBUW【SH形ほ小形で強九 作業能率ほ抜群であり,

また穴あけ能力は木工で0.5mmから301Tlmまで,金工で0･5111m

から13mmと幅広く使用できる.二.

F‾■基i6日立木工J〕1

電気ドリ ′し

BUW-SH希ろ

(3)92mm電気かんなPF3形

136mm(4寸)PFh4-3形口立電気かんなの姉妹品として開発

した｡92mm(3寸)日立電気かんなPF3形は,一般建築,家具,

l全自動食器洗い墳発売

日立製作所では,このほど本格的全自動兵器洗い桜を完成し,4

月上旬から発売中であるっ

損近,外国製皿洗い機のH本進出力こ目たつようになってきたニ･〕ニー

諸外国と日本では食生活に根本的な遠いこうこあり,たとえば灸器の形

状にしても茶わん,どんぶりなど♭つようこ洗いこくく,汚れの内容

も米食中心からくるでんぷん‡{‡の汚′子いさ‾こ多いなど,食器は多種多様

である｡木椀ほわが国の食出石,食器ニ■士ごを徽酎っこ研究L,まさ

に日本的な"食器洗い較”一二三あろうこ

おもな特長としては,まず"淡い ラ ブ･ご 1

,"結排

フ轍魂観魂観〆

建具問はもちろん,木造船業界待望の凹両切削ができ(別途販売

の特殊ベースを使用),木造船用としても婦適である｡また定評

ある日立モート′ンで重研切削の連続作業にも十分余裕がある= 肖し

りくこずの吐HIL_11を左右自在こ換えられ,簡･軒で確実な刃高調垂

装置付である一

能力ほ切削幅92mm,切二i主夫探さ0から3mmてある

■申■■■J

F宝盲7 与党 目

口王冠_太三･↓ん/二

PIT3形

(4)R＼'土電1式ジグソーHUJ-RN形

日立電気ジグソーHUJ-RN形に,軟鋼軌 アノンミニウムー 鏑

などの非鉄金鼠 各挿木材･合晩 ベークライト･エボナイトた

どの合成樹脂などあらゆる材料の直線切断はもちろん曲線切断･

窓ぬき作業H]として開発し,特に軟鋼板では2mm厚のものも楽

に切断できる二.また,手持ちののこ刃がなくなった場合でもハグ

ソー(金の二刃)で使洞できる｡

能力は軟鋼板誠大2n-叫 アルミニウム6mm,木材(軟木

30mm.硬1‾こ15mlll),ノ行成樹脂20mmで最少切断半径25mm

である‥,

一■`

さ

【ズ首8 折 帯 頃

日立電気ジケり-

HUJ-RN形

キ‾_ツイヌ

£≠

二′__盈ミ=

琵蚤

賢ミ

芳書
菟;■労

トごて

讃‾一仰‾

一肌_

撃
′-ノ串良.

‾㌔

｡√耶よノ‾タ′j

ー

‾弘一
洲即ソ

水”をダイヤル1回操作て自動的二子∴1こえる,本格的なフロントオ

ープソ式全日勤食器恥･､機である｡また一巨如菜什ノ■〕ニノバクトで狭

い場所にも置きやすく,5人分も`フ〕食器7)こ∴こいる十分に余裕ある設

計てある｡万一水道が断水しても,特殊軒カスイッチと日動タイマ

ーの捌きで運転を中断するたゝら,外国毒さ圭J〕ゴニう:二三弓道転し.汚れ物

-105-
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ニシニ魚署削こついたまま乾燥することがない｡

また,わが国の食器の形状と食物の特殊性(でんぷん貿などが特

に落ちにくい)から,外国洗剤や市販の台所用中性洗剤の使用は不

適当なので,食器洗い機専用の洗剤"ニッサンクレールH”を開発

Lた｡･ニjtはでんふノし,た′もミざく分解酵素入りの泡立ちのない,中

性洗剤でも落ちニーてい米紙粒などをきれいにすることができる特殊

洗剤である｡

■9形ソリッドステートテレビ<マーク9>発売

最近の白黒テレビは急激にパーソナル化,ポータブル化し,12形

以下の小形テレビが全体の1/3を占め,その構成比はさらi･こ高くな

る傾向にある｡日立製作所でほ,この白黒テレビの需要構造の変化

に対処し,パーソナルテレビの機種の多様化を図るため,9形ソリ

ッドステートテレビを繭【～Hヒ,発売を開始Lた..｡

この<マーク9>i･こは,経時変化,温度変化,破壊などに強い高

性能シリコントランジスタを大幅に採用し,抜群の高性能,超高感

斐を実現した｡さらに<マーク9>にほ,新開発の画期的なS.M.

