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■300万ボルト超高圧電子顕微鏡を開発

日立製作所中央研究所では,大阪大学と共同で加速電圧300万

Ⅴ,最高倍率50万倍の超高圧電子頭数鏡を開発,去る8月フラン

スのグルノーブル市で開催された第7回国際電子麒傲鏡学会で発表

した｡

木原徴鏡は300万Ⅴ加圧のため電子線の透過度が,普通の10万Ⅴ

クラスの電子顕微鏡に比べ,アルミ金属膜では10′`(ミクロン=

1,000分の1皿皿)と10倍,また試料を損傷しないために従来不可能

だった′ミクテリア,細菌,細胞などの生物を生きたまま直接観察す

ることができると期待される｡

生体観察用として,試料用カプセルと,高感度テレビを開発した｡

カプセルは,電子線は通すが,空気,液体,またはそのほかのガス

を通さない酸化膜や,特殊なガラス膜などで作られている｡

本超高圧電子原敬鏡は,電子を加速する対称形コッククロフト回

路と,それにつづく電子顕微鏡鏡体で構成されている｡

このコッククロフト回路は,30段の積み重ねでできており,回路

の中心を通る高真空管内の120個の電極で電子を加速し,300万Ⅴ

のエネルギーをもつ電子を鏡体部に放射する｡コッククロフトは入

刀が5kHz(キロヘルツ),10万Ⅴの高周波電圧で,30倍圧の直流

300万Ⅴを得るものである｡電源の安定化により,安定度10万分の1

おもな仕様は,加速電圧:最高3MV 安定度1×10‾5

以下,分解能:4.6A,パイロフェライト交さ格子像,直

接倍率:最高100,000倍,高圧発生装置:圧力タソク形

高さ6.5m,径2.6m,圧力10気圧,対称C-V30段,電

子光学系:コンデンサレンズ2段,写像レンズ4段,高さ

4皿,直径80cm,本体:全長12m,つり下げ除振方式

全重量67t,付属装置:輝度増倍装置である｡

というすぐれた性能をもち,像のボケを防ぐことができる｡またコ

ッククロフト回路には高電圧絶縁用として10気圧のフレオソガス

および炭酸ガスの混合ガスが封入されている(コッククロフト回路

とは,整流器,コンデンサなどを用い,積み重ね式に電圧を逓昇さ

せる装置)｡

300万Ⅴの電子線を用いた鏡体のレンズ系は,振動をさけるため

空気ダンパ】からつり下げられた支持台の上におかれ,その大きさ

は最大直径1m,高さ4m,電子レンズは,照射系として2段,写

像系として4段の計6段で構成されている｡もっとも大きいレソズ

は対物レンズで,これだけでも2トソの重量がある｡またこのレン

ズのコイルを励磁するために全トランジスタ式の高安定電源26個

が用いられている｡

観察室は,300万Ⅴの電子線によるけい光像を作るが,観察者の

Ⅹ線照射をさけるため厚い鉛ガラスの窓を設けている｡鉛ガラスの

厚さは70cm,全重量100kgある｡

おもな特長は,①従来よりも数倍の厚い金属を,加熱,冷却,お

よび引張り加工しながら,内部の変化する状況,たとえば結晶の転

位,析出などの動的な状態を見ることができる｡②高感度テレビの

活用により,動的観察が可能である｡③カプセルを使って観察する

ことにより,金属の溶融から結晶化の状態を知ることができる｡ま

た生物観測の場合,真空中でみるような脱水作用はない｡

海

≡1･…萱義

図1 300万ボルト日立超高圧電子顕微鏡
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上自動製図用NEWⅡiCADIPSYST王∃M完成

日立製作所では,昨年9月他社に先がけて,化学プラソト配管の

自動製図システム(HiCADIPSYSTEM)を実用化したが,このほ

どさらに機能を拡張したNEWHiCADIPSYSTEMを完成,また

この1年間の数千枚にわたるワンスプール図の作図,使用実績によ

って経済性もじゅうぶん確認できたので,適用プロジェクトを拡大

し,実用化の第2段階にはいった｡

現在までの適用プロジェクトの代表例として旭ダウ株式会社納め

のスチレンモノマープラントがあるが,このプロジェクトでは

HiCADIPSYSTEMと建設現場に設置したショップ･プレハブ

工場がオンライソ化されるという新しい配管工事システムが採用さ

れ,多大の効果をあげた｡

(ショップ･プレハブ工場方式とは,プラソト建設を行なう現地に

配管組立工場(プレハブ工場)を設置する方式で,日立製作所では数

年前よりこの方式を探用し効果をあげている｡)

