
柳柵叔加 一世二三

､叫t‾心嘲巣鞄;; tヨ立=.ユース

サ1-】e年Ye thecpu痍‾and胱墓

宅超高密度㍍レーザホログラフィメモリ”開発

【1立‾‡妄川珊小突了叶斬卜三は,このほどIF一汁≠0.51ュ川ュし一∴巨川手依小両

手上こ去+ニデトンーフし満熊2フブビット(2,50n文ノ‾jく朴ドー･1)が‖こ廿′さきるホロ

ブラフイメモニ∴‾｢;甘党に成功Lた｡.

二のメモニブ 蘇軌よ1nlll12あたり1()万ビット ∴IBM祉,

べ′L研街咋_!･ミニJ最近さらに高密度化を阿った日本芯㌫′芯講公社武

様柑研脚咋ニヒご■三発表され‾ていたものより約1けたF‡■い∴lCメモリ

と比較すると杓1､州0結-‾‾さある｡つまりこれを用いる土切手1枚大

のスペース･ニ掛川250ページ,向2牧夫のスペースニナ〕タニカ百

村柑典1刑分 tl千万文弓二)の情事臥勺､こ吉山か‾三きる｡｢し1二糾′ト凧ま6

月4l--い7シンニ1ン‾さ開帳された国際会議CIノEA(レーニラご寸土術とその

応fI]会議)▼‾?こし｢‥プ茸(梨を発表した｡

ニトログラフでノ～モ丁了とこ三1967年からアメリカのべ･二珊二屯帆国内

でく引1本荘信電話公社武蔵野研究所などで開発が進ユ三〕･二｢-㌧｢:きたも

の■1さ,レーザ光線を円いた透明な特殊加工を施したゼラエン′フィル

∴中にホログラフ川硝蔓を記録する光言出珪素子であ三)二 二しつ記憶素

了一i･ま記憶密度を増していくとメモリを作る際,け摘まをニュった光が

端部的に煤申するたムうこ純音が増大するなどの欠∴`よニラこふ;).情報光

!た流用レンズの焦′キを少しずらせるという方法を凝らトニも記憶客

足は1nlIn巳あた･11万ビット程度が限度とされていニヒJ

これに′村し日工巷注作可rlさは,記憶而での作テ報光を平吋二分イけさせ

る特殊な光学再校板を開発し こjlにより記憶酪蛙を牡kすること

に成功Lた｡ニ+つ薄膜板(まガラス拡似卜に数稚穎のラニー ナム班任の

マスクを交互こ重ね合わせ,酸化セリウムを多憤蒸着させて作った

もので,口立尊皇作†iメモr‾二･はこれをランダム･フェーズ･↓-7,マと呼ん

)‾∴さいる｡･｢軒観光二1こ二つ宗朋莫似を透過すると偶幸l･け亡の】‖三.訓りな当主中を

避けることカ∴さきるこ

ゼラチンのフで･∴､r‾さ作られたホログラフィメモ∴こか径0.5

111mほどのレーザ光線を照射することにより,記憶さニラt七情報の読

Jliし時間は巨二た容量しつ場合でも1/JS(1秒の100万しっす1＼二･とディ

スクメモi〕なとlよ･`上1万′＼･10万倍スピードアップさ二王しこ

このメモリの弟1Lつ用途としては〕守米の過大形高速竜丁計算機用

の固止フ･アイ.-∴くそ､1うこある｡直径0.5nュmの微小ニヨミロブラムメモ

リを5cllいく5cllト?丁′ごレート上に100×10〔〉配列するこ主記憶容呆

耳11 ホログラムメモリにレー→f光を当て読み出した

巧三【i情朝の一例(情報立約2万ビット)

_ミ21-′1ニ.ビ､ソト
読附し時iJ一別ま数マイクロセコンドという大群量,超

享速(刀メモリニう∴さきる二.

