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■夢の原子炉開発に貢献

動力炉･核燃料開発事業団から

50MW蒸気発生器を受注

【ト王′二こよ望作巾ではニJjはど刺‾乃小･恨燃軒=;トj碓･Jり1+‾】か⊥'ン人パLl二

一､iノ:センタ=納め50MWナトリウムノJ‖熱ノ∫某1も了己_′卜;与ごさをノニ之f_い∴七二

のノJ§1(了巨生昔三さは…ノ彰亡7川(j'･一い､､といわれ.叩二lノトニ､什た】jり■7巨を,収めて

いる■1■Ji抽斗榊二小に欠くことノ)でき乙･い!託焚慌器でふるととむ:∴

そ州別与己グ)雄とょでいメっれてし､るレフ‾)て-イり筏しり†J弦状こ二人ぅな一則･け

が;てfせL■)れている..

′+与1t光′土工2旨+壬砧越州柳川二仙ノー1卜きれる偶語詰･プ‾1小でも,拍も比和

1′小二むずかしいといわメLる樅諸芸てふる ニメLごま.■ご討..け卜■j･■りムか

⊥lノ′■)熱によって水をノj§1iにするウ≒L;一-】三でぁるか,十ト‥-‾17ムヒ′寸こノ‾‾)

メアナも如,;さはこれ圭てノノ熱公j】;き;そ≡こと.i正一一ノ∴ 仁七井さら末什こノ松ノー)り､いノ

仁三雄1■1ミニかこわれて湖水すると.十ト11｢⊥′ムヒ雌て己Ir小ニノl∠.心■i‾る仏

卜方【■′‡Jゝ‾古こJるち･ヒ'仰ゞJ上を瀕十る】三川軌.'l･二か多く,しかもプラントシ'‾J綿

i斤卜′ぃくノイ.捕し什に人きなしけ子･1iせり一えるか⊥､ンでし子,る

メ)が‥三lでご三川lけ1‡川でニノう什たti;+了己とLて1MW.50れ1Ⅵ′,ま

たJぎj(}即トり=ノ1杓200MWヒ3J;之椚て】;りてさを付乙･/ノており､′｢川碓i_iミ

されたいノノごまイ､i21;‡桁ノ‾■)50MⅥJノJ三;も碓′卜諾∴さでぁる

′そ･Jr)J■之パト生望†1三∴ち7ニノ〕てご土.仁七難イ1ミニ仰【三ノ川iリニア‾Jlユノー化､rノミ井冬

作と什帖とシ叫糾J一こ法ち､ヒJ仰望ち･十川fか牡､にきれている

】トー′二‾∴.三二れ∴対処Lてりンアへ･ノダー■ノ/ノし｢=ノ､川iiiJ糾左;++仁ミ

熱流刺ニナノるいは刺什什f什1‥小二杓う1る耕L-.i川ニコートJT)す末=-Jこ･ヒ一

拍言叶ン｢)比和を糊叶いノノこ∴と.汁ニ立上川ミする二.とこニノユ･ノノ‾′いる

■プエルトリコ水力資源局向け

ガスタービン8台を完成

H立脚1三析では､光二■ろ仙三l】J空.さ批‡グ)7‾ェ′Lトリコ氷り▼刑如J

か⊥l〕,23,250kWダスタービン.∴帥;;i12セ､ソトをノ乏f_いJこと･望作を.准タうて

し､たが,二のはど工1朋川三小･のカ､■スタービン87ヱ;がノこ成一一た.

イこⅠ∴帥凱よ一壬i_-i三_1Lノ)7‾■ェルトリコ水‾り7さ掛[Jが,Ⅰ■り山ノう桃山キ壬‡三

仲1主なと■による′■に打点繋げ)叶り(に対処するたれ.1.'いノっ亡二址.さ卦lけ)

4仰】仰の党ノ心叶に納入さjLるもグ)である-.

↑岨の′安江にlニミキLては､世舛のトソナダスター｢ビンノー｢カーーか

l耶祭人小い二右加L/二が,超乍舶勺j札 純子丁あまりグ)納人り三跳とは禿

なす川りJ,･出j韮能力のけ1iで【1ょが点く.i-i紺†了さプレ乏i‾jミに‾千三ったもの

である._

凄く;∴､､やタ旨く

登･

1‾､トニ卜′しショ1′′クンノ川･て■ニフ‾)ノヾ‡-ト之i:_‾i二:ニー+k+小ノたニヒ+土井ノ川l卜小

ノノ止l】をり主めた`心J丈したカ､､1タービン∴∴ ニメトノノ､)8T′｢･■.4丁ご｢

ご土GE什てr皇･川三 マヤグーェてて己ノ心小二2f∴ ノ､｢トセブイ己′.L叫

に6Tくて糾人され2fr 頒｢レノ1パワー一丁ロ,･ノブとし′∴1甘】仁三さ八るもノ)

で.ちる.

