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■ 日立UEO6油圧ショベル発売
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1･J二i■/川三能,高能率な依械です｡
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■単色専用高速オフセット輪転機完成

日立製作所では,このほど中也申汁]の高速オー丁七･､･ト輪転機を完

成した｡

これまでA全,B全,A仁子判など各サイズのB一･Bヌでプと呼ばれ

るユニット式の多色刷Jll山根機を,日立■製作所ては数多く製作して

きたこつ最近,凸Ⅰ坂印刷方式からオフセット印刷方式へ移†上する傾向

ほ,多色物に限らず電話帳,ページ物など単性物にまで及んでいる｡

･多色刷を目的とした高根機で,単色刷を行なうことは能率,操作
性などでむだが多く,このノr∴くに着目して本機は7一手形ユニット構

造を採用し,単色印刷に威力を発揮するようきわめてコンパクトに

設計,製作されている.-_｡

なお本機は,印刷ユニットを横人前ねることにより,2色機とす

ることが可能であt),仙格も経済性を考慮L,従来･ハものにくらべ

て割安になっている｡

このたび完成したものはA陪判であり,続いてB全,新聞用(64′′)

のものも開発｢いであり,また,本機にほざ人+_んな設計を各所に探

■垂直フロー形移動式簡易クリーンルーム 開発

作業環境を完全無じん,無歯の状態にする7=7一ン′ニームを設節

する分野が多くな√)てきた′うミ,室全体をクり--ン′ンームにするには

多節の設備費を必要と-ナるたど〕,作業内容によ･-1ては作業時間ノ′バ短

いなど室全休をクリーンル】ムにすることが不経済な場斧がある｡

この場合には,ノ戌､安な場所で必柴な時間,手軽に運転,使用でき

るクり-ンルームが姑も適している｡

帝l【二_iニフロー形移動式クリーソ′レームは,こ.十しらノ)条件をすべて満

足するよう開発された製品である.｡

本装置は,四方を透明ビニールシートで囲い天井に高性能フイ′こ

タ,送風機を設置して,清浄空気を上部より約0.2､･0.5nl./sの低速

で送風し,脚部四方より排気する.｡

案内圧は,水柱約4mm程度に加圧されるため,外気か流入する

危惧がなく清浄度が保持される｡J括i制度はAFI規格ClasslOOと

ClasslO,000の2機稚がある亡_

脚部にはストソパー付キャスターがあF).任意の場所に移動でき

る構造になっている｡また幅を瓜ずて使用Lたい場合には,何千?か

横iこ並べて使用することもできる｡

■エアーシャワー装置の開発

精密工業,電子工業,病院,製薬などの分野では,近年作業環境

を完全無じん,無菌の1人態にする必要が′卜し∴クり-ン′ルームを設

肺する所が多くなってきた｡

今回,このクリーンルームの出入口に簡単に設置し,室内外の空

気を遮断すると同時に,人体および衣服などに付着したじん填,細

浦などを室内に持ち込むのを防止するェ7-シャワー装置を開発

した｡

従来のエアーシ17ワー装置は,膨大な設満費が必要でありしかも

維持費も高くついたが,本装置は100Vの電源にコンセントをそう

入するだけで簡判こ腫転使用できるので維持費も格安であ～),エフi‾†二

因3 単色専用高速オフセット輪転機

用し,特許出離件数は15件に及んでいる｡

図4 垂;任フロー形移動式簡易グリーソノし一ム

図5 ェ7-シ1▼丁7一装置
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費も必要としない特長をもっている｡

