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■東洋一の長いエスカレータ完成

一営団地下鉄千代田線新お茶の水駅へ納入一

大都市の交通機関ほ,ますます立体化しつつあるが,日立製作所

では,このほどノ臼田地‾1､一決千代田線の新お茶の水駅へ東洋一の長い

エスカレータ4台を含む､本格的な都丁け交通用エスカレーク9台を

納入Lた｡

糾お茶の水駅は,現在の丸の内線と交差するため,地下的27m

のところに作られ,乗降客を能率よくスムーズにさばくため,地上

との連絡用交通依関としノて9台･♂)エスカレータが活躍することにな

っている｡特に,国鉄御茶ノ水駅よりにほ,階段を全く設けす,

地■F7l;附こ相当するコンコースから地下1暗に当たる改札口まで

を,一気に乗降客を∋ 貼付けエスカレータが4台設置されている｡

ニの超大形エスカレータは,一般のデパートの5～6階分の高さに相

当する約20.5mで,その全長ほ実に45mという文字どおり東洋一

の規模を誇るものである｡

超大形エスカレータ(No.1へ4号機)のおもな仕様は,形式:

1200C-P形(4台･良仁列設置),有効幅:1,200mm,踏み段幅:1,009

mm,輸送能力:9,000人′′h,速度:30m/min,角度:30D,階高

20.415m,電動機:45kWである｡

このように,本エスカレータの設置ほ,わが国でも初めてのもの

で,今後これを契機にますます発展する交通網に伴い立体交差する

鉄道,地■F鉄駅などに大幅に採用され都市交通を大きく変えること

になろう｡
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囲1 起りこ形エスカレータ

おもな†=ミニエ∴工:拐恥ウミ非常に山､ため.濡客に不安感を与え

ず､かつ安定した姿勢で乗降できるエう上部水平部から紙斜部にか

けてゆるゃかなカーブを才糾1するなどの考瓜をはらノつている(二.④従

卦7)ニスカレ】タと同根の安全導き置のほかに,万一にそなえて新し

い各種の安全装帯も数多く掛r]さカー1/てい･る[④地下ドーム州こ設置

されたため,掛二㌢与養音による反チ警力澗越となりやすいが目立聾珪作所

独特の特殊椚斉機構の採用により,騒音による公害はまったくない0

■耳ITACl超小形電子計算横発売

日立享処作所では,小規模な弔務計節を中心にしたHITACl超小

形′仁E子計算機を発売する｡

日立製作所でほ,昭和44年5月からHITAClO科学用超小形電子

計算械を国産第1号のミニ･コンピュータとして販売してきたが,

ここで伝票処理を主体とし･た事務用小形電子計算機を発売すること

により,この分野での地位をさらに確固たるものにすることを期待

している｡

この分野には,電子計算機メーカ,市務機械メーカなど数社の先

発メーカがあるが,いずれも中用椀的,単能機的性格の強いもので

あり,コンピュータ･システム･メーカとしてHITAClは現場作

業か で一連の市務組織として,この分野の近代化を図

る独日の道を開拓しうるものと考えている｡

特長は次のとおりである｡

木電子計算撒は,プログラム方式に8単位紙テープを使用する新

プブ式の開発をはじめとし,抗算装置および入出力装置の拡張性,

伝票発行から管理業務まで体系的事務機械化 操作性,最新のコン

ピュータ技術など数々のすぐれた特長を有している｡
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同 日立卓上電子計算横

"エルカ24カスタム”新発売

日立製作所でほ･このたび中上電子計算従･エルカ24に金利引

算専用装置を付けた"ェルカ24カスタム”を開発,主とLて金融

校閲,経理関係向けに,本年1月から発売L.た｡.

このエルカ2`4カスタムほ,金利計算専用の■享祥一を設けて,今

回の針上金利の年利建新一fに伴う計算‾事務をワソ_タッチでできるよ

うになっている｡

すなわち,元金尽日数‥五年利率耳とキーを操作すると,最後

の鳳は三価5･■至ヨとキ〉操作したと同じ働きをするので,キー操

作を省略することができる｡

そのほかは,現在のエルカ24と全く同一で,ナチュラル.デシマ

ル●システムと切捨機構をもっているので,貸付金利計瓢･こ最適の

計算機であるD Lかも･写ヰー以外は,ほかと全く同様に使え,特別

な切換操作は不要である=

周高分解能イオンマイクロアナライザを開発

一国体の三次元組成分析装置一

日立製作所中央研究所では∴試料を射杉させることなく,回休の

立体組成を分析できるイナンノマイクロアナライザぐ略してⅠ九仏)を

開発L_た.二.

