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.球形弁は全｢う朴J三･プ〕i■かぃ汁二し三ノニ少二士いこと､

て二三∴二･;上しているたこ､'J.1∴ フ■づこ中こ托r;iさ

､

も

∴､ 二本山三形弁ミュ丁指限要素法による詳細強度解析がなされた結

果,二仁賀∴にこ三棒鮮鋼けむf-ゞよびユレクトロスラグ溶接などの新技術を

･k恍追が採用され,品矧句上と工程宝豆緬を図った｡

ニナ垣け亡蚊さ二手tた球形弁は口径が2,820mlll,設計落差457mと,大

コテ子さi･ご石溝差であるが,社内試験結果,漏水遥は顧客要求値を満足

二王.･∫ニ三三いさ.一手した7メリカ･コンサルタントより好評を受けた｡
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■電子冷却装置付ガン発振器

7GHz茸･丁ニ+- ‾こヰ軸快何局泊;光弘こ三.;そと妄･∴柿Ll包j′-;言ぎ二十j+-ジ壬;〔1二什-〕

ソ発拉岩謹な｢丁三イさ‾〉チエ

木器(三軍(7丁こ都こ′1ご三化稲生胴共振てキ:絹■カ､､ンr三松ミキ:去とこ∴･7川jを〔擢Jニニう〕

ら構攻さj‾_‾て､ 車壬宋し7)固体化発振語;一主はこにとし∵づこ.享1土光jk村上

した/ミラフ.･丁逓l言モ式つ,逓倍次数が大きいた丸 榊‾F■壬′-ユリこき∴

構成が複雑∴ 穂首二三一身い欠点があったっニjtにル‾･く′水温ま構成ユこ

簡単で,亡∴温竺範巨巨こわたり安定に動作するこ;先払苛;珪数′女ノ心化

用空胴共音読器二し三丁ニノバー材を用い,同時に低維肯化むヌトJている=

ペルチエ素子も･軌十二電子冷却装琵ほ機器のに鮒ニトン岳JモJ-20℃＼

＋60℃の同郡温度ニ‾司‾し25℃±5℃の範田に保た.-さ∴ 出力201111V

以上,周波 石覧=丁×10‾5/＋20℃～＋60Ccが行二二･ラ1ノニいる｡i葺≧

器の全消費電力lま京王161Vである｡

本器はNHKしつ7GHz滞通り,中継装置井】受†一三局蔽奪う≡器とLて

採用され,昭和46年3∃に妙見新宮回線と神戸県域担絹∴それぞこそt

納入され,現在順謂こ塚例｢卜である｡

担12 日立新形マイクロ波通り中継装置用

電子冷却式ガン発振器
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■新シリ ー ズ

HITAC8350,ⅢITAC8450システム発売

日立製作所己･･ま,このたび情報化時代の幅広い要求にこたえて,詫

虔オンラインリアルタイム処茫托カ､らバッ≠処矧･こ至るアブりケーシ

ョソ分野に適し･た,高性能電子計算システムHITAC8350,HrrAC

8450の2機種をHITAC新シリーズとしてこのほど発売Lたこ:

