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アメリカ･テネシー川;充域

開発公社納め

空気しゃ断器現地営業運転開始

アメリカ･テ‾ホシーー川拐山k=卜Jヲ己土■こ什

(TVA)セコイヤ雅一.に巾約めOPKけラ

550kV一乍1(し-てJ断一汁二王(ABB)7f7亡ユ,

ヰニーr卜2J+税J也肘什作岩Jii+始以.+ミ,lし‡J掠

朽‾･l‖+シ‾)うチノJにより什1ゝ三は川抑恥二此､み,

′rvAの.汁1■lりごおり上る5JJl】_Jか⊥､)

こニト㌢逆転にはい一-ノた._.

Of)K什jABBは300kV芯桁とLて川

lノ+でご･土‾‾j‾でに19f｢にノ之∴■納人り三諒上Iiをイj‾

Fノているが,550kVIL桁とLては/㌻l】り

が11上納ゾ‾)納入ん王-でL手)り,/｢綾,1川/､Jで

･ジ)550kV系統ノー】-トヒLてい古抑がJ別けさ
ズJ一仁):-=

おもな特長

ユニ∴′ 卜朴トンニんノしみユニット州ジ〕

Ⅰ′け山地7紙なと∴従+二か`'〕ノ=1+二′∴ウ1い_

て欄i:†注･プ‾)1寸1こをそグ‾)ま圭′卜かし/二うえ

亡∴(丑2サイクノししゃ断;君主.｡(む`乍1t汀i

`糾_l-;二か少ない.二_④Lや断て‾戸主l;ニグ)桁卜げ

が二〆_言臥(蔀lう馴削Ⅰ与ノバt▲ノ心1三叫抑制か‖j‾了氾_.

(専従桁ノL山式己･叫こ行卜げがノヂ吉城ユニ･ヒ■プリ1･二か

[を)げ1､Jれる._.

中部電力株式会社

牛島町変電所納め

コンパクト変電所を開始

二･プ‾ノたひ､､小抑▲に力件J七三ミ什･′事‾l.∫1

1町史ノ.にJ叶納め154kVオス絶総川l芽j斗ヒけ■Ⅰ

ノ川1J也+1.j汁J▲を1L了し,⊥こる5JJ29,30

シ¶■1-=け=ト仰でたを終えて,心†Jにノ.1rち■1‡

淵ガ■■晦

財■■

瞥く1-′r頂

僻払

恥け.

回2 154kVガス絶縁開閉装置

戯翫

jJ+土屯三亡二∴土し1つ/二.

′ト′なノー山叶はれ‾1!】■Jl三股り什止の111〕払出て.卓さ

ど′=■ごfキまカ･ニュl一うため,154kV心f+り山中

人ノり卜Hノ+ジ)らシフ‾ノとして址.言くよ(154′/33kV,

150MVA坐rl‾てi料■∫ご▲ラバ‡)きれ/二か､肘什

1ぺ､-7､ノ〕さしヾしし榊+机か∴154kVに

｢よケ1絶紬Ij耶判装L乙▲■Ⅰ三か寸才+=され,史†1こ

1†ごさ1iノ)2肘にJJ_川1-:きjL/二

/｢結,t･抑ト=変′心叶が㌢.■1-一ト.一川上小心

.肘二.汁‥ltiさjし｢二いるか./ユニノトヒデルケ

ーーニここニュー′ノ
‥匂.ご.

小ヤ‾ろ紙松川閉斗ミニこ∫■】二ご､土154kV-ノミ川代

/､jノ11‾り▲てムるか,れ■1,‾Jぅ川∫J7)心臓川二に

】J†と‥-〔‾さイしる/二わ,什子息.】.-げ=二り‾ナる
懲ノJ､ごご土きびしノく,トJ什 二村坐心叶で【7

搬此∧､_巌‾
軽量

ぁぜ
ツーて一

撃
j軒:､′′

｡臓仙′:表

ニ'駅㌫r稲､一僻′′㍍､∨好‰≡廃_空虚

巌

転■-｢

一磨こセーー､ニニく慧I毒耕一b､､

､虚空芸人‾‾■▲
ぁ那珂魂追ゾ‾二‾呼

議､幣､∧感三溝済､撃藍

図l アメリカ･テネシー川;充i東関発公社納め

OPK形550kV2サイクル空気Lや断器

礫､､

J′

〆

:､㌔

嘗

ぎ■語

学も

月臨

ロト タイプ‾グ)り三川一!■′揃巨佃.i‾l11さJし蚊キ綿て

ノそ･ノ)j■末川かゞたまったもノ)でぁる..