Ⅰ九4Aほ,耕し､イオンセ'-ムを,テレビ噺家の走査と同じようi･こ,

固体試料のゴ甜†を走査させ.イーオンビームによってたたかjt.て出て

くる二次電子の弓亘溺によって油按ブラウソ管上で表面像を観察し,

同し時に発生する二次イオンを内蔵されている小形二副文束質二旨分析

計で分析する｡

このように,柑帥つ3ミクロンりミクロン=1/′1,000mm′)程度

の任意の個所を把接上三トラ見なカこら分析てき,またイオンビームによ

るエッチソブ(切削)こよ一〕て,探さ方向仁｢分析もできるため,固体

試料の糾=成刑斤を立体肘二洲正すること力二できる｡

従来の質量分析計は,同r†こ試‥抑つ十ヤ1;を粉末にしたり,スパーク

させるなど試料を変形,破壊Lて分析Lていた｡

これに対し本装匠は,固体試料の表面にイオンビームを矧芋即勺に

照射するだけで,試料を破壊することなく,そのうえ高感度の分析

が可能である｡

このため,本装置は半導体をはじめ,金鼠 その他を,従来不可

能だった薄膜中の不純物元素の組成分析までも可能とLた｡

Ⅰ乱すAは同体分析装置とLて,すでに出ているⅩ線マイクロアナラ

イザ(ⅩMA)に比べ,①元素の同位体分析が可能である｡③炭

素,リチウム,水素などの軽元素が観測でき,検出感度はⅩMAの

1,000倍である(500万個に1個の不純物が含まれていれば検出可

能)｡⑨測定できる試料の厚さ叫眼界では,ⅩMAほ約1,000Åであ

るが,本矧矧ま10Aが可能である｡などがすぐれている｡また試

盟ナトリウム用熱交換器の新溶接法を確立

(ナトリウムによる熱衝撃実験で実証)

日立当射′l三所‡二は研究所では,山辿州稚帥け了:Jウム用熱交換器

ヰl

らl

り
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阿3 ェルカ24カスタム

なお,口立卓上′電子計算様エルカシリーズは,エルカ24(14H-

た,1メモリー),エルカ32(12けた),エルカ26デラックス(16

けた,2メモリー,開平可能)の3機種をとりそろえているが,エ

ルカだけの3レジスター計算方式,オートシフト械構,ナチュラル.

デシマル･システムなどの特知三注目されている:｡

同4 イオンマイクロアナライザ装置

料に照射するイすン流を調整することにより,試料表面のエッチン

グが可能であり,探さ方向についても組成分布の緋三とその分析を

行なうことができる特出が有る:こ

本装置の肘1弓例としてほ,(力超電導材料Nb-Zr(_ニオーブ,ジル

コニウムニにシ己合金の抑亡耳Alげルミニウム)蒸着膜中の不純物

の測定③Si(シリコン小小のB(ボロン)の測定④隕(いん)石の分

析と同位元素の分析〔き､･唄石のヨ紬1二おける組成分布などがあげら

れる口以上三いずJtもー=†立紺′ド所中央研究所で実用にした例で,こ

のほか鉄鼠半導体工業,金郎即妙が処遇などにも広く用途が考え

られる｡

に適川する の閃光に成功,六ぺ鮫川熱交換器を

完成,ナト ウム巾で温〔空封ヒた.ど実際発作に合わせて,1,000回

余りしり熱折半 ン行ない,その俊秀性を証明し∴た

f刑反と伝即三二･ノ1音字声援加三三土Lてこま,従来,はめこみ湘安が掠用され
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てきたが,ほめこみ溶接では,管板と仁三熱管の間にすき間ができ,