配管基本計画

(配管計画図)

≠
配管詳細計画
(配管平面囲)

材料集計
専用プログラム

EWHiCADI

プログラム

その後,HiCADIPSYSTEMを用いて設計製侃現地工事を

行なったプロジェクトは十数件あり,これらの使用結果に基づきプ

ログラムの横能拡張を行なってNEWHiCADIPSYSTEMを完

成したものである｡

おもな特長は,①ワンスプール図の寸法記入方法を全く手書きの

ものと同一にしたので従来より見やすくなった｡②2次元配管,3

次元配管のスキュード･ボックス(直交座標に線分を分解して表示

する方法)を見やすくレミイプの寸法取りを容易にした｡③パイプ

切断表を材料集計表と同時にアウトプットさせプレハブ工場とのオ

ソライン化を進めた｡④新たに材料集計専用プログラムを開発し,

従来のHiCADIPSYSTEMと併用することにより初期見積りから

精算見積りまでを一元化した｡⑤プログラム内容をより高虔なもの

て･こすることによって1枚あたりの図面単位を低減させた｡

日立製作所でほ本システムを化学プラント以外の配管設計部門に

も適用しており,全社的合理化,省力化を進めている｡

設 計 購 売

プラント材料集計表

セクション材料集計表

プレハブ工堵

(現地)

資材

贅材

資材

ワンスプール材料集計表

ワンズプール図
PLOTTER

図2 NEW HiCADIP SYSTEM流れ図

アイソメ組立図
(顧客打ち合わせ) アイソメ組立図(最終)

ーーーーーーーーーーーー∠二二7

■集団用トータル教育システム完成

日立製作所では,小形計算機を用いた集団用教育システム"HI-

TACHICLISystem70”を完成,このはど日立京浜工業専門学校

に設置して,学生の日常教育に使用することになった｡

(CLIとはComputerLedInstructionの略)

本システムはテープレコーダ,ビデオテープレコーダ,モニタテ

レビ,スライドなどをコソトロールする中央操作卓(教師席)とテー

プレコーダ,押しボタソ回答器を備えた30卓の学生席などが,小形

計算機HITAC-10とオンラインで接続されている｡これによって教

材の任意選択,学習の自動進行制御,回答結果の処理を行なわせるも

ので学生の理解度に応じた適切なプログラムを組むことができる｡

さらにプログラムが自動進行中でも必要に応じて進行を一時停止し

て補助解説を行なったり,生徒に解答を提示させオーバーヘッドプ

ロゼクタ(投影機)あるいはモニタテレビによりその解答を全員に

提出し,それについて討議させることができるので,相互啓発によ

る全体的教育効率の向上が期待される｡

また,このシステムはティーチングマシソとランゲージラボラト

リ(LL=語学練習装置)を一体化した構成をとっている｡教材は3

84

チャンネルで学生が自由に選択でき,スライドおよぴVTR(ビデオ

テープレコーダ)で画と音による視聴覚教育により語学の完全学習

ができるほか,教師と個別に対話のできる方式になっている｡

本システムは以上のように完備した教材と多種摂の視聴覚磯掛こ

のせて,適時適切に自動提示し,密度の高い授業を効果的に進める

トータル学習システムである｡

〈本システムによる学習進行の一例〉

(1)教材はあらかじめ計算磯に記憶させてあるプログラムに従

い,透過形スクリーン,テレビ,スピーカ(またはヘッド

ホン)を通じて画と晋を自動的に提示する｡

(2)学生は提示された解説,問題を各自解析し,選択押しボタ

ンにより回答する｡

(3)回答結果は中央操作卓にランプ表示されるとともに,計算

機に読み込まれ,即座に集計される｡集計の結果,問題ご

とに設定された正答率より低い場合には,もとに戻るかあ

るいは補助教材が次に提示されるなど,理解度に応じた適
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切な教材が提示される｡