AGC(Seven Merit AGC)を採用したため安定した両像を再現し

た｡このS･M･AGCとは,ピークAGC,フォワードAGC,ディレ

ードAGC,高速度AGC,雑音除去付AGC,シリコントランジスタ

捷用,調整不要の7つの特長を兼ね備えたAGCである.｡これによ

り,電界の強弱によって画像のコントラストが変わる,蛍光灯を点

灯したときや新幹線や飛行燐が通過したときに桓1像が不安定になる

などの従来のテレビの問題点をみごとに解決したっ

このほかに高性能ノイズキヤンセラー回路の掠用により,雑音に

よる画像の乱れを解消したノ また高性能レギュレータ回路の採用に

より,電源電圧の変化により画像が伸び縮みすることもない｡この

ように各種の新開発回路の探mとともに,ブラックエースを使用し

た現代的デザインの<て-ク9>は｢ソリッドステートテレビは

目立+の名声をさらに高めるものと期待される｡

国10 9形ソリッドステートテレビ<て一ク9>

‥…･編集後記……

近年,HT鋼(高張力鋼)の発達に伴い,HT鋼が水力機器(水車

十｢一シソグ,圧油装置など)にも盛んに適用さ才1,その実用化の例

･L多く発表されている｡
‾60～70kg/mm:扱高張力鋼の溶接性､加工性および水力機器へ

刀応用(その一,基礎試験)+では,各種HT鋼を実用化するに当た

こ〕,HT鋼の溶接性,加工性および継手性能などについて,重点的

こ検討を加えた基礎試験結果を報告している-.

本稿ほ,｢その二,製作実績+として引続き掲載の予定であるが,

ますますHT鋼が採用される傾向にあるとき,時宜を得た貴重な論

文である｡

◎

｢サイリスタ式回生ブレーキ付ED94形交流電気機関ヰりでこま,

与る42年2月完成Lた,試作ED94形交流電気機関車について主

回路方式,制御装置など概要を述べている｡

この交流電気棟関車は,本年9月iこ交流電化が予定されている奥

羽線福島～米沢間(33ヲち¢急こう配区間,抑速ブレーキとして交流回

生ブレーキが必要)に使わ九るもので,納入後の性能試験において

も好成績をおさめた｡

国鉄の交流電化ほ昭和30年に始まり,以来,交流電気機関車の性

櫨,製作抜取土飛躍的な発展をみ,昭和40年にはED93形でサイ

リスタの主回路への応用が実用化さjlた｡

ニの種の交流電気機関車は外国でもまだ試作段階であるだけに,

わが国の申両技術水準が高いことを示す注目すべき論文であろう｡

◎

法網,電力関係設備の大形化に伴い,鋳造.守,の高度な品質と信頼

性が強く要求さjlている｡

本号は,日立製作所の大形鋳造.冒1に関する研究技術陣の成果を,

なかでもR立が世に誇る枚自の造型法"流動Nプロセス”も合わせ

て紹介している-ノ｢大形蒸_気タービン用鋳鋼品の鋳造+｢鋳鉄,鋳鋼

の肉厚感受性+｢流動Nプロセス+など6編をもって,｢大形鋳造品

特集+とした〕

最近の鋳物工業における造型技術が,日ぎまLい発展を遂げつつ

あるとき,意義ある論文集と言えよう｡

◎
巻頭の一家 にこま,東京大学教授工学博士 千々岩健児氏か

ら,鋳物工業における現状の諸問題をご指摘いただき,同時に今後

の発展する姿を語らjlた.｢鋳物工業今後10年の動向+と題する玉
稿をいただいた.｡

特に本誌のために稿を芋さ.れたご好意に対し,

げる次第である｡
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