そのすき問にナトリウムがしみこみ溶抜部が荷食されて,ナトリウ

ムの漏えいという大寸1二枚が起こった例もある､

これに対し,日立海生作所が新しく開発した"突き合わせナ利美法”

は,管板に突起をつくり,これに伝熱管を突き合わせて内払了より自

動溶接するため,すきl昌]腐食のおそれは全くない｡また,溶接部の

Ⅹ線検査などを完全に行なうことができ,信敵性がさらに向上した｡

このように溶壬安部に対して実際にナトリウムによって熱衝可望を加

えた実験は外国でも発表された例はなl∴ 溶接法の1うぅ]発とともに非

常に貴市な成果である｡

本溶接法は11問熱交換器(ナトリウムーナトリウム)のみならず

蒸気発生器(ナトリウムー水)にもそのまま適用できる｡

これにより高速蛸拒炉のキーポイントとさjLているナトリウム棟

器問発は大きく前進した｡

国力ラーテレビ用ブラウン管(15形･19形)

110度偏向･細ネックを開発

日立製作所では,このたび110度偏向･細ネックのカラーブラウ

ソ管(15形･19形)の開発に成功した`つ

このブラウソ管ほ全長が∴従来90空のf与一言向のものに比べ,15形

では70inlll,19形では100111nl短縮された･｡これはカラーテレビセ

ットの小形軽量化を促進するものであり,口本の狭い住宅部桁から,

今後大いに採用されで7+二くものと考えられる｡

テレビセットの奥行を短くするには,ブラウン件ノ‾)仙亡可/勺な大せ

くして,ブラウソ管の全長を短くくする方法がとられている｡仁l′り三ブ

ラウソ管しり惟兜を見ても70肘砧向,90蛙肘可,11()度ノ～114･馴扁向

と広角化しでbリ,現在では110度,～114上知こ標準となっで･･､る｡

カラーブラウソ管においても,白票プラウソ管と同様に鳳桝〕を

大きくL-,セットの小形唯造化を図ろうといろいろ研究してきたか,

カラーブラウソ管の場合,これまでの9n度一郎Jの技術｢さ110P引扁向

を行なうとすると,90度イ†祁小と比べて.内向i周辺での色ずれ(コン

バージェンスずれ)およぴミスランディソグが増大し 補正が困難

となる｡また偏向回路の′■1立刀が約2.5倍にJ汁ノ(するという問題がニヒ

じ 実用的ではなかった=ノ

簸
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図5 ナトリウム用熱交換器の葬兵術撃試駈矧毘
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臣【6 カラ=テレビ用プラウソ･'il吉

日立射乍所てミニこJ州ほ･こ二対L∴王)柑耐謁辺でのとずれは∴朝F音

度小升きrL†i千銃しり托什｢ゴよび】1立仙】'ir‾叩目先したシーー′レトレソズ方式

電子銃の+一式円ニュ川和さしたr･･号)ミスランディソグは′～ETビーム軌

跡とけい光休トソト作れ吃のたこかり光跡/り軌跡としノ 妄ノコンビュー

タに+こり粁宕こJ｢･ノて〔し′ノゴt三三過耶ロンンぺ■･ゾ_う形1甜こ正し-て肺打･とした｡･言)