1こ拭こり什ははい‾rfれいlリノ23､250kW.竹村くま仲川トキ仙川し､

5,100い小l臼三の】ト`′ニバ･-′′トーンJ〔ゲ1クーービンて･'.手-るニノ‾･=ケてクーー

ビン+主従付;篭に比L,.抑州キ･ノリ ソトス､テ､一卜化▼‾j‾▼るヒヒも(二′′こぅ

1七三1…二を+一■ご∫■=ノ】llリノT･･ノブLた蹄LいNモナ′し代でぁる

ケてク･-ビンごヱ,ノニ･､漣な越中州(一卜が‖川巨も･Jナニ幻ヒ■･-クf'と†1汀‖jと

L､､収鳩で.手)り,ユ∴-_捕り粗ても什利こ一1‾､1屯が･ナ,ろ/二の1～.‡】媒ノノ川人

か朋子-.■J三きれて才;り､′｢綬圭■‾｢ますrト｢･仁ケてダーービン〉7■ラントノバ吐

ノ吐壬かじ.fさまれる-

乃

Ⅳ勾麟哲

㌫､､てミ′､熟

E

､●琴
怒芯′′∨ ゝ難)

罠櫛

箋

Ⅰ_キ】1フ‾ェ′しトりコ水力溌脚部･Jけカ'､スタービンとl榊仁グ=二付-GEパワーブロL･ノウJ〔か■スターービバ己′jかJて

■鋼管移送騒音防止用マグネット装置 開発

H立馳作巾と新臼1こ与望識抹Jて仝什)L与望鰍叶は､朋什グ)柁j去lけに

鋼管が衝突!Jてブ己tト㌻る騒汗を人帖に抑制する｢77､'ネ･ソト装iこキを

共l‖‾J槻発L,蹄J__11二郎別号こ∫じ仝什プり出望方針叶糾1■1‾二J‾坊川=川し･､

権助にはい一-Jた

一般にご皇望鍬叶ち･どにおける網†㌣皇望j辻札l】11て･は､;左･望,i左した肝71てニグ〕

ヰ多一;主にローーラコンベヤを川いて
一つのライン(約18工f■.三二〉引仙klノ,
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各ラインぎ川を連結するととい二,銅管の検‾ずたが行なえるように規定

の位置に鋼管を一時的にたくわえるスキッド(支持子=を設けている〔

二のスキッドは鋼管をりく♂)ライン/＼＼格りやすくするために,迦′f;ミ

傾斜をもたせているが,次々と朋什を流すと,てキ1ソトにたくわ

えてある朋竹とラインからj去J〕れてきた別冊が衝づミして.人きな

.騒■乍を発生する｢,
二のほど新日本裂妄或株Jじ全社先生望識所と共ト‖判発Lたマグネ

ット装ii-1一:は,スキ･ソトにノ1‾E磁イ√を偲L言乍L,1一己磁Hの磁1くカキ制御

/マ{‾二' 卜肘･芸

マγ‾イ＼111

ノI B C I) E

ノノJ･･り担】r撞

ノし小二
臥_】土 C.】.■.-

+_→

D一〔】.く Ell.･'
7土

ノ1･し-′L

Lぎ一†′

トズ12 二綱符二ろがり什卜竹例)

することによって,i■舶守J)二ろかるJJI化せと.,∠村方向の力を加減

rJ,速】空,L=1て+土俄`突エネルギーを減よfきせ,網干ミニの衝突時の

J【凱一1二を抑制′｢るも′)てある
おもな特長

(1)磁1t仏む刺りさに上って鋼甘プうころかり一心空を拝Lく減速する

ことがてう,仲｢;ミュネルキーを′トさくlノ,了己′ト与一る.t軌l毒二を抑制する.｢

(2)み肋磁コイル/＼こ7〕墟′芯一己i石己を変えたり､泌にする机磁コイル

を過帖.i酬い∴うる刀て＼外様,にさ,向い/の与埠なる帥々･の鋼管ク)

逆性制御か叶1推てある_､

(3)従れ吐けノノれここ･7)lつ′∴f打突帖に湘m二碓勺∵十る似や射Fきを

】ニ方止する.