HITAC8350,HITAC8450システムは,現在このグラフくて口立製

作所の代表的機種となっているHITAC8000シリーズの実績をプ王ミ

礎に新開発したもので,ノ､-ドゥェア,ソフトウエアの両面にわた

って機能･性能の飛躍的向上を実現Lた｢新しいプライスパーフォ

ーマンス(価格性能比)の時代を開くシステム∴‾三チある

高度の処理能九 大容量内部記憶装置,甜生態入乙_Lリブ彗ヒ冠ならび

に各種の利用形態て･こ適合する末端装置群,こうしたものは,従来､

大形機の分野でだけ提供されていたが,HITAC8350,HfTAC8450

システムほ,経済的な多重プロダラミソグを可能にLた十ベレーシ

ョン･システムEDOSおよぴEDOS-MOSのサポートこよって,こ

れらをシステム効率の高い処理方式として初めて中形擬プ〕分野にお

いて提供することになった｡

このような紆斉的システムの開発によって,口々に要ノJ､ごの増大し

ているデータ･ベースシステム川吉報の統合的■な管理システム),オ

ンライン･リアルタイム･システム,リモート･/ミヅチ･システム

(遠隔地から巾央ヘプログラムおよぴデータを一一括して送信して処

理するシステム)ならびにバッチシステムの効率的な逆用を可能と

する｡特に大きなチャネル･ス′レープット,経済的大容量ファイ′レ

およびSELDAM(′selectiヽre Data Management System‾),DRS

(Document RetrievalSystem＼,BMP(BillofMaterialsProces-

ser)などのアプリケーション･プログラムにより,データ･ベース

関係アプリケーションノの開発へ一几歩を進めたものである=

<すぐれたオペレーティング･システム>

このたび新たに開発したEDOS-MSO(Extended Disc Operat-

ing System-MultiStage Operations)ほ,従来のEDOSとオブジ

ェクトレベルでコンパチィブルなオペレーテイング･システムで広

範なHITAC8350,HITAC8450システムの処理分野のうち,特に

中規模構成以上のシステムのために開発された新しいオペレーテイ

ング･システムであり,

(1)経済的効率的メモリーマネジメントによるオンラインジョ

ブを最大四つまで含めた多重プログラミング機能

システム資源の最大限の利用

オンラインサポートの充実

リモートバッチ,障害制御などを含めたシステム機能の充

実

を図っている｡

特にHITAC8350,HITAC8450システムほ高性能lノ掴;処理能力,

経済的大容量ファイルおよび内部記憶装置に加えて,用途に応じて

モジュラーな構成ができる｡完備した通信制御株憶を持つBCS

(Basic Communication Support),MCS(MultiChannelCom-

munication Support)をオペレーテイングシステムに内蔵せしめ

ており,さらに日立製作所がすでに開発したPOLS(Program

Modules for on-1ine Systems,各ユーザーの運用,障害管理など

の面でサポートするプログラム)の提供によって,小規模より大規

模に至る各種オンライソ･リアルタイム･システムにすぐれた性能

機能,経済性を発揮させることができる｡

また情報処理形態の多様化に応じて遠隔地よりのバヅチジョブの

100

壷
､け卜し旨号L.

【'く【3HITAC8350システ∴ r■十さ考丁二二)

鞄

､声甲

カ喝

卜く14 HITAC8450システ∴･し七璃千二)

入力を可能とするリモートノミッチ処理方式‾を実現した- ニのために

特こリモートバッチ用端末として開発したHITAC913ヱ端末システ

ムも今回同時に発売Lた二

<信蹟性･可用性･牧キ性･操作性の竜三〔ミニ>

HITAC8350,HITAC8450システムほ､一再貴通召上車祝されつつ

ある信板性,可f削生.操守性,操作性の向上こつぃても特別の考慮

をしているこ.

信板性:多層プ1Jン∴転こよるプラッノ才一,ブラー‾て′ンレベルの

高密度実装技術

可用性:エラー管理システムにより一元的こ管理される障害制

御,メモ､ご-ニラーの自動検出･訂正樽能,命令再実行

機能などここるシステム可用性の維持

保守性:診断桜能こょり一元的に管理さjtる障害ログアウト機

能,故障個所検出機能,ファイノンのインラー′ン診断機能

操作性:各人出力装置より操作される要求割込機能

(卜電源投入･断の中央集中制御〔2ノH-8445磁気

テープにぶこナるテープ自動装てん棟構･`3)オペレーテ

ィング･システムによる自動ポ‡:ニー∴認識低能(4)

表示適度1,000字/秒のコンソー･ニ･ディ

し末.応答メ･.･ノセージの再表示枚能,ヾい

グ楼能,プリントアウト校能,ハード=

ンなどレつ搬能あり)

<現行8000シリーズとの関連>

HITAC8350シ /r､､ホ〉

∴プレーの採用

セージ■のロギン

ヒ‥1′オプショ

HITAC83()0シ′7､テ∴し:,約3倍～8倍,

HITAC8450シ∵､ナ∴三,HITAC糾00､ニ∵く千∴し】｢約2浩′～6倍と

d
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内部処理能力が大幅に向上している｡

HITAC8350,HITAC8450システムは相互にコンパティブルた

オペレーテイングシステムによりサポートされるのみならす,現行

HITAC8000シリーズ各機種に対してもソースプログラムあるい:三

オブジェクトプログラムレベルで大きな修正またほ再プロヤナラムキ

施すことなく,現在のユーザープログラムを悼用できる=

HrrAC8350,HITAC8450システムは中形棟の分野において多

重プログラム,メモリーシェアーの処理方式を提供することができ

るこ.これにより日立製作所は,昨年11月i･こ発表したHITAC8700

システムを頂′烏とするHITAC新シリーズにおいて,多重プログラ

ム,メモリーシェアー,マルチプロセッサー,ヴァーチャルメモリ

ーシステムの全処理方式の分野をカバーすることができたのである

l

■計量経済分析パッケージ実用化

"日本農産工業株式会社との共同開発”