(4)回答結果は個人別に印字記録されるほか,授業終了稜に採

点,平均点,ランク付けなど,処理結果がプリントアウト

される｡

本システムの特長としては,①学生の回答結果は即座に集計

され,これを自動的に判定し,プログラムの飛び越し,前戻りがで

きる｡⑦Lいこよって語学練習を行なったあと,直ちにティーチン

グマシンに切換えて問題を提示し,回答結果をコンピュータにより

自動的に集計作表して,成荊を評価することができる｡③ コソピュ

ータ処矧′こより,学習成約の分析,学習プログラムの評価の分析な

どCMI(ComputerManagedInstruction)的な使用ができる｡④解

説,問題提示から選択押しボタンによる回答とその結果の即時把握

(はあく)という一連の学習時｢馴コ,終始緊張した学習活動がつづき,

短時間に密度の高い,効率のよい教育ができる｡⑤理解の常時チェ

ック授業後の即時成績集計など教師は一連のプログラム反省資料が

得られるので,常に適切なカリキュラムの編成が可能となる｡⑥学

図3 集団用トータル教育システム HITACHICLISystem70

習の進行過程で学習者の正誤答または未完成回答を即時提示し,全

員の相互研修により,全体的教育効率の向上ができる｡⑦ 3チャン

ネルでの個別の教材を自由に選択でき,スライドおよぴVTRで教

材を裏示して,映像と音とによって語学の完全学習が可能である｡

なお,日立京浜工業専門学校では,本システムを計算機言語(フ

ォートラソ,コボル),二進法数学,論理数学,基礎工学,語学など

の教育用として利用している｡

日立製作所では本システム開発により,今後,企業内教育などの

引き合いにはじゅうぷん応ずることができる｡

正答,分布表示器

匡璽璽郡

スグリ

ーーン

昏笹
クセススライド

ビデオ

;転

教材提示卓

テープレコーダ

晦+
HITAClO

ニコンピュ

制御

装置

モニタテ_レビ(4台)

翰
学生卓(30台)