本装置は,電気集じん器,送風機を内蔵し,装置内の空気を絶え

ず上部より下部へ循環して,電気集じん掛こよりじん挨,細菌など

を除去し,普段は室内外の空気の流出入を遮断するエアーカーテン

の役目をしている｡

装置床面には,くつ底などに付着しているじん挨を吸着除去する

ための粘着性マット(ゼラチンマット)がある｡また人間がこの上に

凍るとリミットスイッチにより,自動的に装置両側面に取り付けた

■ 日産自動車株式会社へ

自動車排気ガスデータ集録装置を納入

口立襲竺作所でほ,このほど日産自動車株式会社荻窪工掛こ自動車

排気ガスデータ集録装置を納入し,現在順調に稼働中である.っ

本装置は最近問題になっている自動車排気ガスによる公害の対策

を検討する一つとして今回日産自動車株式会社が採用したものであ

る二 計算方式はガス検出部からCO,COヨ,HCなど含有量のアナロ

グ信号を受け,アナログ演算および補正を施したのち,AD変換(ア

ナログディジタル変換)し,各成分をrF表し,ディジタル印字する

ものである｡

7メリカでほ法律によってCO,CO2,HCなどガス含有排気量か

規制されており,自動車輸入許可条件8こも適用されている｡+また本

装置は引き続き運輸省船舶技術研究部交通部からも受注した､｡

なお,本システムは入力部,アナログ訴算部,データ集録部,印

字作表部で構成している.｡

ターボファンが回転して,6個のエアーノズルより強力なジェット

気流が吹き出し,人体,衣服などに空気を強くあて強制的に付着し

ているじん挨,細菌などを飛散させ除去する棟構となっている｡

おもな仕様は集じん要素:プレフィルタ(ナイロン不織布),循環

?巨気品:約40m3/min,循環回数:約2秒に1回,エアーノズル:

6個(吹出方向任意変更可),内部照明:20W蛍光灯1個,電源:

100Vl‡う50/60c/s,消静電力:エアーカーテン時270/350W,エ

アーシャワー時750/800Wである｡
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図6 日動申排気ソノスデータ集線洪荘

■AGH･2形プロセスガスクロマトグラフ完成

各種産業分野では,プロセスの自動化が進むにつれてプロセス条

件JP環境のは捉はもとより,さらに進んで最終製品の品質のは提や

管理までが必要とされてきている｡

日立AGH-2形プロセスガスクロマトグラフは多成分を同時に連

続監視するというだけでなく,制御用計算機と結合して生産をより

合邦化することができる｡利用範囲は広く,石油化学,製鉄,石油,

食品,ガス三岳芙をほじめとする各種産業分野で使用される｡分析対

象は有機,無機を問わずほとんどあらゆる気体物質から,比較的低

棍(150℃)で気化する流体にまで及んでいる｡

図7はAGH-2形プロセスガスタロマトグラフの分析部本休で,

分析部,電気回路部,流品制御部の三機能が独立分離している｡こ

の三機能分離構造によって流量調節などの調整時iこは分析部の安定

が乱されることなく短時間で処理ができ,取り扱いはデスク状の柄

造と相まってきわめて容易である｡また前面に操作部,監視計器を

駐中し,後面に配線配管部を集中させ,側面は他の隣設機器と密着

据付けができるようになっているため,保`二1:も楽に行なえる.｡その

ほか,恒温梧温度制御回路にサイリスタを用いて無接点化し,測定

∴一三切換弁に空気作動弁を用いて防爆性を完璧にし,測定点の数およ

び組合せ順序が計器重から遠隔操作により任意に選択できるなど,

日立製作所独自のユニークな技術が各所にいかされている｡

測定成分は12成分まで,測定点数ほ6点までとれ,分析時間も

1分から30分まで各種のものがある｡データの処理様式について

は,クロマトグラフ,打点記録,棒グラフ記銘のほか,せん頭値記

憶によるPID調節出力の発信あるいは計算綴へ心技にデ】クを伝

送することができる｡
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図7 AGH-2形プロセスガスクロマトグラフ
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廿 日立オールチャンネルテレビ2機種発売

さる昭和42年11月に長年の懸案であった大電力UHFテレビ局

の設立が19地区23r剥こ認可され,わが国でもいよいよオー′L-チャ

ンネ′レテレビ時代に突入することになったユ ニの設立により,全国

て約500万世滞の家庭でUHF放送を楽しむことができることにな

るニ･〕二,さらに44ゴ‾Fには東京.大坂の二大都子けにおいてUIiF放送局

しつ設立認可が確定し,本格的オールチャンネルテレビ時代がスター

トする.こ､この新しいテレビ時代に対処し,日立製作所でほ,オール

チャンノネルテレビ20形コンソールと12形ポータブルの二機種を発

諾した｡

20形オーノンチャンネルコンソール(T-76CU,愛称

末洗カスタム)は,l=け‾三郎F所ノノ1こ新開発した20形巾二角

画面を掠印した超家宣i壬コンソーノンである｡このほかお

もな特1二三としでは､超高六軒宝典空管2HM5/2HA5と

4GS7を使用Lた高性能チエーーナl一と明視ブラウン管

の練絹により美しい山像を再現させるとともに,キー

ドAGC回路を採用し∴代行依,新幹線,口動1-を亡の圭子壬

矧こよる画面のふらつきを解椚した｡また,プリセッ

トチューナー,チャンネルインジケーター,トーソコ

ン■トロールなど,高件能な設計となっている｡

12形オールチャンネルポータブル(TW-77FU,愛称

マーク12FU)は,本格的ソリッドステートテレビであ

るニ パーソナルテレビのベストセラーマーク77の回

路をさらに改良した驚異的高性能回路を採用し故障の

低減を囲った｡AGCにはR立製作所が開発したS.M.