第2Lつr｢一途としては情報検索システムなどに使わjt一るアナログ画

こモフー}･r′Lプ1二あろこ
その他,高速読出しノのできる資料撫育用マイク

こ‾7ノ

Lムとしても使用可能である｡

∴し卜し7〕阻欺こついて村内10件,国外2件の特許を川囁中｡)

こ参 ‾キ>

亘 ビットと文′j･:の換算は間際標準(EBC,ASCIIコード)により8

､な1文字とした｡し至)ICメモリほ現状でほ構成の基本となる

実子二川謁辺結線を含ど〕て1/10mm角ぐらいの大きさなので1mm2

三)ニセご)しり甜怒照度ほ100ビット程度である｡⑨切手の大きさほ国内

雲吋ミJ〕251111て1×20mIn,5cm2のものを用いた｡直径0.5mmの微小

Jモリはこの中に2,nOO胴配列でき,その記憶容量は4千万ビット,

5百万文二〕二となる._.英字新聞の1ページの平均の字数は2万字と計

_辞した二
壬:ブリタニカ百科辞典1冊分を900万字(1ページ9,000

享を1,000ページ)と計算した｡⑤現在の巨大容量メモリとしては

ギ1･スグメモりカ■ミあるカ＼その読出し時間ほ50～1()Omsを基準と

しTl二二 阜 7ナロブ画像フフ′イルとは文字や画像情報をt庄接ファイ

∴∴-二もの一丁さ将来のコンピュータにほ肺えられると思われる｡(うラ

才､∴校様とは乱数表を糊いて作成した基板目状パターンである｡

■アメリカ,プレンハイム･ギルポア揚水発電所納

300淑Wポンプ水車完成

高落差,大容量∴ミニ ブ水車として注目されている､‾TJり九 フ

レソノ､イム･ギ･〉ニーナ丁揚水発電所納め300MWフランニス形ポン

プ水中用榛器くま.日下.日立製作所口立工場にて鋭意‾肘`トヰーである

が,このほど1号性弼ゴミンプ水車本体が完成し,顧客､検査官立会

の工場組立検査も無事'■シ己了した｡なお,本発電所用機器+T｢一部とし

て,4号機までのドラフトチューブライナ,ケーシン ブ､ステーリ

ングなど埋設部品はす′.三に納入され,現地にて孤立て∴プ卓抜,据付

rF業が目立技術陣レフ指導により順調に進められている‥

プレソハイ⊥､･ギ･Lポ7揚水発電所ほ,ニューヨークヨ汁電力用が,

ニューヨーク市北方車コ160kmのハドソン川上流のスコ♪､リー渓谷

∴十いこく)こ建設中の揚水発電所で,スコハリー渓字妄t･こダムを建設

して1■部貯水池とし,付近の山頂に上部貯水池を建設して4台のポ

ニ ナ水中により揚水,発電を行なう発電所出力1,000MWの大規模

汚水発電所であるご1

ニのほど完成したポンプ水草i･ま,こjtら4台のうちの1号機で,

機器の大きさは高落差のため,関西電力株式会社喜撰山揚水発電所

胃憤器よりわずかミ･こ大きい程度であるが,特徴は次のとおりである｡

j､1) 差,大容量ポンプ水車であり,単機出力300MWは現

壬計画されている揚水発電所も含め世界最大級である｡(2)ランナ

こよ普通鋳鋼一体構造で.流水面の一部に不鋳鋼肉盛を実施している｡

し3う ケーシングほ60kg/mm2高張力鋼板を使用L.現地溶接構

造を探斥卜.なお,材料はケーシングを含めすべてJIS規格材料を健

司している+
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ポンプ水車仕様

水 中

最大出力

最高落差

最大流量

回転速度

形 式

300,000kⅥ｢

338.3m

99.7m3/s

257rpm

ホン フ

最大人力

最高鞍程

最大揚水量

回転速度

日 立 ニ ュ
ー ス

309,000kl＼r

357.5m

80.4m‥i′′･′s

257rpnl

立軸jii輪単流渦巻フランシス形ポンプ水車

■アメリカ,ラデイングトン発電所納

343,000kW(460,000ⅡP二)