中･小形

汎用電子計算機システム

"HITAC8250”を発売

l-一卜!:土J卓望什r叶でごユ,小･小糊付ナーータ

処J二土lとにノl土地ち-コンパクトで-■十川三ff巨･ノ)りL

J什一L.こ+′一`汁_汀恍シ1テムHITAC 8250与

川+了己､7jJ25ルウリン三拝f.1土仙を川始Lた.､

HITAC 8250ごま,HI｢rAC 8000シリ

ース､ノり三封iヒj‾川こ+ニケJ.1主催に新川+プ己し/二
もじ′)】‾･r'-ノ＼一卜l‾‾-7ユ1∴･ノソト｢7ユ‾ナ'

山l小二jった一ノて多くノ)加代附を+1二川,

戸′心火J)l‖Jクラてノ‾)恍仲に比/､く放†∴■一叫/+

汁l;処刈輔巨‾ノJを†いノ,さ▲1いい･小作三1こ‡に

ち･がノ〕利ヰ川りユリ(ソナ処_叩､上り仏ソノ

ち▲すンライ ン り■)フ′しダイム処J=llし､り

モ∵--一 卜･バ､ソ〉ナ･て-テーーシ ョ ン処J二【ltも

‾叶一指でこ手,り,ノこ彬†稚ち･ふノノ1碓丁拒･一l竹氾

をけ/+たシ ステムで`i■′-,る.ノ

HITAC 8250こハ1■こJJkに.上り一寸1rrAC

糾シリー-てほ,HIrl'AC 8700キ+山■】′し

してHIrrAC8450,川8350,8250,8150

ヒ上りいって-ノ允ノノこし､=′i去,ノ北佗才i

よぃ‾什j態･ニニ心じ‾ご仙山二い′/'▼‾′‥ナー･

ヨ ン分辻!トニイ小1J十るニ ヒかて･,さる.

おもな特長

(1)仲村三笠ヒ!ノて糾〟〕て-i‾1f什ノし‖+て∫ヒ=ノ

ントローーール･メモリ りCノー亡L+を仙

川)お上しヾ､封i‥iムLんナ†スッ･十･1･一丁＼

Jしち､⊥ゝノひ■亡二刹Lj_生Lみコミュニケー シ ョ

ン･十ヤ‾テ･JLケ才末j‖し/∴

(2)新川]了己ノ‾)すべし【--ナイ ンク∴ シ フ､

テムNl)(_)S(Newl-〕isc〔)Ⅰ)eI▼ilti叩

お7
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図3 HITAC 8250システム

System)グ)寸末Jljによりバ‥ノナ処碓

r7ロ グ'､ラムとオンライ ン処j=牡とプロ グ

ラムJノいJ帖処刑とをこ㌃む､女主人6ヰニ圭

での′ノニヘきなマルチプログラミング慌

†氾ム.土びシステム1モ休をイr効fり川L,

ヒリ効Jヰグ)上いテ■-一夕処雌を可能に

するスプール制御低能などノヾ形‡鴇止

,ん♂)付紙巨を`j三.呪Lた｡
(3)すンライン処即川グ)【‾TMSl+

(Transaction Management System

l)､-1工作.汁汀処JI糾l卜′)｢SI九1BOし■

(Simplified Business Oriente(l

Language)という新しいソフトウエ

ア･′､･･/ケrンをす⊥け∴｢る__

(4)1フ､ヒント′しJllたリ1,460けバイト

ノ).i+怯7i立とをH二つディ スク附則洪i妄ご■1:

才∴よび如秒4ノノバイトゲ‾)むこ′i_壬辿はを

†いノ磁;tテーーブ巷さFこ一丁工なピー小･+､ノJ=ら1

･′ノチータ処Jこ‡lLに姑J也ち･コンハクトで

綿i乃｢lてJろ.･折糊ブ己〝)ファイル紫ii一--二な⊥､ノ

ぴに1スヒンドルヂ1たり2,920‾けバイ

l,J‡上人2位3,300ノノ‾′ヾイ トグ).妄山エ?羊

,1二をけ′ノー+■+墟人?ざら呈:グ‾)ディスク射刺

尊王;i一'りJよぴプリ‡秒24ノノ▼バイトの転.i近地

J空をヰ■‾､トノ1117i油磁1tテーーフ斗さけ■】二をイj‾L､

HIrrAC 8250ジ‾)能プJを卜分に碓抑さ

せる山什他プ〕■7アイ′しせ去L言モーこち･ヒ､を始

めとlノノこ1J:た1L:了な人-1!りJせヒi言書t,＼フー7)イ

′し斗さi;-'】二か川心二されており,諜三拝:二心

じたJ一之旭なシステムか肌戊できるしっ

き⊥■ノに,+こ･る5ノJ:ニヲ己-ノミLた朴【′ネで

紬･めて･ゾルーザ)L線を利川Lたすフ

ライ ンノ)r一.】トきOC Rを糸‖Lろイナわせ

るニ ヒによ り糾しいアフリケーショ

ン いけf氾になノノた._.

(5)′＼-一ドゥエアグり=】i桁去J'一にIC(二態

88

屯耳

患

手榊-ほ終),MSト小触1こシ'ミリ三村ルー1路1を

†か口い勺r■fl三処J二l蛸巨プJ-や†.浦川ミグ川旨維

的ち･lr】jト音;上びコンリーー′し･ナイ ス

プレイグ)j‾右川に土る才な汁′什lミグ‾)人帖ち･

山卜,そ〆り也コントロー･′レ･メモ+j

の[11刺‥トニノこJ11L性能･.丁-†1ナノりヰリ三行

轄帥臣･′＼-ド｢7エ1' エラーゾ‾).言J紬

を寸‾去るログ7ウト代能･..‾与川喜作r7ログ

ラムによる1′け小…‾州庁†湾了把を才右1i∴イ∴

柵小′ト†1こ′､1‥什･拙｢トト√Ⅰ三をノこりり,う:二l｢り_卜

させ人什二綿毛とい+似ち1キ但か+∴われて

いる

日立水道加圧装置

"PUS-207形”発売

1トンニ･■′聖一せ什巾｢三､水心7jこ.=ニノ〕少Jい一帖

一束J止て水†1二を伯卜く･r∴‾二水キ仙川′う1るた

〆)ノJ′ナン ■7 ±Lけ水/‾ざ一1ん 一帖化IJた+く

,伊£′､

壷_義三

○〉臭.:
韓､

図4 日立水i亘加圧装置PUS-207

1凸JJ‖H‾三装i;1三いPUS-207彬'■を8jJlO【l

かご〕ヲ己ノこLたこ､

′卜f占グ)れナノ化やで㌻雌化がi主E_1されて,

水枕ト イ レ,ガス拐滞諾きなど水を仙川

する恍汁三吉の一汁/女か進み,ノヰニi高水件の1｢り

上にイ■1三ってfTこ々水のイむ川昌主が梓川l‾1Lて

いる一､火‾1J川l;水j凸J｡ユグ)朋べによると,

邦1＼三ひとり1しJ三!1たりの姑ノヾ他用水昌=;二

く土lI｢川140f下が471/であった･グ)に比へこ46

rl二では586Jと25%j土王くまでJ■Ⅰご･川11している.__.

ヒニろが/㌻lJジ〕水j立水i城･j川fのプ恕化

に′より,臼+冬グ)i出水才しプj(7〕Lみで乙･く午

前をHりわず,芥ノ末社でいっせし､に水ノを

仙う糾少などは､水グ)=が悲くち･り`去こ

小プ)能ヰiが帆‾卜する､あるいはガスf坊

沸一汁ご‡ち･どの水Jtを紫する慌汁こさ亡土帖川が

かかり･札ヰ与が恐くなり,j‾抜/ナによって

はヰ鴇汁三吉が仕えち･いJ也城も吋■ノ州Lてきた.-ノ

ニのようら･l叶では従水,′三水そうを

J貨けホンフを仕ってJJ=H三するいわ已レる

｢ホ■ンプア･ソフ+を必要としていたか,

抑汁J,けや軋乍ミニかめんどうで域巾を収【)

十ぎる,ご､ん乙･ヒ'の言i一上人するおそれか

あるち･ビク)r～‡j三軋･1】二があった.｢

/｢州,党ノこする水道ノJ口圧装芹弓は,ホ

ンプと粥二水そうが-･体化きれているた

め,二れJ〕の閑適ノ∴】二を-▲ノドに子昨it】Jし,

ノJくノ1三‾イこ妃による■弊ニー王子を-‾一帖に糾うこと

かでさる.=.