(4)二1二上社内Ⅰ馴‡ijプ‾〉配i乙‡などを変えることなく既,;ユのスキッドレー

/しみマフ■ネ､･･′卜梢追･の一部として仙糊でき,またマグネット本体

も構造が筒中で収卜十けが㌘手械て･ある二

(5)碓氷:7)朋符にJ引左接触させて減速する〃∫〔に糾し,非接触J℃

磁1tlト′ぺち-こ7ノて ‾.ニメこl∫1上川垂∴二や乍托が;ユ･い

(6)知和二漣J空を制御できるのて,肘11行詰およひ､コンピュータと組

ムrナわせて′L権ラインの臼朋ブロフ'ラム_i判転にも絶境させること

かでさる

おもな仕様

(■1)マデネ･ソト什1‡1三

形J一て:8MG 2011屯:110kg 人きさ

DCllOV ′正i式こ:1.93A at75■⊃c IL桁

ある.

(2)鋼管およL･にてキ･ノトf_L杓;

外行:4r'(114.3皿m)¢㌧16

土主き(m皿):4.000～12.500

･′し;二本放×にき■::61二×6
0.7m.ノ′s 挽二`突エネルギーー

Lて)である

【:′‾l

態′三
-⊆こ 夢:

･ノ

聖こ‾∨く∴叫ざ表こ
･主星纂三′′ゾ ㌧-d堅

く′′1寛ごこぶ

80¢×2,000mm`f一山三:

CONT 仲別:B椎で

(406･4mm)¢ 内㍗!((mm):3.0～12.7

スキ･ソト勾Ⅰ-■1じ:1′′/40ス､キッドレー

7m/｢ファネ･ソト40胴

:0～30ウ左 しマグネ

絹
≒
′
叫
+
嶺
州
つ
ノ

伺3 糾管工場で捕躍する【_ト】(鋼管格j三川垂∴二l二川二装乙こIrf

とび出し峠初速:

卜無励磁を100と

■日本鉱業株式会社佐賀関製錬所納め

自溶炉精錬設備一式受注

王--h王鮒乍所では日本鉱業株∫じ全車=左川砂妾望純所(人分県)に孤子ユ

する第2日溶炉精錬.さ洲旨･∫℃とエンジニアりンデキー一書舟乏注Lた

本譜偶には臼溶炉廃熱ポイラ,電1ミ粧膣(じん)装芯,ガス枯磐望

74

jiよひ儲追J;訓凱 糾･平クレーン,訓右,溢水ポンプをこ㌢む水系統設

備および一之変′i五.潮音有ら･どを†れ設L,本プラントの銅生産呈は1個月

10,000t,一触妻1L11,000tでL七仙では址人の脚･買となるLつ また本

プラントは封哨】i妹に什う鉱一J‾の刀引払有害ガス･の漏れ防+上につし､

てご壬卜分巧‾促されたj照公`∴:プラントで､滋り.kは昭仰48年卜期の子

1ヒである
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柱:日掛炉･とご土納帖鉱カl⊥ニパ耶畦･･■_ヒ'う(ノり与地表′1】こ′一卜推rj‾るいりで,

ノヾ二‡上し処稚か=丁能なうえプ!】､Iミュさ二.ii二てノこ帖1こ･打‾了ノ化キトくトた-∴帥7;i

でぁる=て

おもな特徴

(1)別紙辣に【-1満山+を才糾ヨLている(2)【=ゝ拡､主L三件ぺ三さ什とH

立ご生別1三巾の〕とい‖利光によるrlr'州瀧ク叫キ稚け占軸ボイラキ,さ二川二Lて-7■

ラント称辛くのドりトキトズトJている(3)■Jj-l■′l三池▲_+て_‡拭仙ノj‾J･(いし一ル

トキ判Lている.(4)

り コ ン ビュー一 夕 コ ン

おもな設備の仕様

仇恨.壬■州i能ナ+:1､000t

庵燕ポイラ:40t′′h

｢∵ン ローダ:220t..･･ノll

そてな`1しこ,iT川i-i:25九1VA

キJ一じ=】棚安7｢ラントを仰｡ざ辻Lて柵唯･与望.;左.土｢-｢ノブせて触ユニこ1i;ニケランでムる

小火漣舷1iて二月ミニii′よりノ‾ノリ主小言lj‾り捌か=+一能であ

トロー･′しも.汁州きれている.