頃
表示

作卓
LL主操作卓

マスタ【

テープレコーダ

a

データタイプライタ

図4 構 成 図

■ 日産ローレル･セダン･シリーズに

オートチューニングラジオ付き

カーステレオライン装着

このほど発表された日産自動車の新車ローレル･セダソ･シリー

ズには,日立製作所のAMオートチューニングラジオ付きのカース

テレオがライン装着されている｡

オートチューニソグとは自動選局のことで,選局操作がプッシュ

ボタンを押すだけで自動的に行なわれ,受信された電波が正しく同

調されていることを検出して自動停止するものである｡

とくに最近は高速道路がつぎつぎに完成して,高速走行が多くな

り,走行範囲も広くなってきている｡これに伴い電波のサービスエ

リアがちがう地域を通過するたびにいちいち手動で選局を行なって

いたのでは安全走行に危険もある｡

オートチエーエソグ機構は,選局を行なうミュー同調チューナに

超小形直流モータが組み込まれており,自動選局ボタンを押すと,

図5 日立オートチエーニソダラジオ付き

カーステレオTCS-2000G

このモータにスイッチがはいり,その位置にいちばん近い周波数の

高い局に近づき,電波の適正周波数の場所で正確に同調する｡

同調終了はトリガー回路によって検出され,モータの回転が停止

85



966

㈱♂釣触㈱カ紙轍 日立ニュース ㈱嫌㈱カ観功紙力紙

し,モータ回路が自動的に切れる｡

局を切り換える場合は再び自動選局ボタソを押し,その局より周

波数の高い局に同調する｡1,605Hzまで行くとこの動作が逆にな

り,周波数の低い局に同調する｡

おもな特長は,①高出力トランジスタ採用により,豊かで澄ん

だHiFi音の演奏が楽しめる｡②ラジオ電源スイッチのON,OFF

に関係なく,カートリッジをそう入するとカーステレオとなり,ま

た,ラジオとして動作しているときにカートリッジをそう入すると

カーステレオに切り換わる｡さらにカートリッジを抜き取ると再び

カーラジオとして動作するラジオ,ステレオの自動切り換えになっ

ている｡③別売りの日立FMチューナパック〈KP-1100N〉をカー

トリッジ同様にそう入すると,FMステレオ放送が聞ける｡④音質

調節つまみの操作により,好みの音質が楽しめる｡⑤チャンネル指

示梯構は浜奏しているチャンネル番号を明るく照らし出すディジタ

ル方式で見やすくなっている｡

■ 日立ド･ルックスシリーズ新発売

-リビングルームのためのアンサンプル照明一

日立製作所は白熱灯器具による本格的洋風照明として日立ド･ル

ックスシリーズ(42機種6シリーズ)を9月から発売した｡

最近の住宅様式は洋風化の傾向が高まりつつあり,これに伴うム

ード照明化,一室多灯化が促進されて白熱灯の需要が大きく伸びて

きている｡

日立製作所としてもこの洋風照明の需要に対処すべく過去2年間

白熱灯化を進めてきたが,このはど一連のオリジナル製品を完成し

たので,"日立ド･ルックスシリーズ”として発売した｡このド･

ルックスシリーズは洋間を演出する照明システムで,シャンデリア

から卓上スタンドまでのデザイン,カラーを一つのイメージのもと

に調和させて家具,じゅうたん,カーテンなどとともにインテリア

の一部を構成するものである｡これにより昭和42年以来販売を続

けている和風照明"リングライト伝統美シリーズ”とあわせて,

和,洋両照明が充実した｡

おもな特長は,①洋風の使い分けができる製品構成:最近の洋間

は8～12畳とかなり広めのスペースをとり,居間,客間(応接間),食

堂などの目的を一部屋(へや)で済ませるケースが多くなっている｡

したがって目的に応じて照明を使い分けることが必要になっている

が,ドりレックスシリーズは次の5種頸の｢あかり+を構成してお

り,これらを組み合わせ点灯することによってその目的に最もふさ

わしいふん囲気をつくることができる｡(1)シャンデリア(3灯,

4灯)(2)ペソダソ†､(装飾Fr】,食卓用)(3)ブラケット(1灯,

2灯)(二4)フロアスタンド r5)卓上スタンド

亘′:

さ儲.･珊
璽量〔妻軍≡=蓬≡ 空室･≡亘重量

妥;･ ..‾‾_才

図6 日立白熱灯ド･ルックスシリーズド･ルックス21
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⑦選びやすい六つのグループ:家を新築する人々の頭痛の種は

インテリアデザインである｡特にリビングルームのじゅうたん,カ

ーテソ,家具などはブームになりつつあるが,仕上げのキーポイン

トは照明による｢光の演出+である｡ド･ルックスシリーズは六つ

のグループがあり,この中から部屋のふん閉気,スペースに合わせ

て最もふさわしいグループを選べばインテリアはスッキリと仕上げ

られる｡

③デザインはファミリア(家族向き)タイプ:洋間一室の照明と

なると家族全員の意見がでてくるが,ド･ルックスシリーズは趣味

や好みを幅広く満足させるようむこ親しみやすいファミリアルデザイ

ンにした｡

④手ごろな価格:従来,白熱灯器具は高価なものというイメージ

があったが,ド･ルックスシリーズは量産化により大幅にコストダ

ウンできた｡経済的な理由からけい光灯で間に合わせていた洋間の

照明を気軽に白熱灯と置きかえられる価格である｡価格の点ではス

ペシャル(高級品)ではなくスタンダードであるが,デザイン,カラ

ー,材質に関してはじゅうぷん吟味している｡

⑤磯能性に富む製品:シャンデリア,ベンダソト(食卓用)は全

磯種つり下げ,高さ調節装置付で天井の高さに関係なく自由に取付

けができる｡また工事を伴う製品は連結コネクタを始め省力化楼構

を各部分に取り入れ器具の取付工事を簡単にした｡

なおセード,グローブなどは全様種本体から簡単に取りはずしで

きる柄造とし,保守,清掃なども容易になっている｡

(注)｢ド･ルックス+とは｢De Luxe+をフランス語で発音し

たものであるL

図7 日立白熱灯ド･ルックスシリーズド･ルックス22
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■電子レンジ新形発売

口立製作所では,新基準の発表に伴い,その基準に合致すると自

信をもっている安全ドアスイッチと電波吸収材を使用したDR-53S

J悸,さらにデラックスタイプMRK-600L形の販売を始めた｡した

がって,[†立製作所の新形電子レンジは安全ドアスイッチプチ式の

DR-53S形とワンアクションラッチ方式のMRK-600L形の2機程

になった｡

DR-53S形の特長は,①わずかなドアの動きで働く安全スイッチ

方式を揺用:調理中,ドアのわずかな閃きでも敏感に働くインター

ロックスイッチ付き｡②電渡吸収材の採用:ドアとオープソとの

増着部に電波を吸収する吸収材を使用して電波を吸収させる構造に

なっている｡③便利な加熱時間早見表付き:電子レソジ料即のカ

ソどころがひとめでわかる加熱時間早見表付き｡

義盛
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また,MRK-600L形の特長は,① ワンアクショソのラッチ式ド