おもな特長

(1) ホンフ､と拭:水そう を-▲休化Lた抑:

什けにJ湯†叶をと⊥-〕なし､コンハク ト音!上

.汁であるし
圭た,水j白描統1t,ILl二=

l】,溢水=いJすい)11が1仙l巾にま

とまっているため州付け,批千てこに仙

川てある､=.

(2)ヰこせとこ;一てを.没こ左‾ナれば,盲1⊥占さ3mか

⊥､〕12mまで24～19.5J/min の水芸か

′女心して仕えるため,水J上不足によ

る水の山が細いとか,2桁グ)水が川

ない,オ､ス音韻滞貨注が作土地せず仕えな

いといった弊二i-i‡か子畔消される｡

押L上げ高さ (nl) 12

l

9 6 3

給 水 量(/･■l†1111)

l

い9･5
l

21;22.5 Z4

(3)爪:水そうの谷ム主f土200Jで,仙J‾t川一

に乙水道かごJ水がはし､ってくるか⊥､ノ,

拙糸1tして200ル1_卜仙うことができる

断水‡けでもそれまで貯水してあった

水か仕える｡

(4)爪:水そうに水かなくなるとl-′けぃlてJ

にホンフ‾を什.める断水リ レーか付い
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てし､るゾ)で､か⊥-ノユ屯虹に.よるホン】フ

･ゾ川乙†払か仙l卜される.､さJ)にけj二水三■i二

か200/に辻′｢ると水j凸を】卜めるホ∴一

′レクリフが付いている.

(5)ボデ1′はじ｡ようぶな｢ナ収仙J行李望て,

つ｢糾利他一i立と左･っているかJ〕ご.ろ､やほ

エリかはい⊥1ず,きわ♂)て枇′=りで

あるJ､

おもな仕様

200W】_′l11ノ立J･〔ナノ鞋〃二いホノンフを仕りjLて

おり,忙f即`i‥水_rli二は200/,抑卜げil■ごiさ

は12m(給水韻19.5J/min),外庁ラ･+▲法

ご_士■+-iさ1,057rnmXl王丁【二律698m皿である.,

1川度広角ブラックマトリックス

日立カラーテレビ20形

2機種を発売

!ト■′二;♭望什巾では,さきに糊了己した110

壮Jユこ/り■7うソクマトり,ソクてカラーーーフ､

ラr17ン符(キトマトロン110蛇)を寸右=

Lた20什壬コンノ＼クト コシ ソー･′しタイプ

t-CT-782■■ といJじく20什壬′三三耳仁コンソ=

ルタイブーーCT--747■■々8ノJl【!か⊥､J発

ノ占Lたノ

Lトンニでは,けい)L休卜･ソトを指)とす

るドミミに仙川する糾うrニレンズ叫叫川的ろ.･

此1■主により､けいソいづこ卜･ソトグ､)仁′二こど亡を

.一にJ'-ピーームと_1Ⅰ二確に-･圭丈きせることで

†こ了+jリfてl;♂)色▼･i上れを1こ1モに†杵柄Lた前約

はJ)カラー∴7'うウパーてこを小才ト1JJに川+

ヲ己Lた二､

カラーブラウン符グ‾)110性臼二角化に

†1∴=三郎当はいろいろあったが,なかで

も上弦い恥∴しとされるものは,しIIliれ悶jリ

糀における色ずれ(ランチイ ンク､､エラ

ー)の問}坦であった.､

色ずれのりi仙!は,ノト九 州】Flr_卜で‾+!

二帥臼であるべきノiにJ′一ヒ■-ムトjすが､

110性グ)ように帖l叶.に力が人きくなる

±,3ヰニグ)1‾にJ′･ビームをり三小させるコ

ンパーゼンス磁淋の呈iキュ竿三三を′乏けてくず

れてしまう ことであったヾ-.碓氷､二れ

を解り上するには,仙川りヨークの収1ご主,

;にイー托軋ケりの桝′先などがなされてし､た.二.