ポンプ水車完成

世界長大の揚水発電所として柱ロを集めているアメリカ,ラデイ

ソグトン発電所納め343,000kW(460,000HP)フランシス形ホンフ

水車用楼器は目下,日立製作所日立工場において鉱昏製作が進めら

れているが,このほど1号機ポンプ水中本体カ､こ工場′完攻し､4月27

日,日立捲から現地向け発送さカーtた⊂ノ

なお,本発電所用機器はすでに6号悔までのドラフトチューブニ㌻ゴ

よび3号機までのケーシング,スピードリング他の埋設部一附こ現地

に納入され,現地組立作業が本格｢伽こ進汐)られている

ラデイングトン発電所はアメリカ,コン′シューて一ズ/いアームよ

びデトロイトエジソン両電力会社が共同で7メリカ.ミシカ■､ン川

ラデイソグトン†打の向‾方6.5klllのミシガン州岸こ埋設中の揚水発

電所で,この発電所はミシガン湖を‾下部貯水池に,什J迂の口二陵こ人

造湖を建設しでと射け水油とL.ミシガンi抑)水をポンプ水中によ

り上部貯水池くみ上げ343,000kWポンプ水中6チトニよi■)充電する

というスケ〉ル,た十主力ともに世界最大の揚水発電所てある=

このたび舟戎したポンプ水車はこjLらのうちの1等倍て汁けけこIlj二

界最大であるばかりでなく､大きさにおいても口上ヲは/こ7ン詰る+ミン

プ水車であるこ､

完成したポンプ水車の特徴は次のとおりである

(1)有効清美が107.8mと出力の大きいわりに落差/川桔いた～`三〕,

ケーシング入口繹7.4m,ケーシング最大寸法22.2m,スピード‡

ング直径13m,スピードリング飲口高さ2m､ランナ外径8.1nl.

主軸径2.05mと超二村抄のホンプ水中で寸法的にも世界放たのポニ

プ水車である｡(■2)寸法的に超大形であるため,従+三は鋳鋼製であ

ったランナおよび鍛銅製であった上軸に鋳鋼と鋼板の孤見合わせこ

よる溶接精進を初めて掠用し∴た=(3)ランナのキャビテーション

発生部には従来不誘銅肉感溶接を施していた7八 倒妄こ二1こる残照応

周2 アメリカ,プレソハイム･ギ′∴∴て揚水発電所納

300丸1Wノドンプ水小本休(工場完吋

Ri3 アメリカ,ラディン_ナトニ発電所納

343,〔)00lくW+ニンプ水車本作】′､工場完域1

力の蛭械と作業推率改善のため.東京電力水暇充電戸綿勺〟)ランナで

初めて試入ら九た不鏡鋼枇i容接による板張り稲造を拭けjしたゝ.

<ごミノブ水中仕様>

水巾仕様

応大f11力 343,000lくW

漬高孫壬107.6m

最1人水島 352m乃/s

卜享1むミ 数112.5rl〕m

■事務用超小形電子計算機HITAC80ノ/′10発売

日立製rF所では,市販さjtているどリングマシン(HrrACIな

ど)と組み合わせることによリブログラムを航まな`二ても,在韓管

理,販売管理,給与計算などが容易にでき,中形慌1リ+二の高性能,

高信煩性を術えた小形電子計算機HITAC8町10を開発､6月から

発売した｡

HITAC80/10は口立製作所の小形電丁･計算額技術と砦二富な経験

によって阻ダ昌したものて,右､〔釆の"プログラムさた鴬えノぃざなんで

もできる計イ削頚”から"なこもしなくても仕‾i拝のできる電算粍”へ
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1ミ∵ プ仕様

方主‾た軸フ､力32Jl,0001くⅥr

拉i島掲程113.5m

茄壬七揚水量 31⊥主1T13′■′s

と大きく推進Lたも乃で,ユーザーしつコニ ヒ=ニーク要員ほ全く不用

となり,人手不妃の解消と大幅な甘預コて卜しつt巨即如ミ可能となるこ､

こカtは,従来とかく独立の存‾件三として考,′Lちれがちだったソフト

ウエア,7プリナーションウェ7を一一陣化した7プリケーショソ･

プログラム･′しッケーノPASS(Paclこaged Application Standard

S〉7Stem)叫il]先によっでプ三現した二.