ノ■(】

■カーフェリー用クラッチ内蔵形減速機完成

l_h工鮒乍巾かH_立j左船相二J〔三三什_上り∫壬f_-い一ていた_イ､こ､-ド洋ゞJ†海7

ェり【抹J(会什l/小ナウ【フェリー-･J-i-J2Jl!主2他州二川k_埴怖が心J丈･した

この楓速機+土口上工造船株Jに全社で･女･望什するトトニ･′二8&＼lr16U45HU

l㌻才14 9,680PSクラ1･′′子l勺.■l馴二手itl川瀧柳川化せ蛸覧

矧朴墟紙上l之ノくJl川9.680PSJと結r㌻され9,800総トンノり(什壬カー=

フェリー･:二措岐(とうさいJされるJ

二刀カーーフェリーご土8tトラリク15デー,東梢巾74f;､煎茶854八

の叶く?_;‾ノJをLむつわか】1仙之人三批プノもプ)で､㌫11榔'‡は【】｢H1147-′r卜9ノIj.

範2船はぃユJ48r卜1=か▲1)打Il】-.｢ぅ三一､ハ`′+叫即l=;上ひ'れ【11`J†ミ〈-ノこ1州1一

に托航する一子シ立て､_才=,る

i■J.ik也恍+土子′ヱ.りこ咄人々L子も仰f州トトげLたJISl串妓ノ‾)はri‾■ば【+小卜

を仲朋rノた11三貨i'J釦虫て人りl…1に｢まLトー仁独什叫川fで仙了さ†ノ_たごf‖し〔

油r一三多イニノ上クラ･ソj-をル`㌔屯rノている′二のクラ､ソナをON.OFF一与一

ること亡二より集モノこ川.L-い=矧ゝ㌔-+シりノ1､速j卦払お上ひいずれか一ノノ‾ノノi_三

矧泣+かr馴▲■二1モL/二域｢ナン7､ノj-,■メイ∴士朗j`〔を?;妨に汀乙･一うことかできる

～ノユタJこ他人≠ししたl【小lトヒ1:J‖し㌧油=二多枇クラ
ソ十/を姐′Z-で｢わせ/二舶

用沌咄恍ヒL_て｢土=し糾王立ノく右I主ノ1Lゲ1でし阜,る

おもな仕様

七+ご?

CSlO60上1･′2J】l､2小州ラーi亡什州1J-ユt■払･と

9,680Ⅰ)S

465=〕m

180rpm

ィ址+〔油.,l三多恥二′ラ･÷

.J(ミ

t中国電力株式会社･島根原子力発電所の

溶接作業に大活躍する日立マグトレーサ

11獅【148fl二･仇･プり雀転糊始を目標に巾l小_に力付こぺこさ‖二でこま,l.｢㍍1川と

八郎ぎじ鹿.1∴岬J■に仲臼‾′乍糾の跡主旨1′ぅ一ゝJてある.1+川川=′･プJブ芭一.かノ了-グ)

墟L淀を進めているこ この頃J′一カブ芭ノ.かけのfk′Jく器ノ､)､■′二てr｢りきす､み内

港指にマグトレーサが-呪楊二t】jiに採川きれ,子セヰ三ノ‾)F溶接をはる

かに卜.蓋わる能力を発揮L,省力化,f舟ヰ叫J_卜に皇て献Lてし､る_.

抑えノブれる子k水器グ)内部は支持帖が多数柑帥丈され.二れJ)の立

てドートきすJち肉溶接の部分が多いうえ,作-_紫一名-の行刺-､卜稚が約1m

という狭い場巾での溶接作業であるたれ 碓氷は下捌凄にた.よら

ぎるを和なかった｡

了満接の均/㌢では,①拉低5年以上の桁才削■支杯J綿+り卦朽･を心安と

すること亡,②足場グ)純+ンニてに手間がかかるこ.と_.④作岩場和が狭

いため音容接作業能‾ヰくが机下すること.二④アンダカ･ソトか′一卜じやす

いこと｡(亘)安全管理卜問題が多いことなどの雉1】.･二が多々あった｢

これノブの問題を解決Lたのか日立マグトレーーサで,古か手相かJ〕ふ

ゝ轟 派

威

トヌ15 小L一山にノ川りし土什･.f∴旭川二J袖i発`.か斤グ.)捌■州i岩亡二

人i■i柚1三ノi■るl†Jニマア'トレーーサ
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てもチ溶接では10人の作業許で1週別の[二川㌧を貸したLのか､マ