ア調理中,ドアのとってをつかむとドアが開く前に自動的に電波が

止まる新安全装置を採用している｡⑦電波もれを防ぐ3段階のシ

ール枯造を採用:(二a)調理の電波をまず電波しゃ断バネでシールし,

(b)ドアとオープソとの密着部には電波を消滅させるチョーク構造

を設け,(c)さらに電波を吸収する電波吸収材を設けて吸収させZ)

3段階のシール構造になっている｡③べんりな加熱時間早見表付

き:電子レソジ料即のカソどころがひとめでわかる加熱時聞早見表

付き｡などである｡

〈価 格〉

DR-53S

MRK-600IJ

現金正価

月賦正価

99,800円

109,500円(15回)

109,000円(予定価格)

変装際

■ 日立トランジスタ掛時計新発売

口立製作所でほ,電気時計の新製品,トランジスタ掛帖計"ド･

ルックス シリーズ”3機種を発売した｡

住宅ブームを押景として最近はインテリア商品が特に注目されて

いる｡その中で掛,置時計はデザイン的に著しく進歩し,需要の傾

向も｢1部屋に=れ汁1fり と桃屋ごとに位い分けるなどによって増

大している｡】‾1立トランジスタ拙帖Ji‡ド･ノしヅクス シリーズ”は

これミ･こ対処L･て開発されたものである√､ ドりレ､ソクス シり【ズ”

ほヨーロッパ家具風の格調向いインテリア調こデザインされたもの

である｡

また,口立製作所でほ照明詩旨具でも"ド･′しヅクフ川代町j''を発売す

るが,時計の"ド･ルックスシリーズ”･:･上その照｢リ1とあわせて仙川

することにより,よりルー層のイメージ作りが■け能となる.｡

おもな特長は,①化粧取分が格丁となっているが,こJ‾しほ‖も‾汁を

日の高さに掛けて,バックの壁航をさ巾うヰた～Yさ)である.こ-.@略汁の

心臓ともいうべきヒゲゼンマイに,温度変化に左右さjLない特殊介

金エルコロイを他用しているので,高い精度が保てる-｡③電子回

路にも温度変化に左右されない高性能シリコントランジスタを使用

している｡④テンプ軸受にルビーを4石位.朋しているので耐久力

がすぐれている｡⑤単二乾電池1イ阿で1ゴ･下問動くから(Fl立ゴール

ド乾電池の場合)手間がかからない｡

仕様としては 材質亨:文字板カバーがアクリル,装飾部分が低発

泡スチロール 起動方式:自起動式(■電池を入れるとすぐ動く)宋

示:中3針,秒針付 目差:±20秒以内 使用温度範囲:-10℃

～＋50℃,石数:4石(ルビー)調速方式:高性能シリコントラン

ジスタを中心とした電子回路と,ヒゲゼソマイでテンプをコソトロ

ールする方式
色:DW-131がホワイトブラウン,DW-132がチ

ーク木目,ローズ木目,DW-133がローズ木目である｡

DⅥ｢-131 DW-132 DW-133

図9 トランジスタ掛時計"ド･ルックスシリーズ”

〈価 格〉

口立トランジスター掛時計"ド･ルックス シリ…ズ”

･DW-1316,800円(電池付)

｡DW-132 6,800円(電池付)

･DW-133 6,800円(電池付)
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■ 日立乾電池カミソリ 〃きあぞり付き”