PASSほユーザー∴-二ニンビュー一夕告導′､‾∴壬･二二あたり,コンピュ

ータ要員をi如乾Lて,プロブラムを到ミiこミニ悶稚十るなどの煩わし.さ

を軒打卜弓】ろ∴二い)し､_Jぎづノ'こしたもC71r:､ニラ)i:｡
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<PASSの構成>

販売管理システム

PASS

在韓管印システム

給与･汁首‡システム

一妥結処刑バヅケージ

ーノ商品売上姓刑レ､･･,ケーン

ー売掛処叩′こツケージ

ーー一手形管即′ミ‥′〉ケージ

ーー仕入在韓管二哩′ミ､二
ら一-∬シ

ー塑と遺業在挿官印/ミ,ノーご

一流油菜在挿管坪ノニヅ乍‾-ニ

ー月例給一丁ー言†1■丁ノミ･-
ナーーニ

<HITAC80′′1n(システ∴ぃり脚捌幾宙巨>

旬耽発売のHrrACI(もし′■こ(.エビりシ グマシン‥､_ご､∴舐-l一

-プが作成さ氷る.=〔き.-この紙テープをHITノ1C81)′･′川のチープ論考三

枚にかけ読み取らせる.=.tHTAC80.′′′10しり処難渋琵はアブり㍉一一･

ヨソ･プログラム(PASS)によっ‾て,テープの内容を分粗･計諦ナ

る･∴④分析･汁質された結果ほ紙テープの形て7ウトブ､_ソトさて∴

る｡この紙テープをHITACI(もしくほどりングてシン〕のチーフ

読取機にかけ読見取らせる_.(与1HrrAC f(‾‾もい1ほどりンケてシ

ン)はこの結果を指定された｢7サーて･､トのとニトiり恥+･二し.帳票上

してアウトプットする.｡

<HITAC80ハ0の陳謝推成>

おもな仕様ほ次のとおりである′-.

処理装置(能力)

低速テープリーダ

i‡一石連子ープリ一分1

チ ー フ バ ン 一千

タ イ プ ラ イ ウ

ライ ン プリ ンタ

処冊帖ド■r}1.4∫′!S

1一記憶ゲト売主二

流.敬遠庶

流取速度

せん孔速任

:-一巨り`j'二速ほ
■一印 イ 数

l‾印丁‾川度
印 しi二致

し-,活･j′二数

81いミでトr汁J.三'主メモ

記･怯容二㌢--…二8kノミ▲

17てi･:′･′S

500†j=二′-ノs

llO`】･二′′ノs

20亡i･:′/S

132`i･:′′■s

2.5?J‾′/S

132亡i･二′ノs

llO楓知

統計表作蚊

＼

､､④

l文14 こ■+1二稚用超′j＼形電子計筋校Hn､AC80/1()

耗テープ読取粍

(宮

紙子一7′､■ン子

夕一イWフ→ノ
イタ

仁こ票発行

一す
m矧m

ノ
し

舐テ【フ‾パンチ

H-Ⅰ′弓さ∴･ピJ+ングマシン
+

_

HnlAC80.■10

(′ぅナ柑･計針

____箕ノ/紙テーイ.ミミ1沖積

H-80`10

シフ､キ∴

いぇr5 HrrAC80.′■′10(システム)の概略伴熊

低連子ーフlトグ

-グ

■ 日立ディジタル自動分光光度計333形発売

日立享担作所｢さは,ただ1】t]のボタン掛′ドだけて,l′l動的に試料ニミ

吸入,排出が行なわj‾し,測淀約果かiF三しくディジタ′し末示される高

信軌 高精度の"ディジタ′Ll〕動分光光度汁3:j3形”を6.耶,ゝら発

売した｡

払珪,測定び､ん度の○､激な上糊口につ′子して,ほ作か桝[i.でよご-

度の測定結果が得られる分析矧琵の出現力､こ望まれていた二

日立製作所が今回発光する"デトジ･ていし1+数分光光圧計33:∃形”

はこのような要望にこたえて開発したものて∴ニ叩卜系を自動rヒすろ

ことによって測定能率の向上を図り,また別荘肘杜のデでソニいレ化

によって高精度を実現した､〕

おもな特放は次のとおりである二.