偏向回路の電力j｢Hこは,ネック→ノ1-rズを36.対より29.1(-=ニ細くし,

fE力叶7加lは上別＼こ呈･ゴさえた′こ･ゾ塙門主,フォーカス特性は,従来の

90度凧■勺.と比べ.全】巾性ニシゝす､こ＼れているほか,ノ古人拍リ1剖生も同等以

上となった

なお,エソ‾)11().い主I_法帖I〔】jブラウン管F‾｢Jのガラスバノンブは,旭硝子

株式会社J刈滋九こより､開発Lたもしり｢さある-_､

産 日立ポータブル掃除横

カプセル〈オー〉(P-V7形)新発売

口立製作所でほ,強力な吸込力と披し･やすさをコンパクトにまと

めたポータブル手訓射車力プセル･〈オー:〉P-V7形訓1二年12月から

発売した二

手ご舟除桜の市場は,普及率しり上舛と和まって,独身老け′卜宗族にも

必詫揃となり,さらに2隅中川,千肘祁』主たど叫帖亘り〃Ei,あるいは

自動車抑除川として2台目,37三=]の与‾∴言軌ウニますます+■r.､て大して噸l】1に

ある｡〕Fは製作所でほ,こレつ傾向に焦∴一三を合わせ,小形｡中が二主なブヨ;ら

性能は大形なみのILV5形1を43咋12口先ら≡上し,紙汁山手している｡

P-V5形の愛用者カードによれば,68ヌ占′は小.形･軌音なから掛■l

吸込力と大きな胡壬じん7引訂こエリメインJ二)柑沃位とL′て使用し,32

叩103-

図7 ポータブル矧別表カプセル 〈オー〉
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%はその手軽な触､ヤすさにより2台目･3台目用として使われて 持っているかがわかる｡

いるロこれほまた･1部鼠2部屋の小住宅で34%,5部屋以上の 今回発売のカプセル〈オー〉P-V7形は,P-V5形の取扱性,収納

大住宅で28%が使用されていることをみても･いかに幅広い需要を 性をさらに向上させたポータブル掃除機である｡

t東洋一の規模を語る立形加硫機稼働にはいる

日立電線株式会社でほ,かねてより日高工執･･こ増設中であった立

形連続押出加硫機がこのはど完成し稼働にはいった｡これは,わが

国経済の高度成長に伴い産業界の旺盛(おうせい)な電線,ケーブル

の需要に対処すべく,掛二需要の多い架橋ポリエチレンケーブルを

対象に建設されたもので,既存の生産設備としては東洋一の高さを

誇るものである｡

建屋構造は全面カラーアルミで高さ約70叫床面積400m2で生

産の合理化と将来の加硫枝の増設を考慮している｡新立形加硫機は

最高電圧275kV,最大導体サイズ2,500mm巳の架橋ポリエチレン

ケーブルを3層同時押出にエリ製造できる｡

そのはかにも各部にわたり特殊の製造方式を採用し,若い､電気

矧生の向上を因っている｡

図8 稼働にほいった加硫塔

‥･…編集後記……

同期電動機と誘導電動機あるいは静止負荷からなるプラントにお

いて,系統側の事故によりプラントの受電電圧が急変した場合,同

期電動機の安定度が問題になる｡

｢同期電動機の過渡安定限界+でほ,同期棟と誘導横または静止負

荷からなるプラントの過渡安定度に及ぼす影響を研究している｡

なお,数値計算にはHITAC5020F電子計算横が使用さ九た｡

◎

近年,原子力発電プラントの建設がめぎましく,大容量の原子力

楼が製作されつつある｡

｢原子力用タービン発電枚+でほ,原子力用4極タービン発電枚の

構造上,材料上,運転上の特長を火力用2極タービン発電機との比

較において述べている｡

今後ますます発展するであろう原子力用タービン発電棟の技術全

般をまとめたものとして,貴重なデータと言えようn

日 立 評 論 弟52巷 弟2号

昭和45年2月20日印刷 昭和45年2月25日発行

(毎月1回25日発行)

<禁無断転載>

定価1部150円(送料24円)

◎1970byHitachiHyoronsbaPrintedinJapan

乱丁落丁本ほ発行所にてお取りかえいたします｡

◎

最近▼ 化学プラントにおける大形化の傾向ほ著しノく進んでいる｡

本別よ,日立製作所の化学プラント技術陣における成果の一端を,

｢大形化学装置の設計上の問題点+ほか4編をもって｢化学プラン

ト特集+とした｡

化学プラントの大形化に伴う問題点の分帆 最近の空気分離装置

およびガス分社巷≡置の動向,シーラス反応炉の概要,化学プラソト

への計辞機制御の導入問題などの研究成果が収録されている｡

◎

巻頭を飾る一一家一言らんには,丸善石油化芋株式会社常務取締役

工学博士林喜世茂氏より,1ナ子米の大形化学プラントに関連して氏

の所見を説かjl-た｢これらからの石油化学工場の建設に関する新し

い展望+と壬適する玉稿を賜わった｡
本誌のた引こ,特に寸暇をさいて稿を貸されたご好意に対し,厚

くお礼を申lノあげる｡
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