グトレーサでは2人ク)作一業弟てマグトレMサ4千丁を乍と佃し1.i坦‖り

で仕上げることができ､さじJに溶接結斗ミが‾壬Jて､あり,牡一場J欄し

+工ても不晋など,能:ヰ叫_卜､黙ノJ化,安-う輔二坪‖心力=l)も大きな効
果を_トニげてし､る｡

ユ
ー ス

ノ｢川7)i判別1三う‡こ土,F†+二′二与=1㍉叶Ⅰトー′二工場か川二lぅ!ノ,取‾J'一力発屯

巾とい･)れ-■掛-+l】i追杓でご手,ることかレ∴そプ)▼抹哨にあたっては卜分

こ･ナ糾など■;二にニ7J■1r;日子てトキ子jニユ･いイJ抑什の.化し摘花結果を才一三幸た｡

′｢紹卜巾二安代.i造物Jりf糾疑に,㍗り化ご土もちろんの二.と溶接紆りエ

ソ)イ.さ柑什ヒし一=▲-ニカ▲⊥-〕いトニ仁マプトレーサプ)1宗賓が期待される.【.

■大和運輸株式会社から

HITAC 8350オンラインシステム 受注

[-1立製作所ではこのほどトラ11/ク連綿業界グ)人千.大柳.運輸株

∫(会社からHITAC 8350オンラインシステムーーJ▲〔を′壬止Lた二 二

のシステムは運輸業界では初の本矧′‡りな1号物･軌生すンラインシス

テムで,これは -■大和運輸NEKOトータルシてテム と呼ばれ卜l

ポ
叫鞍

瓶類

海甑ペ撃
何首七

準

巌
湧′嘗彗;恥箪溺諮滞

く･･ネ益友き,
jぷご

.¶

r瑠6 HITAC8350オンラインシステム

∴･1人抑i滋Lrキーl川■j什てシュテム与jヒトJ川発し旧糾48小生Lrlに完成子

1ヒプ)も′ノて..阜)る

1･こシステム∴土r卜/叫川口する代物の1こ乍粗送と.迅速かつ克之過なサ

ーービス叫`ノ上r圭〔を=仙ヒLブニトラ‥′フ愉j達すンラインシステムで,

二のシステキによりライナr,コンテナ,航乍i号物との綿密な連

係ナし--が‖丁お巨とち･り配巾符J【11もすンライン化できる:_､

従九 什ヒノ‾)多く㍑r巨前古;去卜てシつ糊勿の巾在がl′】勺確に把持ミ(､は

ご子)く■:できこ小不安か-･ヰ〕つた.二仙川しイエンステムでは貨物を

′;去り･､りこノ‾･)f妻i∴ト:′+また+土与⊥-〕に甜かい･榊･偶の単位でその所存を
知ることのてきる--Sr∠二1七票をす右J召し,ノL州か⊥､フ北海道に及ぶ大

仰垣中州斗J(士什こアノく千川ネ･ノIJ勺で愉,i重さメLる‡号物の所在をオンラ

インで完1‡亡二.拙称するノ したがってイ■!f士はその希望する暗に一号物

･ブ‾)愉j封Jこ況を_汁二碓こ二把j‾J+F三でき,荷′三人も三羽勿･の到茄子1ヒを知るこ

とがてきるジつで■j仙=二市子′壬の千代己かできる｢

ニク〕ように1こシステム信助綬は荷-ト7㍉F;】:j足する輸送サービスが

できるととも∴ 告プJ化による√†叩J6丁一けlリに及ぶ絶留別減が可

能とち･る り(手=う士朗ぎ了州ミュ二〔土子上欄/,･こ1･._

▲▲ノこ十日廿陥NEKOトーク′レンステム小グ川】史にはHITAC8350(メ

モリ393KIヨーか†+川]きれ,.i_軌_仙偶土を介して路線,区域､通運な

どのトラ･ソク愉j去をベースに仝し‾可数十佃巾に及ぶ′汗業所のデータ

墟†J端末と一げ川えのj去′壬を行なうー.本システムでは1Hあたりのコ

ール件数は7ノ川二を惣芯L,二れに対[ごするためH-857引下壬集団デ

ィスクを花札 ファイル盲吊は1招こ4丁･けバイト以上を洞意する

ことにしてし1る=.