①自動化しノても試料品ほわずか1.5nlJで1‾ふ.し′かもコン_･7ミネ

ーションの心配がない｡特にコンタミネーションの気になる試料√了

も,1回の洗浄を含めて3mJ以寸-のf言刺斗ですむて し至1)ディジタ･･L-･表

示のため,読取りの榊人差が;1二いらず,F__】リ〕放水もないノ またデ丁

ジメルレコーダと連結することにLト1て糾1上糸i-iリミをプリントTrウト

＼

/

HrrAC80ノ′10

処‡【をミ某茫

/

＼

ク)

洗テ【サバンチ

タイプライタ

ラインプリンタ

ぃく16 IirrAC80ノ/10機琵‡隅咤

fズ丁7 日立ディジメ′L自動分光光度計333形

することができる_.(き)木与巨匠はダブ′レビ【エ(復光二村方式なので,

記録計と接続することによって完全な日記分光光度計とLての仲間

が可能である､

おもな仕様は次のと_一指り‾■さある二.

(1)試料系:押いミタン方式にエるl二_l勧化試料系,(2■)ヨ壬示方

式:ディジタい上汁た,(3)波艮削11:195～850｡1-1,(4､)スベ

タトノし帖:0.25nnl,0.5nm.1.0ごm,2.OnlTl,4.O11王1=り5f二をし刀j乳

(5)技良夫ホ:波にりニ｢7,デ･rジタ′L3けた二.
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tパルカラー方式EVRプレヤー完成