AGC回路を拝礼卓沌非,弱′追界によるコントラストの変化,蛍光灯

や新幹線,ヘリコプターの宗子響による画像のふらつきを解消した｡そ

のほか消非電力ほ25Wであり,従来の真空管式iこ比べ1′′ノ5と非常に

少なく,5f紺ilで15,000F-1+も電気代を節約することができる(1日7

F剛ユ】受像の場合)し.スイッチを入れた瞬間に昔も由も飛び出す瞬間

スターート方式であり,ダ〔釆のテレビのようにイライラすることがな

いっ また,入力電圧カ■;85′～120Vまで変化しても,耐‾‾】Triのサイズも

画質もまったく変化しないたムう,冷蔵韓ヤクーラーLフ

こjtら,l

王なし

架したオールチャン不･･ンテレビは,

新しいl時代のテレビとして令プ了面から注Flされている

m 脚脚■二■=て仙■-‾'‾

′〉(三色芯

Y一≒磨らギ･ノ〉窟‾姜
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図8 20形オールチャンネル

コンソール"T-76CU”

/∠

Lざ19 12形オールチャンネル

1ミ一夕ブル"TW-77FUけ

‥…･編集後記……

水資源の有効な活用と災害防止のためには.上流の水位,巾:量を

随時測定して,水系の現状をは超する必要がある｡

｢太陽電池使用無線テレメータ装罠_+では,水資源開発公団矢木iJミ

グムに設置,現在好調に運転中である本装置の概要,構成,動作,

概測局電源などを報告している｡

近年,河川管理がますます重安になっているおりから,本柄は誠

に時宜を得た論文である｡

◎

昭和43年.駐日立冷蔵倖として開発した"R-135形全山放榔放

任”は,高感度のF16形温度調節器を侍内に設rr≡して,庫内温度

を直接感知することにより,外気温度の変化に関係なく常時樺内温

〔空を一定とする制御方式で,温度調節器の媒作をいっさい必要とし

ない完全な自動化を図った冷蔵擁である｡

L‾日立全自動冷蔵庫の開発+では,上記の全自動冷蔵庫の開発の過
牢,主要性能iこついて述べている｡

買替え買増しという2台･目の需要も徐々に増している現在,最新

のメリットをそなえた本冷歳踵の研究開発は,関係諸氏の一読に値

いするデと重な一資料となるであろう｡
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◎1968by HitachiIiyoronsha PrintedinJapan

乱丁落丁泰は発行所にてお取りかえいたします｡

◎

本号くニ,Fl立製作所ならびに目立金属株式会社のロールに関する

研究成果を,i熱間圧延用ワークロールのかみどめ熱き裂+｢ホット

ストリップミル仕上前段用ワークロールの問題点_1など4編に媒録

L,｢ロール特集+とした｡

4重圧延磯田補強ロールに関する適正研樺品の節出方法,熱問厚

相4重什延依で発生したかムどょう≠テさ＼き裂の試験研究,超大形鋳鋼製

厚板柳瓜ロールの製造,ホットストリップミル仕上前段用ワークロ

ールの肌荒れの研究など,数多くの成果をあげた日立研究技術陣の
意志ある論文妹と言えよう二

◎

巻誕iの一家一言には,東京人字数授 二1二了博士 椙山正孝氏から,

現在のロールに関する実情について,ロールの檻煩･稲造･性能な

どを述べられ,ロールの扱いプノ･選択上の問題点をご指摘いただき.

同時に､二将来わが国のロール技術かさらに進渉するた糾こは,各社

が技術交流･検討の場を打つことが必要であることを説かれた｢ロ

ール雑感_1と丑する三桁をいただいた｡
特に,本誌のために稿を早さ.･きt)-二ご好

あげる次第である｡
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