二れに対L｢ト工では,糾_了Eレンズの

故山によってこれ↓､Jこ7〕関越を一一挙に桝

り亡Lた｢,

けい光休トソト〝〕円上i_F三は,けい光休

を結ソL稗‾和する工手1.しで仙川する糾11トレ

ンズ､の什椛に._よってゞたまるこ､従来の袖j‾l‾エ

レンでは,
一+帖には去何が過デ続した工作

殊1‖川iであり,ニグ川臼巾fは光の軌跡と

lにJ'一ビームの･仇王祢とをできるだけ†㌣わ

せるように.さユー汁されているが､去仰が

咄机l｢i卜∴与-るた♂)仁ずれ･プ〕的l卜に｢土】1ミ

リトか｡ゴJ)り,二こ′)た･ダ)内山ゾ､〉-イ;=王;に納什二

しきれち一しいケ泣付エラーーがL手)一〕た二､

､-キ トノトロン110=と‥ では,納+トニレ

ンてを放打こ′)J;二iこぅ汁二て′ナ1刊･∴それぞれ

ノ)川ニ1ナ｢土■■lにJ′-一汁汀恍に上って朴il耗に.汁

汁‾きれ′二J也ニー1た･伽糾/｢Jを仰-iえてJjり,

帥‾1Ⅰ二レンて〔′)ノミ伽は不袖黄ノ,`己.とシュl一〕てし､

る-ノ ニ亡7)7二の′】にJ′一ビーム〇7)軌跡.と-う≡丈

L′ニト■′+■一三にけい)■L休トトを軋‾i;1:でさ

る 上 ノト.▼/=⊥つ.､,､ィコ_､
/一 斗･ /一l

→

おもな特長

(1) くノ〕き

卜 ‥､ソ 7

fノ亡メこ･ノ)

J`坊川トニ'ご土

わルる

か, いキ

り と+事)‾き､ぺJか仁･ブラックマ

ノノ▲⊥-じ(キトマトロン110性〕

110壮丁ラウン†;てこは叩るい

コ ント ラ 乙

し∴ける･

トマト ロン

トノ川+小二∴1ニミ柑をし

トか/ノかず,い

人∴小二かあった

ごまけしい叱休卜

きつ･ダ)フ㌧ブラ､ソ

二､三謹言

書写撃山′ ∴∧′益鼠;三遷
l+..___

‾‾‾‾〉も､ンニ∫ご闇

′く■んm〉抽:■-mレ:こ｢■｢円

妻､ミ+ ∴Ⅵ≡塁翳

∃

憲``■藩
嘗 ンご淘…ミ蔓

?細機転

革

回5 日立カラーテレビキトマトロン=0度

20形豪華コンソールタイプ■■cT-747

抗弁紗¢鴬

図6 日立カラーテレビキドマトロンI10度

20形コンパクトコンソールタイプCT-782

クマト り･･′クスノノノ〔であるか⊥､j｢し

⊥､ノけず+さ⊥▲〕に色のにじふがなく,

く一-ノきり とLたあぎやかち､沖i榊を架

Lむこ とができる′_.

(2) さ･めノ棉=1かい也のリJ≠=l+ミジ‾丁)よいl州毀

110性Jユご何で挺子+二が1三･､キくなってい

るため,ノlしこ十の一日三束比がiミ'占まりくっ

きり とLたフォーカスのよいtl‾叫象が

子さfJ〕れる(⊃また,110はJユニ/り化に.より

1く作りき行は13cm滞くろ.1リ,.没iir】三+卦輯

を ヒ1､jちlいコン ソーールタ イブとちlっ

丁いる._,

(3)llし得で細めてのICアクティブ･

コンパーーゼンスri小暗托=

従水のコイルによるコンパーゼン

スIl11路を1C化Lた｡二のためイ放妙な

朋ヤたが可能となり,新f享Hヲ己･ク')プラ｢7

ン付しキトマトロン110性トヒの川床

効恥で,110性メェ二杓化にありかちな仁

ず々Lを耶汁iLた｡

(4).ラー】ii幕政FETチューー十をナ末川

悠比のすぐれたrミ丁石綿FE T(fliel(1

Effect Transistor=ノ■に■梓ノ拙一耳さトラ

ンシナスタ〕･チューー十をj■末jlJLている

ため,妨二.jミニノ【に盲伎による仲條グ､Jち⊥-_)つ

きや,ノイズかド+ミー+こ･され,また土㍊′■に

界,椰睨聴地一大ニち･どでも1に沌ク)臓リリ

にはf与さj條なく,きわ･めてノ左1LIJた)三

Lい｢叶條をノ恕`-たに巾J兆する.=.

