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申水中カラーテレビカメラの開発に成功

芙蓉砧洋IiH発株式会托【‾二さ:三､トト之集注n三所,‡l本コこ二∴とて株式主
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高信額性IC専用/くツケージなど一･了構成され,電圧制御,速度制御

を行なう新い､タイプの直流電動軽駆動制御装置である｡

今回一連のシリーズとして量桂を開始したものは,主として負荷

封ヒの大きいテーブル駆妻臥『‾F調整装置など圧延機の神様用電動

機をはじめ製紙機楓 プラスチヅク加工機などのあらゆる用途に最

適のものである｡

これほ本装置がマイナー′ニープとして電流制御回路のほかに,電

圧制御回路を打っているた逆),従来のサイリスタレオプーード装置仁】

欠陥とされていた電流断続状態こ}ゴける制御系の特性劣化が皆無と

なり,電動機の急速な加減速を迅速かつ正確に行なうことができる

からである〕

おもな特徴ほ次のとおりである｡

(1)数種のタイプが系列的こ標準化されているので,用途に最も

図3 日立サイリスタレ1一ナード

制御装置

適した装置か適べる｡(2)ICの使用による一体構造のため,一

両一用途の適用が可能となり,据付何桁および盤外配線は従来の

1/3に減った.ノ(3)各ユニットあるいほパLニト勺一-ジ(七標準化され

て耳換性があり,調整はワンポイント化されて.｢づり保守が容易で

ある｡(4)専用ICの使用により,信頼性の大幅向上と,故障回

御引卸)短縮が図られた.｡(5)半自動配線,自動検査システムの

掠軌二より,製品としてのばらつきかない.二 r.6)機器の配置な

どに,人間工学的配窟を払い,あつかいですい枯道になっている｡.

またおもな仕様は次のとおりである｡

交直L電源′凱ヒ(.サイリスタ入力電圧.):2501r空たほ440V±1()

ア左,電源周推数‥50/60Hz±2Iiz,定格:100%′連続.250夕方10秒ま

たは70.7ク才連続,150%秒,サイリスタ出力:10kⅥrから800kⅥr

までである｡

l大容量ボイラ給水ポンプ

火力発電所の単機出力は 相変らず増加の傾向をたどり,700～

1,000MWのプラントが,多数計画されている｡いずれも超臨界圧

火力発電所であるため,ポソプの吐出圧力ほ300kg/cm2前後と

なり,駆動動力は,13,000へr20,000klV程度と著しく容量が大きィニ

なる｡

日立製作所では,このたびこから大容量火力発電所用ボイラ給水

ポンプに対する顧客電力会社の需要に応ずるために,アメリカにお

いて,大容量ボイラ給水ポンプの分野で圧倒的実績を有するインガ

ーソルランド社と技術提携を行ない,同社の設計に基づいて製作を

行なうことにした｡

提携の範閃ほ,ポンプの動力が1,800馬力r約13,000kW)以上の

バーレル形ボイラー給水ポンプで,提携の期間は10年間である｡

ポンプの構造上の特長を示せば次のとおりである｡

(1)内ケーシングは輪切りで,インベラは一方向配列とし,単

純な対象形状であるため,熱変形が均一に行なわれる｡
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(2)イソベラ外周部にあるディフユーザほ多数羽根式を採用

し,半径方向推力を最少にして信蹟性の向上を図っている｡

(3)軸推力ほ,バランスディスクで全流量域にわたって自動的

に完全にバランスが取カtる構造としている.｡

(4)軸封装置は四種頸の標準方式(グランド/ミッキソ式.フロ

ーティソブリング式,プッシング式,メカニカ′L･シール併用方式)

が確立されており,条件に応じて使い分けられる｡

｢5)最新の流体設計により,効率よく最少の段数で部品点数も

少なく,コンパクトにまとめられている.｡

なを,インガーソルラソド社のアメリカにおける超臨界圧火力発

電所用ボイラ給水ポンプの受注実績は60台に達し,すでに稼働中の

ものは29台,稼働中の最大容量撥は40,000馬力である｡また,現在

製作中のポンプの最大容量機には,1,300MWプラント用全容量ボ

ンノブで70,000馬力の超大形品がある｡超臨界旺用として比較した場

合,製作台数も圧倒的に多く,1台当たりの平均容量が他メーカー

全体で16,000馬力に対し,インガーソルランド社ほ27,700馬力であ

ることからも大容量横に対して大きく他社をリードしている｡

t,
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四 日立カラーテレビ

14形ポータブルタイプCR-320発売

l_は製作所では,新開発14形直角画面を採用した14形バミータブ

/川_)カラーテレビCR-320(愛称:ポンパ320)を8月から発売した｡

CR-320は,14形のなかでは,最も二Jこきい14.4インチのブラウン

管を探用したワイド両面のポータブルカラーテレビである,また明

るさも,従来のものに比べ,50′ヲg増と,一段と明る1二なったこ一方,

価格も89,000lニーjと,このクラスでは非常にお求めやすい価格にたっ

ている｡

おもな特徴は次のとおりである二

(1)最も大きな14形直角軌friを採用し.一段とワイドになっ

た｡13形に比べ20%以上もワイドになった〔当社比卜二(2)輝

度は50%アップ(当社比､ト｡一段と明るくなった二(3)ICを掠

阿4 日立カラーテレヒ

14形ポータナノレタイブCR-320

用した完全ソリッドステート設計｡信敵性ほ一段と向上した､

(4)九つの自動回路を組み込んたこ どんな悪条件にも さカt

ず安定した画像を再現する｡(5)スイヅチを入れた瞬間,画と

音の飛び出す瞬間スタート方式である｡(6､)

採用,どこでもカラー放送が楽しめる｡r7)

ますポンパフィルター付きである(着脱可f掛

70Wの超経済設計である｡(こ9＼)キャビネヅ

ロッド7ソテナ右ノ

色に--･段と探ヌもを

r8)消費電力は

トはホワイトとブラ

ヅクの2種塀をそろえたなどであるこ

またおもな仕様ほ次のとおりであるこ.