日立製作所では,昨年11月イギリスのEVRパートナーシップ社

とEVRプレヤーの製造と全世界への販売についての実施権契約締

結以来,今秋から国内外でのいっせい発売を目標lこ製品化を進めて

いるが,このほどわが国で初めてヨーロッパ向けの"/くルカラー方

式EVRプレヤー”の試作機を完成した｡

パルカラー方式EVRプレヤーは日立製作所が新たtこ開発した高

解像度低雑音フライングスポット管をはじめ,すべて国産部品を使

円している｡

パルカラー方式ほ,イギリスおよび大陸ヨーロッパの放送方式に

華挺したものであり,ヨーロッパ諸国のすべてのパルカラーテレビ

受像僚て･こ供給できる｡

醐郎岬

甥姦*革

済

[三J8 パルカラー方式EVRプレヤー

■ 日立カラーテレビ5機種を発売

口立製作所では急増しているカラーテレビの需要に対処するた

∴〕,18形2梯種,20形2椀種の計4機種を5月から,また,20形

豪華コンソールタイプ1戟種を6月から,それぞれ発売した｡これ

こよi)R立製作所の新価格カラーテレビほ11椀種となり,ユーザー

/つ幅広い好みに応じらカtる放種内容になった｡
最近のカラーテレビの需要動向は15～18形の中形椀種のテ｢ブ

･こタイプに人気が集まっており,カラーテレビの全需要の30%近く

を占めてきてこおり,今後はこのクラスがカラーテレビの主流となる

ものと予測される｡これらの需要に対処するため,日立製作所では

18形直角画面のブラウソ管を開発し,テーブルタイプ,コソソレッ

トタイプの2機種を発売した｡

また,現在の需要の中心は大形の20形であり,中形機種同様にテ

ーブルタイプ,コシソレットタイプが伸びているので,それぞれ1

機種,さらにコンソーノンタイプにも根強い需要があるため,豪華20

形コンソールタイプも1機種あわせて発売した｡

.-‡ゴもなノ持傲ほ次のとおりである｡

<各機種共通の特徴>

卜l立製作所は昭和4∠五年秋,わが国でいちばん早くカラーテレビ全

機種を100%ソリッドステート化した｡真空管を1本も使わず,シ

三Jコン1､ランジスタだけのカラーテレビは,真空管を使ったものに

比べ,スイッチを入れると同時に絵も音も出るクイックスタートで

あること,消費電力が1/4～1/2ですみ電気料が安くてすむ,故障率

が1/20でしかも長寿命であるという長所がある｡このほかに日立

製作所独自の技術により,電波の強さが1万倍80dBも変化しても

無調整で画像が楽しめる自動利得調整装置(AGC)などの自動調整

装置が七つ,急に破い電波がはいっても自動的に最も見やすい状態

こ保つ自動強電界利得制御回路(ASSS)など10の自動制御･調整回

路が組み込まれているため,どこでも,いつでも,たれでも最良の

状態でカラーテレビが楽しめる設計になっている｡

(1)18形テーブルタイプCE-230<ポンパ230>

新開発の18形直角画面のブラウソ管を揺用したテーブルタイプ

なので場所をとらない｡色合い,色の漉さ,明るさ,コントラス

トのすべての調整が自動的に行なわれる自動画像調整装置オートピ

タリコン(APS)付きである｡音声回路には新開発のモノリシック

ICを1個使用している｡また,<ポンパ230>専用のしゃれたテレ

ビスタンドTB【18G(¥4,500)とTB▼18D(¥5,500)を用意してい

96

豆9 日立カラーテレビ18形テーブルタイプCE-230

Q

穏黙

刃10 目立カラーテレビ20形コンソールタイプCT-790

るの′･ラ,部屋(ヘヤ)にあわせて選べる｡

-′2二)18形コンソレットタイプCE-240<ポンパ240>

ポンパ230をコソソレットタイプにしたほか,これまでUHFi受

信のときにしなければならない徴調節がいっさい自動的に行なわれ

る自動周波数調整装置(AFS)が付いている｡音声回路とAFS用回

路とに新開発のモノリシックICをそれぞれ1個ずつ使用している｡

(二3)20形テーブルタイプCT-660<ボン/く660>

場所をとらないコンパクト設計の20形テーブルタイプである｡
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けたこと,ノイズフィルタを付けるなど械能の高級化を図った機稚

である｡

おもな特徴ほ次のとおりである｡

①日立製作所が独白に開発した低雑音シリコントランジスタをプ

リアンプ部に採用したため,ノイズがカットされる｡,これにより周

波数特性,SN比とも大幅に改善され,安定した音量豊かな再生音

が楽しめる(‥,②テープの装てんを片手でスムーズに行なえるイージ

ローディソグ機構を探用しているため,たいせつなテープをいため

たり,装てんに手こずることがない｡④ステレオ録音,再生が楽し

〟)ろほか,左右別々に録音田中ができる4トラック2チャソネ′しシ

ステムの本格的デッキである.-.L甘彪低雑音,広いダイナミックレン

ジ,広間披数特性などの特徴を持つローノイズテープとスタンダー

ドテープの/ミイアスを切り換えるセレクタ什きである.｡会話の鈷

汚か仁J音楽放送の鈷首まで内矧こよって最良の状態が選択できる･二一

また,高音域での雑音をカットするノイズフィルタを糾み込んでい

るため,ノイズが耳ざわりなときに使用できる｡,亙)新しく開ヲ芭L

た防振形モータを採用しているため,機械的ノイズ,振動が防止さ

れ,ワウ･フラッタ特性が向上した｡.⑥録音,再生中にテープが

一一刀のリールに巻き取られたとき,万一,テープが切れたときなど,

1′l動的に電腕力■こ切れるテープシャツトオフ与㌧揖か糾･みjムまれてい

ん- rてノ4けたのテープカウンタを探川していろので,払丘の捕丁の

テープもじゆうぶんに読み取れる.｡このカウンターの数字を録音時

にあらかじ封)チェックしておくと,録音個所を増し亡二Hすのに便利で

ある｡頂)3スピード方式なので,音楽の録芹から会話の録音まで,

ケースバイケースのスピードを選択できる

レバーによる簡単な接作で済む｡

く仙 柿>

TRQ-740D

月払い(12同)