(5)Hi-ICいl捕を才末川

カラー,テレ ビグ)キーーホ■イ ントをに

ぎる川路設.汁を人l仙二IC化Lたム之l+■i

純のHi-ICい】路をす采別Lている(1C

XlO).､.コンヒ■_1一夕をfiI川Lて【事しl

か⊥-〕ICを亡夫川化Lてきた毒草版をl一っナ

にニトかLて､

を1こ戊Lた

帖にホkり,

く なった_,

-#三千L'汁ごとグ)■:-い-■甘作能IC

､二jLによ
りr;1;117丁;紋は人

枇件の心脱いまとんと◆な

川路-‾さヱ.汁ク)でナ即化を氾求

L,110壮仙l｢りでありなか⊥､Jil-【i粥ノ.一にノJ

も135Wと維盲朽.設.汁ヒなってし､る(90

J空f砧Irりでは120W=トl+_■(二20彬とグ)+七

蛇).｡

(6)UH Fにもディ テント･プリセッ

ト･十ユ【十を寸末什=Crr-747のLろ､)

UHFにもVHF･とr･仙〕三越りできる

テでテント･フリセリトノブ∫〔チエl-｢

十を拭けゴした｡似維だったUHF放一;去

グ)逃ノー.一石が的中に

価 格

[J+工カラーテレビ

ンソ【ルタイブCT

l-h｢仁カラー一子レビ

ルタイフ CT-747

圭た碓尖になっ/∴

20形コンパクトコ

782 159,8001リ

20形態幣コンリーーー

175,00釧IJ

89
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オーノレIC

マトリックス4チャンネル

カーステレオを発売

超コンパクトで■∴州三了氾なマト ■トノク

ス4チャンネルカーステレオ ー■CS-

1440IC''をよる7ノ110日か⊥'ノ発ノ己し

た.､.

二れは,すr/し

J‾こ≧で,Lかもマト

ノレリノ旅スイ･ソチ,

ウ1'三糾グ)モー【トスイ

IC化によ り小形軽

リ ック ス4一千ャンネ

カ【ステレオでは拉l

リチ,佼‖りでもテ〉-

ブグーそう人l_1がはっき りわかるルミナ

スドア(光るドア)など,多くの新恍桃

を托り人れた■ミュ古根か-ステレオである｡

㌧感 戦

囁室叛′ン;
亨雪

図7 カーステレオ`■cs-1440‡C”

おもな特長

(1)従水よりある2チャンネ′しテープ

を他用Lて-r-i二の付イ=を1心川L.柁竿t:三

拝やk繁打をノi一に1川てコに耽り.111し4チ

ャンネル化Lたマト り･ソクス4十ヤ

編集後記

昭仰47年2F柑･菜逆転にはし一つた`副引消発株土(会社t早明浦発ノ心叶

納め44,000kW糾流水巾は,落差変動茹帥日が人きいものの興形であり,

講若か洪水時の1001nかごJ脚氏洛割寺の32mまで変化する｡

｢店詰変勅･の人きい糾流水卓計画上の問臥.て･二+では,本水車を参考上

Lて斜流水卓の孫差変軌範凹の過1己 水中起動時の拭軌 ランナサー

ボをボスに内偵させたときJ)問鼠 ランナギ1∵プ,負荷Lヾノ断など

に一-ルて詳糊Lている.′ 今後の料流71く中抹r‾日計挿iの一肋と乙･れば幸い

であるLl

J′′′‾1

･上一斗

鵠紺二はf誹克汚りさの-ノ→とLて丸山妊にメっかにアローーズてソ7‾されてき

た｡また単に上娃吉レベ′しとい)物矧'小旨標7)ほかに11】【i絨札 心岬的

言;キラ習を考億⊥なければなJ〕左･いたれますます性推と乙､り,純一ノミ叫吋

?椎なものときノLている_.