ち･Jj/｢川のノヱitによりHITAC8350は累.汁50千一丁グン受注となった1

i†ミ:‾S仁二'■ノJ▲J〔とニュ仰トヤア)i鞘勿に1■.榊L舵もぎり仁ミ票をつけ輸送

′i主トプ〕十エ･/ク･ホイントでもぎとった伝‾渋の-勺谷をデⅥ
クぷ三.iてヰこかノ〕コンヒュータ亡ニインプ･ソトし‡号物の北態を別々

に一把+7-iミて､きる享ノダ〕をし･▲う

■ガスクロマトグラフ用

"日立ディジタルインチィグレーダ'発売

U立塑望附一昨では化半分仰でノヾ帖な告力化がl刺しるガスグロマト

グラフ用枯分.汁"J211‥を充う1こLた二､

ガスクロマトグラフは試料をガス北にして分析する装L圭一〕てL,イl

油精製,柿由化′半座業などで成分分析や品質管理に使用され,ま

た娘近は糾11モ公害関係のiRtjlE,分析にも派閥きれている._.ガスク

ロマトグラフで検出きれたデータの解析を行なうク〕に,従水は干

計洋で行左･っていたため内苓が糾明する圭でに民1馴う]を要すると

とい二,人為的な誤差が多発するなどの賛臥!丈があった.二.

J211形日立ディジタルインティグレⅥタは､ガスクロマトグラ

フからの人力丁‾.一言号を検知L,日勤的に柿分間始,悼1卜の判別を子f

ない,栢分帆リテンションタイムり削割与‖j]),成分分什存り･を
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プリンタにて日動L享己真読するもので,二才=二より従米州恥1りミ∴や

に解ナノ亡できる_

おもな特長

(1)ベースラインり巨線)の柚+亡が.‾11二仰H二できる｡てレリショル!

レベルと比延峠J‾ぎり♂)純でナせでベースライン納j‾仁の過｢さをさ火.巾る_

重た補正するときも遡恥1卜など【;〃ぐためベーースライン納+｢似亡L

避爪できるり(2)スタートlけには日動的にべーてラインが∫1+Ti埴州

正されるJ二.(3)′トさなピーークから大きなピーーク圭て祁性1■上く抑L

できる.′1(4)ゼロチエツア押Lボタンスイ‥ノ十を州すヒゼロ才ミホ

ランプの′＼■i】二f域によりかスクロマトク､うフのゼロチェ｢ソフ朋ヤたがで

きる⊃

おもな仕様

へ り

タ イート ･り 7 レ ン/

けj
li

0､-1＼･7

1:10∫1

0.1/ノ■＼′.′s

AClOO＼｢ 50‡十_･｢160rlz

恥i430'ヾ,+う133ニー＼1テ壬け450(mmI

‡1ノ8kg

■日立ミニ･カセット･テープレコーダー

"TRQ-30''発売

しトンニ与川三巾では,紬.1■絹帥巨と推附L′トキ市拙したl_トンニミニ･カセ

､ソト･テ･-プレコーダ【-､TRQ-301'を稚′′■こした_.

70ヱト代+壬ノけi肘ヒ叫代といわれているが､そシり什糾1【1リミノ‾〉丁イ貨と

Lて,姑一世クロースて･ソフされているノ1が超′トHJ■ヱウセリ ト丁-

】フレコーダl-ノ)仙-†Jである′_､け捕ぇの収り三が簡riい∴什二確かつ.也一塊

で､収り主能プJがす〈､､れているなとソ州こ放かノブ誌㍗疋が抑JJlしノつつある._

ニれ圭でのミニ･カセ‥ノト･テーープレコーダ肝-ては,j･＼い.･仲

廿時にイり本が杭れると!L_･j怯むい.1二∴ごれ1を也二しヤートーた.め∴1÷.チi

密機純ち･ふに収り摘わメL､カセl∵卜･テープ1しコーーダーーーヰこ舟7)拙

作什グ)良さか綽‾羊化され/二きい､かあった

ー､TRQ--30'-では､二れ圭で咋祝されがちであった砧ゞ'i ヒ碓

作什を柑二汀HLいノ,小形l帖吊化を卜司る一一.J∴ 性能巾では超妄1ヒ

酬巨三矧満を採J7]して州巨こむJ〕を怖札 さ⊥､〕にテーーウか在.き終わる

と】_′‾l鍬′伽ニメカニス､ムがは‾ずれるオー一卜てトノ7‾矧端をJJl_jえてあ

る.･また柁作【fl_iではカセ､ソト･テr-プレコーダーーがす-トてし-1るノ1上

水の耽り械し‾ゃすきを追‾求L,拙作はすべてプリンュボタンノ∴ぺ

を才引臼Lてし､る.､什捌三約巨として｢まポーーズボタン,3けたテーーフ

カウンターー,プ叶副†了など何方を充り三させた_.