転事

J:塁

¥39,800

¥43,100

スピードの選択ほ横行

卜ぺ112 rl.Ⅰ′二一4;ニフック2ナヤン:r′,ノ∴ノ､テレ十ナッキTRQ-740D

･=編集後記･･‥

近咋,電力需要の増大は著しく,系統は急速に巨大,かつ複雑化

してきてこい),電力供給確保のためすく､､れた特艮をイrする巾流送屯

噂人が世界的な要望とな･一一ている.二Jそ叫【二(流j芸電にこわける進攻稗諾:壬

の制御ノブノ＼としては,一一触に1ぃて桁杓制御カ'こ手書■ん二J‾ノJいていろ‥しか

しこの淀カー潤角制御でヰ‥ 交綻薪統‾｢.て糾て名一i:=‾･地紹JJよ･1/.‾ゝ､即事力l発

′寸∴l,な流′毒二庁か低卜する喝rTろ_ノ号_十乙･t二,いか7■`=▲=li‖榊′･一r=′l

･て4J,l暮むこ流失枇を避けることの‾て･きなしl場rTカニあろ･_.
｢l打沈送電における交流糸故障時の逆変換講話動作新札とでほ,立刀二

桁角制御が行なわれて定常運転限界を明らかにし,きらに故障発作.

位相を考慮して,過渡的に避けること♂〕できない虹統ウニ:地肌城をぷ

めた試験糸占果を詳述したものてあるく
◎

ここ数年来工業生産の高度成長iこ伴い,企業においてほ人手小足,

賃金高騰などを背景i･こ,生産形態に対応した省力化が急務な課題と

なっている｡口立製作所では省力化の一一端をになう制御用電子計貸

騰ヰ)各種の聾紺,が開発さかており,幅広く恭産業の/ト産桶勅にその

力を発揮している｡

■.川J之忙で7瑠主折砧】川刊装荷1で･∴こ,1〔什二∠--ケノ､‾=劫へ糾人l)1二川ノミ

日 立 評 論 第53春 希7号

昭和46年7月20日印刷 昭和46年7月25日発行

(毎月1回25口発行)

<禁無断転載>

定価1部150円(送料36円)

◎1971by HitachiHyoronsba PrintedinJapan

乱丁落丁は発行所にてお取りかえいたします｡
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配合設臓の総括制御の--･例であり,日立ディジタル制御用計算枚

HIDIC-100システムが採用された｡考上在,好調に稼働｢】丁である｡

◎

杵火叫一占掛i化祉ヱミにおける総†丁油†.三■システムでほ,従火の一i壬三謡を

卜体とし/二j1-トテ!i庖丁.-‡のほか,ナししご､`心講や■7-′･ウシミリを小心とす

くて川】ヤ伯川白TJしIl-捕ま処_叩′肘1-て小l･心上す(Jナ∴一1?摘すJ■シニ1ナ∴カこf】▲

rr l ノ､､r川‡･j‾ノ､､r川Lフ).■由†∴カイ‥比､卑に止二し∴て=7ンヒ_∫▼一々

に丁 り†‾･'∴｢･二jノ､悶r=碓他`ノ‾J.摘r‥いrl'賛に∴ ィ｡ノし ‾キ■∴･上
l‥ノ′′

本り▼では1111二製作所にムける拍メチエの枝抑=ノ川-さを川】j像止こ芥システ

ムて;高速ファクシミリの開発_Jほか3編をもノー)て =巾‖象通信特牧1
七 し/∴ 柿イ′リ)桝`)■ヒ･技弥HJlこ架を七短--)た_甲州こあろ′汁牧であ7J･1r▲

◎

巻ジュ7を飾る一-･家一言らんに:土,口木笛イ∴ノ立話壬ミ維研づと開発本部長

月号二i妄⊥′了叶ち-〔二Ⅰ二緒ノ川｢二f〔より,わがⅠ剛こおける向像通信技術を発

達させるためのFi耶鼠告を述べられ j叫象通信サービスが将来の情報

化社会の二i三役になることを説かjlノた｢所像通信について+と題する

天稿を賜わった=
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