日立製作所と日本農産工業株式会社は線形モデ′L･,非線形モテ

ルのいずれにも適用できる汎用性の高い計量経済分析バツケーユ

NES拭(Nosanko Econometric System by HitaclliJを共同｢=即さ

し,本格的な実用にはいった｡

このシステムは,日本怨産工業株式会社の豊かな経験と.l二†立しつ

技術により経営情報処理システムの確立のた桝こ必要な予測サブシ

ステムとして開発したものである｡汎用性にすぐれているため畜

産界,食品業界はもとより,各種業界においても短三明(四半弧 日

次)の計量経済モデルを駆使する予測システムに応用できるこ

このため短期の原材料購入計画,生産計画,販売計画なごの意吉

決定のため幅広い情報提供を行なうことができる｡.

プログラムもモジュール化しているので,従来大形コンビニー.ア

でなければできなかった計量経済分析が,記憶容量65kB程度の中

形機で処理できる｡このためモデル作成時問の短縮や作業特性に応

じた規模のコンピュータ利用により,従来のデータセンタ利用に比

べて同等以上の精度出力で費用は1/3～1/4になる｡

日本法産工業株式会社ではHITAC【8300(651くB)を導入して経宮

予測システムにおいて本パーケージを活用し,第一段階とL.て四半

期および月次の製品需要予測に実用化している｡また第二段階とし

ては業務システム(購買,生産,販売)との有機的結合を回るため

週間ベースの出荷予測システムの開発を進めている｡

NESHのおもな特徴は次のとおりである｡

①NESIiの各サブシステムほ,コントロールカード1杖で指示す

ることにより使用可能であり,かつ効率の良い連続班用ができる二,

②非線形逐次モデルを前提としているが,同時連立方程式体系モデ

ルも取り扱える｡⑨季節変動調整には,個々の時系列の特性を生か

しながら処理てきる⊂･④データファイルの取F)扱いが容易であり,

利用者が自由に指定できる｡⑤予測結果の出力ほ,利用者の指定に

よリグラフ処理ができる｡⑥計量経済分析における各作業段階での

作業特性に応じた処理能力にあわせて,コンピュータの経済的有効

利㌻ラこ用できる｡

くNESHの構攻囲>

---1二宣三互垂享二重三三王
----:逐次最小二乗法ルーチン.

汎用回帰分析ルーチン

計量分析システム

NESH

三回最小二乗法ルーテン

一般化最小二乗法ルーチン

;構造変化テストルーテン

二段階最小二乗法ルーテン

制限情報最尤法ルーチソ

一誘導形パラメータ作成システム

一計晶経済モデルのテストおよぴ
シミュレーションシステム

一挙節調整システム

ー主成分分析システム

(注)計量経済学とは

統計学,経済理論,数学の3つの統一によって構成されるもの

で,オランダのティンバーゲンほ『計量経済学とは数理経済学と

数理統計学の研究が組み合わされて応用さカtている科学の一分野

に対する名称である』と している｡

■ じん嘆測定装置

"039形日立エアロゾルモニタH発売

日立製作所では,精密工場,医療関係施設のクリーンルーム,タ

リンベンチなどの空気清浄度を自動測定する"039形l]立エアロゾ

ルモニタ”をこのほど発売した｡

本装置ほ光散乱粒子カウンタ方式を採用,肉眼では見ることので

きない室内浮遊じん挨(あい)を大きさ別に個数測定するもので広大

300万個(1立方フィートあたり)までの測定ができる｡

電子依器部鼠精密機械部品などの製造工掛こおくナる微粒じん挨

が部品欠陥の大きな原田になっていることがアメリカ航空宇宙局

(NASA)で指摘され,アメリカではどういう作業にごしりようなじん

挨管理をするのかを定めた連邦規格もできている｡. 図5 039形日立エアロゾルモニタ

101
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日本国内でも今後は,電子部品工業をはじめ医療施設,製薬,良