おもな特徴

(1)超安心酬排笠付■i仰臥7ンテローリンデメカニス､ム･･/ニノ叫i+

じ冊性モーーノントをもつフライホイーー′しと′.EJ′珊=抑モ′一夕とご二上

り,本体かj‾.■仁れても州仁三む小斤∴ごれ)か生じち･い超′左ノ′山小鮒覧川一三

を才采‖]Lてし-るため,テープ漣性はノ.こ;=ニーー1Lに似たれ,リー‾)‾.ちご′71

なしl芙しい払ヤ･lヰf‾卜が淡Lめる.二(2)`.にJ'滞り仙Jモータ･抹伺 モ

ー一夕叫‖いl巨三･Lイブを仙止した′,辻+'一別御モータを寸‾抑]しノブ∴
テーー7‾■･ノ)

如■Fごfプ‾)健剖や芯郎E圧の変刺によるl[ll転の′変化をl-∫け州小ニコント

ロールし,モータ叫!小鮎ミを′.1=二･1エに化ミつ.､(3)オー-1E ス トノブ

恍十推採什J如拙･仲生時にテープが巻き終わるとH刺的にメカニ

ズムがはずれ,l古川寺に子に源もー切れる｡(4)コンデンサマイク内

胤 甜劇空,仁判子1三能のコンデンサマイクを卜小我しノている.‥また,

j心l‾;ニレベルごまくレベ/しマナ､ソク〉で1二1朗凋･空た11るので,ベスト軌1i二

ができる._.(5)ホーズボタン付 録古幡に不必賀な部分グ〕カ､リI

や,
一時州巨三をとめたし､城でナに班別なポーズ｢ボタンをつけ′㌧.コテ

=プのむだをなくL.1樹主ょ‾jを有効に他用できる､(6)テーr7■‾■ヵ･-t/

蔓メ一､書い.

争
卜
く
1
8

トト`′▲､‾･ヤー】 r ---｢7し
ニトー

ーー'r】ミ(J--3()1

丑声i蒜;

酢

ンクー什 3けたノ〕テー∴7ヤE+7ンクーーを一‾〕けフ′∴-r一ワンJ上汁=l†し

柑.】二し/二巾引‾セしrご十･ノ､J:二仙川てある..け)2･】･7ニイ`心F上i=ノ

J-〔寸■〕二〕口什怯のAC1フグ‾フ‾クーーを利汀卜=L+ざ`.に付根か⊥-∴ 圭′デニ化

心血叫j･3X4仰小 61ト･:-も肘jトニきる2巾工イ心.1上川■+七引‾かIJ

Lている.1l､1=り桔rトニ二三っ‾こJトとL∴-さわLいものか朴了卜∴きる

し8)′ヾソテり-1÷ェ,′ウノーク什 ′,に拙叫打.柑竺｢†とうミJj〔け‖､トこ7)

レベ′しを腑==一夕が柑′1二十るニュ71)で班別でふる_.(9)ポチ･--カ

ラー∴-まメタ=･ソクシノしバーーーしノウi+･･フィーー′しトr)〝七てを川上rノ,

仰′#ノ.〉什ちに応しこて.iL酬いニ､きる

おもな仕様

rLL
】

ノノ
_ぺ

FJJi■i立 秋1.1二 十'【

S l＼ 比

J【( 人
`【】

ハ

り･‾-/フ ラ ウ
ー

JF壬 j

f‾･J 1･_亡;

A(二=川二1'-7‾‾7･フ
ー托】lい

山C6ヽ7･し111ニい 4)

AC･＼で‾)′､ノノ‾八

100､一呂.0口01-1z

35(】臼

500mll′

6.6cm

O.25くノんユリ,卜R八･lF

l‡■■.■r18.2斗■■l■.■.■iミニ10,4′､れけを子+二4.削cm〉

0.7kg

†j コニす･トノイヤ入1.キ十l〉ン フナー‾キメ′1.