｢糾符柁.湖東剖山二装こi三■王マフ､､ネスキ･ソト でご土､L+､上告川ミ巾か鋭

二占二肝先を!阜きね,｢牛.権能ノJをf･茶とさず,馬場改善か行ち‾える騒～子1ニ仙卜

絡器+としてl那己Lた--マフ'ネ1キ･ソト‾ について,ヰ＼矧2けノ悔能と

1‾二1七乙･どを､り三判を交えち､がノノキ丁り｢Lている･_･

肘舟レr)研究･托術前▼にぜひ二 一流を才iすすダ)したい

(し二+J

【]本一一に†--i一,一に.講ごこ杜過イ【言j‾立脚汗光軸でl那己された.言論則しl】路‥NTL'■は,

硯/i三賀川きれてし､る.諭JI削順‖Fラノ〔のいずれに比-､ノベて=乙針Jしな‾し･

ii■ご+;蛇･.揃げ帥』路であり,そのうこ消懲′i一にナけきわめて小さし-という1‾･仁

徴をも∵Jているこ.二叫､ら一徹を′卜かLてilノ了i性の一別L?化を阿ることができ

日 立 評 論 第54巻 第9号

】l.′川147J卜9Jj20f川川川L】r=†+47f卜9J+251†了己什りり二Hl川25Hヲ己行1

く禁無断転載二_､‥> 1去価1糀200】り り七井卜36什†

T

ンネルシステムで,iもi‡本公j湯にし､る

ような.iリブJある_､'/二体J11二を淡Lめ･る‥

(2)マトリ､ソクス4チャンネルでl川く

ド祭(4仰の1ヒーーーカ),l三毛ー+く人♂‾)仙二iこ′一三

に⊂ヒリフロント側スヒーカ,りヤー

側スヒーーーカか↓:)=る～`1二呈‾li二を!′川1にリノ

り作えできる(モードフ､イ･ソナし1

(3)中グ)へ‥ノトうイトの端√一に円山三仁王L,

へIイドライトをノ∴りJ▲するとカーーー1テ

レす｢勺に装仙Lてあるラシブい∴川

L,カMステレオテーープドアよりグ

リーンの氾が=るもので(ルミナス

ドア),上1F7いところでもテーーーブグ‾)そう

人L】かはっ き りわかる｡

れば,/｢縁のコンヒュ一夕の設.汁概念を大き〈恋えることもイこ可能で

はない

｢NTL･LSIで仰戊Lた小形コンビュr夕の試作+は,ミニコンビュ

ー一夕HImClOを,NTL･LSlをもって軌設計した実験機を試作し,

LSIのこ∫し作とその酬乍試験を研究し,その結果をまとめたものである｡

ヰこ号♂〕杵架は,｢人谷

◎

1くタービンの勅Ifqと計画上の諸問題+｢島松

瞑十力発一訓千465MW憤ナナJダーービンの柑凱など6舶をもって｢大

谷呈蒸こモクービバ手袋+とLた｡

H立脚帥て･においてむ,1り之約分野ではこれまで良持=二わたり御仁

プ川三億仰′札.式作試験を枇ふ重さねてきたが,本号にその脚1摘果の

端‡を諌ご王什LたむJりである｡

ゎが川ジーりく-わ･唱H′･力発ノ丘においては､すでに蝉慌′ぎ手長二1,000MW

タ､るい二三そjLをl州る超ノヾ彬恍J仙f代に突入しており､王さに吋rLl二を

子ミレ二.f岳て††と号J三ヒ∴土よ一)

㌧､=

注軸を締る･′束 子子J‥いこは,如(ノ.にプノ抹Jじ三さ肘;丁場榊潮‡手技竹】ノ､J

l:川‾氏より,火ナJ発心‡外fに仙生Lた月=大なJ)びに将来のり皇望をl舶▲

れた｢二れかJ,ク‾りく力党′記+と超するi三帖をちょうだいすることがで

-ゝ
十､

▲
′
､

ニ鮒‖小にLかかメー)Jノず,′小誌汀)た州二†い二帖をJlt･二されたご的ユに

りし､心力▲∴いJト∴ナJネいl=J′言;〕けるニケこ汀■iてふる-

糾り三肘ク己子+二/､

て巨 子J‾■lり了

り
.＼

--け

′
/
′

川 小 米

1l;.′.ill,喜‾后㌻ 什

火Lj川;｢化け!1メニ丸J)内 一J▲l‾15番1リー郵付添～プ▲100

∫に,講rO3)270-2111リ(代)

｢1二､`仁仲川休J七三†什

株Jに三川二

〔ニニ:てヲジ∴ニミご芸∴-Ⅰご'三二:】;tて7乍ご:…ここご-ごal'anし
†+∴書1'-1】1卿∫†i抹J-＼二‡什【1■.1詫一;1垂†J什 痕f三川｢川･りこlく二肘′､iろ8+ltlO蘇5り■
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