品部門などでのじん境管理強化が必要となi),このような測定器の

活用が期待される｡

おもな特徴は次のとおりである｡

(1)0～300万個(1立方フィートあたり)の広範囲な濃度(粒子

教)測定が,6レンジ切i)換えでできる｡(2)測定結果ほメータで

直読できる｡(3)じん挨粒子の大きさならびに濃度(粒子数)を連

続的に測定できる｡(4)校正装置を備えているので簡単に感変チ

ニックができる｡

一弓′うもな仕様ミニ;･チここ7〕とおり‾‾さある｡
計測粒子=0.5/!以上と5一と∠以上の2レンジ切換,計測濃度範囲‥

tト3×106胤/立方フィート6レンジ切換,試料流量:100J/h(ポソ

プによる連流吸引∴ 校正樅能:感度レベル調整方式(前面パネルで

調整),計数蓑示:読取メータ,電源:AClOOV50または60Hz

杓200VA,外形寸法:幅910×奥行き480×高さ850(mm)(キャス

タ付〕,重量:約50kgである｡

･ニ注)光散乱粒子カウソタカ式とは,試料空気中に光をあて,浮

遊粒子によって散乱される光をとらえて測定する方法｡

■ 日立2槽式自動洗濯横PA-5500形発売

日立製作所でほ,日立洗濯枚｢青空シリーズ+に給水からすすぎ

までを自動化した,2槽(そう)式自動洗濯械PA-5500形をこのほ

ど発売した｡

最近の洗濯校の需要には,家事の合理化･省力化を目標にした全

自動および自動洗濯梯が人気を集めつつある｡これらの椀種は46

年度の洗濯機の全生産の20%,47年度では30タ右近くを占めるもの

と予想される｡

日立製作所では,このような需要動向の変化に対処するため,す

でに新価格体系のもとに全自動洗濯槙3機種を発売しているが,自

動洗濯椒PA-5500形の発売により合計4椀種となり,ユーザーの幅

乞い好みに応じられる体制になった｡

おもな特散は次のとおりである｡

､､1)給水･洗い･排水,給水･すすぎ･排水までの洗濯のコー

スが自動的に行なわれる｡排水がすむとブザーが鳴り,終了をつげ

る｡またこのブザーの音量は自由に調節できるので,赤ちゃんが寝

ているときほ小きくするなど,状況にあわせた使いわけができる｡

因6 目立2槽式自動洗濯枚

PA-5500形

l二2)洗濯物の故維の質にあわせた水流が4段階から運べる｡レース

などのデリケートな繊維もそのまま洗濯できる｡(3)脱水槽の直

径ほ19cmと大きく広いため,洗濯した2kgの容量が一度にしぼれ

る｡(4)洗濯容量は最大2kgであるが,洗濯物の少ないときは0･8

kgに下げ,24いbの水が節約できる2段調節方式である｡水と洗剤

をむだに使わない経済的な設計である｡(5)タイマーのセットの

しかたにより,洗濯だけ,すすぎだけの単磯能化ができるほか,沈

潜ヒ汁を繰りう巨しで行なえる洗濯専用サイクルが付いている｡

おもな仕様は次のとおりである｡

洗濯方式:自動反転渦巻式(万能水流),洗濯容量=強2･Okg弱

0.8l(g,すすぎ方式:オーバーフロー,自動すすぎ(3回),脱水方

式:遠心脱水式(高速脱水),排水方式:排水バルブ付1本ホース,

自然排水,外形寸法:73.4(幅)×91.6(高さて)×43.1(奥行)(mrn)で

もろ｡

<価 格>

PA-55()0形

･宜 称

¥35,300

2槽式自動"青空”

120形110度偏向カラーテレビおよび

20形キドマトリックス管採用力ラーテレビ発売

日立製作所では,110度偏向カラープラウソ管を採用した.広角画

面の20形豪華ローボーイタイプの日立110度偏向カラーテレビ

102

"cT-950L”とキドて ト】ヅクス管(ブラックマトリックスカラー

ブラウソ管の日立製作所名称)採用の20形ローボーイタイプの日立

キドマトリックスカラーテレビ"CT-840L”をこのほどそれぞれ発

プヒした｡

110度偏向ブラウン管は,一般の90度偏向のものに比べて,プラ

叫
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ウソ管自体の長さが20形の場合で約100mm短くなり,セットの小

形梶造化が可能である｡口立製作所では,44年12月に110度偏向

の欠山とされていた画面の色ずれを新開発のシールドレンズ方式電

子鏡の採用により,またミスラソディソグ(走査線のズレ)は最適補

‾11ミレソズの梓川で,それぞjt解消した110度偏向ブラウン管を開発

した｡その後さらに改良を重ね,このほど量産休制が確立したもの

である｡

20形キドマトリックスブラウソ管は,ブラウソ管のけい光面にブ

ラックホールを持った光吸収性層を採用し,電子ビームを従来より

太くして,バーチヤー(穴)全体を光らせることができるため明るく

コントラストの良い画面になる｡日立製作所ではすでに製品化を完

▲■rしていたが,今回量産体制が整い発売するものである｡

おもな特徴ほ次のとおりである｡

020形豪華ローボーイタイプCT-950L(ポンパ950)