∴｢--ン､＼1.Aし丁ケ‾rり'--ゝ1.仙書りコ ･､1.

L- シ+ンテープ♪‾1,･i･3托【i∠仙4仙
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■日立強力マッサージャ"HV-170”発売

ハンドタイプの棒状17リサージャは拭作件にすぐれ,強い振動

が和られることから硯ノfl三のマッサージャの主流を占めてし‾lる｡･ケ

度過負荷帖の安全性能を7･ノブし,さらににぎりやすさなどの取

扱し州三,操作性を向上したスマートなデザインのHV-170形を発

′ノこした.二

おもな特長

(1)強力で効果的である｡振動源は高性能口_､‡マグネ･ソトモ【ト

ルを他用してるので,振動も大きく効架的なマリサージができる｡

(2)過負荷安全装近付であるご ‾万一･,定伽桔Ⅰ圭与]を越えて良嶋【てりは

柑されたときや,振動部に無理な力が加わって他用されたときは,

安全装置が働き自動的に逆転を停止する｡(3)強弓弓21:貨切授であ

る.-.丁し三助の強さが｢強+｢弱+2指に一切り抱えられるので.凝りグ)仕

丁㌣いにJぶじて†かゝ分けることかできる′-(4)収･扱作がすく'､れてい

るノ 細くにぎりやすいうえ,スイソナはワンタ･ソナで強外川授か

できたいへん･扱いやすくなっている.1

顔中■

lく19 Lト｢′二煉りマ･′サーニ･Jヤ HV-170叶ラ

おもな仕様

l迂掘:AClOOV
50′′′60Hz 梢′f‾官ノ.EプJ:10.5W(:姑),8W(りか,

1ヒ桁峠｢iり:25ラ∴ 舷湖‾致:言1てJ6､000回/分､約5､000‥小/分､香道:

640g,本紙也:レーソト イエロー

編集後記

ヴスタ【ビンは一くJ≒1もターービン,ディーゼルエンジンなと､に比較する

と制御部分を単純化､駐lい化するニヒができ.自利起臥 退院∃妙転ち一

ども比較的そf易に行なえる持上主がある.ノ 従九 L]立-GEオ‾くタービン

は機械油止J･℃制御ノJJT(でてラこ仝イ1刺逆転を行な･ってきたか,二のほどR

+工;豊川三ri斤では,ソリリトステート化Lたケスタービン制御装試与:…スヒ

ートトロニクt'を問ヲ己しじ_.

r‾ガスター1ビンスヒート､トロニク;li-り刺･∴一にJ'瑞り渕卜+では,スビート

トロニクの特上主,性能などを慨Lさ托してし､る⊂.近√丁三.ガスターービンへの

1‡;焚は†‾.油川ミの向卜に加えて,1‾い∴壬､越起軌什化仝‡-‡挿々化､拙f小十

維1?の低髄ち･ヒ√が要望される触Ir小二あり,とl‡市なデータヒなろう
/丁二､＼

トま′

川巾てエレベータの適度肌御は流ゴ丘制御弁で行なうL∵ ニプ)流判別御弁

ごま油｢仁シリンダの負荷とつりでナノ〕すため大きい絞り舵杭を持ってjブリ,

純リオリフィ スから流プこする島越呼て流によってキャビテーーションを亡1二

F∴ それ･ユニ†■!こい附1二と上?議古を牛じる｡

二･プ1こ三ビし_卜主二亡r出作叫でごま､油仔ニュレベータこ7)端近F棚卸弁を直管内の

すりフで スで快jl;■壬化して.■こ■i.i蜘一言i先によって七ずるキャビテーション

J榊二作ヒキャヒテーション脈凪 髄普叫j七城法Jjよび流二削iり御弁にJj

けるキャビテーション.附ilエ即二三:叫托繊去などか尖験された､1｢油圧エ

しへ一夕に才Jけるキーナビテーション髄古･プ川七城+では,二れらの実験

結汁さを.洋紙している.1

r告

知fiを締る--▲ノ家-一言J)′いこご土,柑.汁け解㌧′さ節2郎‡主大谷幸太郎氏

より｢[‾那ミキ化帖代と柑許+とま掛ノ,メー)が回のホモ貿における特許のあり

方についてご舐.ぅ‾杜をちょう/ご､いLた､,

ご安川ここもかかわ↓■)ず,1二法のために特に帖を草さオしたご好古に刈

■ 卜才くお山l‾】Lあけるニケこ耶である｡
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