ブラウン管二補強形14形90度偏向カラーーブラウン管370HB22

トランジス_クー:37石,IC二1個,ダイオード:40石.スビー

カー:12×8センチ1個,音声出プ+:1.5W,讃,け･イー1∵トーンジ

ャック兼レコーダwジャック1胤 消弔電力:70W,外形‾､j‾法:

49(幅)×34(高さ)×4().5(奥行klll,重量:17.5k宮てふ三ノ

済酵幽班雌功酵三

■新形電子レンジ``MRK-610L”発売

日立製作所では,これから年末にかけての電子レンジの需要増に

対処して,性能面のアップとともに安全性の向上を図った新形電子

レソジMRK-610L形を8月から発売した｡

MRK-610L形は,近代的な台所にマッチするよう前面を窯で統

一,センスあふれるデザインとした｡

また機能面では,特に三重シールファインダーによりドアの小穴

から針金などを差し込めない安全な構造を採用したこ.

一方,取扱性の面では目立独自のアイデア｢加熱時間早見表一を

従来通り採用し,加熱時間の目安がわかり,だれにでも簡単に操作

できるように配慮している｡

こjいこより日立製作所の電子レンジは既発売の"MRK-600L”と

合わせて2依橙が主力機種となる√､:

MRK-610L形のおもな特徴は次のとおりである｡

(1)照明付加熱時間早見表:正面パネルに加熱時間中見表がつ

いているから,タイマーをセットするときの加熱時間の目安が一

目でわかり,だれでも手軽に使えるこ この軽種てこ三見そすいよう

に照明付きにしている｡(2)ファインダー三重シー･′ン榛構:前

面化粧板によりファインダーの小穴から針金などを差し込めない

ようにし,内側ほ特殊ガラスのファインダーカバーでファインダ

ーの小穴に食品かすが付着することのない三重機構のフ了′イング

ーになっている｡(3)電波もれ三重シー′レ機構:調理中電波が

漏れることのないよう,次の3.段階のシール機構を採用Lている二

① 電波をしゃ断する坂巻バネ

(奇 電波を消滅させる新チョーク構造

④ 電波を吸収する電波吸収材

(特許申請中)

(4)新形高性能マグネトロン採用:効率,耐久性にすく､れた高

性能新形てグネトロソを採用している(特許･実用新案6件J-l_i願

済)｡(5)ワンアクションのラッチ式ドア: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使いやすいワン7クシ

ョンラッチ式ド7條構である｡(6)10インチ(25cm)皿も書〔fr-】

できるワイドなオーブン｡(7)ドアの栄側はスパークを防止す

99
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る特許スパークプロテクト処理を施し一丁ヾ､る_.し8.=肌したな)網,

耐熱ガラス製受皿付きなどである｡

またMRK-610L形のおもな仕様は次のとおりである｡

≡て15 R立石子レンジMRK-610L

王11力:550W,入力:1.151{W(11.5A′〕,電源:100V50/60Hz,

外形寸法:幅･45×高さ43ン(奥行44.8cm,オーブン寸法:幅34〉ご

高さ21.5×奥行26cI叫 重量:36.5/34.5kg(50/60HzT)である｡

如l

…編集後記…

化･-､デ‥･‾rii山･紙節句)干ごど各棒ブローーニス工業JP,エレベータ･クレー

ン･_･1i二‥f■jなど一触偉業機語‡さにさゴいて､信号伝送システムは叶々大規
模･複雑化しノている二 日立製作巾でこまこれら貼㌢ノこた情報を数少ない

伝j.遠路で多重化1ノてに諾すろナニめの`■今田枝データハイウエイシス

テ∴”を開発L_｢二 二の仁二道シ1テムは,数少ないデータ母線に多

一‥二のプロセスチータを乗せ,L-い央の制御宅と広い地域に散在し/てい
るプロセス十三イ ントを結ぶ多鶉化仁三送システムである′

l‾■-ノ争聞手虹デー一夕ハイウェイシ1ナ∴
■

で･:ニ,本伝こ送システJ､につい

計装システ⊥､の新し∴､動き,与朋粒子ー▼タ/､イウェイシステ∴

小満成,プロセスからの測j主三て-したと､の耶北開発1ニ7)攻究を詳述Lて
ぃくっ

◎

Tli帽口r:T)油円分針ここ1iニセ拉ノこしつつL‾ちiフ,モ‾卜こげい

松城う情報;三加速性的に増Jこし,■王‾川りにも綬雑･詫7i吐化しているご

ニLr)土ウノな状況の王ノとに, ′･てシン･ニ ミュニケーシコンJ〕対

仏としてCRl､l■‾catllOde Raさ√rTulje:ブラウソ竹)｢fノ､ソ‾レイの

享巨要件がクローズ了ッブ妄′きしてきナニ

｢H-7833プロセス･カーラーー･千‾r プ､プレイ+でこま,日立製rF所が

開発した新しいカラーCRl'ディ_∴プレイ与ヒi仁王について概説してい
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