110度偏向プラウソ管を採用しているため奥行きが12cm短くな

り,白月三テレビなみの大きさになった｡またこのブラウソ管採用に

√にる卜り指の大電力化(90度偏如こ比べて1.5～2倍)もl‾i立秋l′tの事口】
路化附などにより,低す円墳電ノJの170Wですむ｡操作l山では色あ

い,也の渡さなどのすべてのカラー調整が自動的に行なわれる自動

両像調整装置(APS)をはじめ16の自動調整装置･回路が組み込ま

れて,だれでもが簡単にテレlご石7楽L〆Jる設計にな′,ている｡この

¢･土か■【THF選局が頚三なディナソト･プ･=て･ソト･ナユーナーも付し

ている｡

020形ローボーイタイプCT一朗OL(ポンパ糾0)

キドマトリックス管を才宋用しているため,色のにじみがなく,明

るい所でもあざやかなカラー画像がみられる｡操作面はCll-950と

何様に1三l動画像調整装置(APS)なほじめ16の自動調整装置･回路

周7 日立110度偏向カラーテレビ

20形豪華ローボーイタイプCT-950L

が組み込まれて,だれでも簡単にテレビが楽しめる｡また,ディテ

ント･プリセット･チューナー付きである｡

おもな仕様は次のとおりである｡

CT-950L
釘諦ヤソネル

cT湖OL

CT-950L

プラウソ管
cT-840L

CT-950L

任用半導体 cT瑠40L

ス ピ ー カ ー

音 声 出 力

獅 珊 電 ‾ノJ

外 了lラ｢ト 法

前

CT-950L

CT-840L

CT-950L

CT一朗OL

CT-950L

CT-840L

CT-950Iィ

CT-840L

CT-950l′
最

cT舶OL

)(
VHF 第1～第12チャンネル

UIiF 第13～第62チャンネル

補強形20形1110度偏向カラー
ブラウソ管510BKB22

補強形20形90度偏向キドマトリ

ックス管510CAB22

トランジスタ55石,ダイオード
61石

トランジスタ53石,ダイオード
53石

23×15(cm)2個,5(cm)2個

3W

170W

140W

lOl.0(幅)×89.0(高さ)×
44.5(奥行)(cm)

100.5(幅)×88.0(高さ)×
57.0(奥行)(cm)

451亡g

く仰 格>

日立110度偏向カラーテレビ

20形豪華ローボーイタイプCT-950L ¥189,000

il立キドマトリックスカラーテレビ

20形ローボーイタイプ CT-840L ¥186,000

図8 目立キドマトリックスカラーテレビ

20形ローボーイタイプCT-840L

■卓上電子計算機

新鎖種"エルカ46A”,``ェルカ46R”発売

El立製作所では,"オールLSI卓上電子計算機”の第2弾として

エルカ46A,46Rの2枚種を7月21[lから発売した｡

今回発売の2機種は本年4月発売したェルカ42,エルカ44と同

じく,日立製作所で開発したROS方式MOS･LSIを用いた高性能

計算機で,エルカ46Aは16けた,2メモリ,エルカ46Rは16け

た,2メモリノ】付きである｡

エルカ46A,エルカ46Rはオートシフト機構,ナチュラル･デシ
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マル･システム,完全計算方式など従来のエルカシリーズの特徴を