エドワードSS 発売

日立製作所では,エドワードシリーズにきわぞりのできる乾電池

カミソリ エドワードSS〈BM-161形〉を発売した｡

乾電池カミソリは携帯に便利なことから,若い新規需要者や2台

目買い増し需要として人気がある｡エドワードSSは強力モータを

採用しており,通常毛を切るための4倍の起動トルク(当社比)があ

り,かたいひげでも容易にカットでき,なおきわぞりもできる便利

な棟種である｡

なおこれにより,日立製作所のカミソリ,エドワード,ルイ,黒

ひげの3シリーズにすべてきわぞり付きの故種がそろい,ユーザー

の幅広い好みに応じられるようになった｡

おもな特長としては,①ェレクトロ･メッシュ刃により切れ味向

上:エレクトロ･メッシュ刃とは電気鋳造法のことで,いわゆる電

解メッキにより刃の表面を酸(汗など)に強いニッケル層,内刃にあ

たる表面はダイヤモンドとほぼ同じかたさのアルミナ層の二重構造

とし,さらにスリバチ状の穴を作りあげる全く新しい刃である(特

許申請中)｡したがって裏面は鋭い刃先となり,また内刃を絶えず研

摩してどんな濃いひげもいっきにそり落とせ,切れ味がいつまでも

変わらない｡

⑦長毛,クセ毛もむらなくカット:外周スリット入りのドーム刃

……編集後記‥‥‥

現在使用されている粘着形の車両用エアフィルタは,目づまりに

よる効率低下を防ぐため定期的洗浄を必要とし,また耐雪性能につ

いても問題がある｡これに代わるものとして,気流を急激に偏向さ

せ,空気中に含まれる粉じん,そのほかの異物を慣性により分離集

じんする"慣性分離形集じん器”が開発された｡

｢慣性分離形集じん器(ハイルーバフィルタ)の開発+では,集じ

ん枚構と木器の基礎試験の結果を述べている｡保守管理の合理化,

電化区間における豪雪地域での活躍が待たれる｡

◎

わが国における電力系統は,年ごとにその規模を拡大しており,

基幹系統の安定運転を遂行するためには,短絡事故電流の抑乱 事

故の波及拡大による犬侍電事故の防止などの対策が必要となる｡東

京電力株式会社と日立製作所は,この目的にそって共同研究を行な

い,大系統を適正規模のブロックに分け,かつ,それらのブロック

系統相互間を連系した特殊適系装置を開発した｡

｢特殊連系装置の方式開発+｢66kV特殊遵系装置+では,連系方

式および装置の概要,試験結果などが報告されている｡すでに本装
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なので長毛,クセ毛もスムーズにカットする｡また内刃は2点支持

の特殊円形4杖刃(実用新案申請中)であるので,外刃とピックリ密

着しとらえた毛を逃がさない｡

③強力モータを採用:従来の単一乾電池カミソリの約2倍(当社

BMR-130と比べ)の起動トルクの強力モータを採用した｡これほ

通常毛を切るための約4倍以上の起動トルクで,どんなかたいひげ

にもじゅうぷんな力を備えている｡

④分離駆動のきわぞり刃付き:ワンタッチ操作のきわぞり刃付

きで,きわぞり刃を出すと回転刃が止まる分離駆動方式なので必要

に応じ使い分けられる｡

⑤電池交換が簡単なバイオネット方式:本体底部の電池取り出

しレバーを起こし,90度回転,そ

のまま本体頭部を引き出す軽快な

動作で簡単に電池交換ができる｡

⑥落ち着いた高級デザイン:黒

のABS樹脂本体にソフトなレザ

ーを巻いた高級デザインである｡

〈価 格〉

現金正価 2,960円

(日立ゴールド乾電池1個

付き)

図10 日立乾電池カミ ソリ

エドワードSS MB-161

置ほ,東京電力株式会社茨城変電所で運転に入っており,長期実用

試験として実系統におけるデータを集積中である｡

◎
最近,通信ケーブルにおける技術進歩は著しく,新しい伝送方式

や新材料の開発,エレクトロニクスへの応用など,より高度な研究

が進められている｡

本号は,日立電線株式会社における最近の技術成果を｢アルミ導

体の通信ケーブルへの応用+など5編にまとめ,｢通信ケーブル特

集+とした｡通信ケーブル導体におけるアルミ化の研究,各種の送

電･通信用ケーブルの開発など多数の技術成果を収録しており,時

宜を得た論文集と言えよう｡

◎
巻頭を飾る一家一言らんには,口本電信電話公社理事技師長

只川広二氏より,線路工事の省力化 市内ケーブルの地下化,銅の

僻蓄,そのはかにわたり貴重なご意見を説かれた｢電線雑感+と題

する玉稿を賜わった｡

本誌のた捌こ,特に寸畷をさいて稿を‾中二されたご好意に対し,厚

くお礼を申しあげる次第である｡
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