そのままにして,このクラスでは最も小形軽量化さjl･,オールⅠ一SI

化によって信煩性も一段と高まった.｡

こオtによりェルカシリーズほ,42,44,46A,46RとオールLSl

計算機によって充実した｡

エルカ46A,エルカ46Rのおもな帖放ほ次のとおりである｡,

① R立独自のプログラムダイヤルによってシグマ計算,定数乗除

算,被果(除)激白動和差およぴその組み合わせが自由に選ベワンク

ヅチの操作で複雑な計算が処理できる｡(参特にェルカ46Rはルート

キー(J‾)によって復雑な開平計算もワンタッチで操作できる｡③

頸を切らないオートシフト機構を採用しているので16けたの鋲算

槻能がフルに使える｡④3レジスタの採用で16けた÷16けたの答

えを求めることができる｡｡⑤′ト数と小数とを掛けて整数の答えネニ

算出でき鋲算途中で,′+､数点指定位置を変更しても正しく毘弓貸する

ナチュラル･デシマル･システム√J旬遠来･適除,#立合計貸も数式

どおりのキー操作｡の柴島な表示:マイナス符号表示ランプ,メ

モリⅠ使用表示ランプ,メモリⅠⅠ(如t】末示ランプ,アンダーーフロー

長ホラソプ(〕旬表示伯がそのまま似える員数大小..付ノ電抑rン′と

l司特に計節に入れるl二】軌クリヤープ了式などであご).

く仰i 格>

エルカ46A

エルカ46R

¥148,000

¥158,000

岡9 日立卓上電子計竹城"ェルカ46A”

図10 日立卓上電子計顎機"ェルカ46R”

‥‥‥編集後記……

日立製作所では昭和37年ごろから超電導材料の研究に着手し,以

*三Nb-Zr-Ti3元合金線の開発をほじめ,超電噂マグネット関連〟)

各倖研兜を積み重ねてきた.-′

い15kG鞍形超電導てケ`トソl卜㍗･け昭和42,43勺二J如二.ノト/■二

血ノド省大型プ[-ジェクIIMHI)稚苗L′一柳一･ブi三】の･環.亡二t rllンニ

懲=′卜所か研究を委託.きJLトヰ_,什で145k(‾;/た;i宙噴石磁‾rlへミJtn一柳イi三l

に位卜する研究成果をまとめたも〟)である‥

なを,今回の試rF研究が超`言一琵噂材料を角`ゾ),すべて

さ′卜,さらに逆転試験が成功したことによって諾っが｢小二糾ナる人形

超磁導マグネットの技術的基盤がほぼ碓立されたものと,述/ミられ

ているD

◎

=∫変速電動機としての直流磯は,製鉄･製紙･一般工業用などiこ
幅広く使われているが,欠点であるブラシ,整流子の保守を省力化

する点から,この部分を半導体に置き変えたサイリスタモータが,

/〉後のものとして強く要求されている｡

サイリスクモータを大別すると,直流入力カ式とサイクロコソバ

ータカ式の二つがあり,本稿でほ,後者｢サイクーココソバーークノブ式
サイリスタモータ+の試験･研究成果を詳述している｡

現在,各社でサイリスタモータの開発が進められており,さらに

木技術の応用開発が期待されている｡

ゆ

家電製品における花形の一つ"カラーテレビ”も,最近でほほと

んどがトランジスタ式あるいはIC採用の製品に移行している｡他
方では,音声多重放送がすでに開始:写これ,送信および受信技術がは

ば固まりつつある｡

本号け.｢11ヒ鴨川叫(∴二=)ノ:,‾′【卜j一川､f肘印しr〉什糾J川り■_′lか11

T(二†【1l ′.′=ノ ノーー

Ⅰ】･サー‥姥=J/1･6キ砧ろ_･丁.リ√:L吊tけ
山ノ

しl_づ引1‾純′l一川L.一一lト

ー1■引江1C化カニノーーナしと■一之f.‡機心.1二U･-Jム′r=110比J仙｢リオーー′王l
チノンシスタカウー､-テレビー■宏一【子機叫消光,仔声多串テレヒ

†川風110別納カウーー･二乏像j′i】い郎避ノ･-)馴如二)十ユーーナ,スノト∴ト

ールめっきノ■り ソトl･舶～川せなどの糊充にわたるこ｢別■左枇論二丈な雄卜帖,
帖二たを待た論文放であろう｡

◎

巻頭を飾る一家N〉･言らんにほ,東京工業大学教授,工学部長,二l二

学博士 川上正光氏より,テレビの出現により国民生活がより豊か

になったが,物質生活を豊かにすると同時に,精神文化の高揚をも

はかり,物質,精神両而の均衡の上に,ユニークな日本文化を築き

__1二げるよう説かjl′た岳‾‾テレビー工′ニュr:教育-l‾りこ文化+と越する託如
を賜わった｡

本誌のために,蛸に寸暇をさいて砧な･'.■･:■さ.･王Iイー

J㌔くくお礼をIllし上げる次第である｢一

対l.て,

日 立 評 論 弟53巻 弟8号

昭和46年8月20日印刷 昭和46年8月25日発行

(毎月1回25日発行)

<禁無断転載>
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