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239形日立ディジタル

分光光度計を発売

日立製作所では239形日立ディジタル

分光光度計をこのほど発売した｡

本器は膿度直読のディジタル表示,

自動化試料系,自動ゼロ合わせの倖陥巨

をもつディジタル分光光度計である｡

239形はフローセル形と角セル形の

2形式があり,いずれも従来の139形

分光･光度形の付属装置を使えるため利

用範囲はきわめて広い｡また,似いや

すき,省力化を追求した装置のため臨

J末検禿,品質管理,JIS分析,公害分

析,一般研究など研究三三,三夫験宕,臨

1末検束三三など広範阿の分野で効栄的に

活用できる分析器である｡

おもな特長

(1)測光値がディジタル去ホされ濃比

直;涜である｡測光値は4けたのディ

ジタル表示のため読み取りが容易に

なり,個人差,読坪くり誤差のないj上

確なデータが得られる｡

(2)試料系の自動操作が‾吋能である｡

自動フローセルを備えているため

に,ボタンひと押しで試料が自動的

に排出,洗浄,l吸入されて測定できる｡

(3)自動ゼロ合わせが可能である｡

従来の分光光度計は｢‾ゼロアナわせ

つまみ+でt投光度ゼロを調整しなけ

ればならなかったが,239形はセルに

対照液を入れ､自動ゼロ合わせのボ

タンを才甲すと自動的にr吸光J空のゼロ

fナわせができる｡

(4)高濃度試料が精度よく測定できる｡

ロ及光度の 0.1フルスケールおよび

透過率の10倍拡人が可能のため,希

釈溶液でも高濃度試料でも精†空よく

側石三できる｡検量根または活性曲線

が曲線を描く試料でも,検量線曲り

補正器を接続すれば直線に補正でき

る｡Lたかってi則:右範岡が拡張できる｡

照一熊 ♂

大形搬送用日立マニプレータ(フ

ィンガー付自動ホイスト)を完成

さきに150kg,700kg形大形柵鮎去用マ

ニプレータ(フィ ンガー付自動ホイス

ト)を完成L好評を得ているが,うーr司

さらに300kg,1,500kg形を開発L,大

形搬j封召マニプレーター辿のシリーズ

化が完成LたLつ

1.ビレット自動搬送装置

(HTS-1500形)

†存解析から成形ヰ幾を迫って切断され,

コンペヤ+二をi太れてきた500～700dcの

試fJ.左ビレ､ソト(120角×良き1,600mm香

呂120kg/本)を運搬≠;ヰしLに柿み__Lげ

るとき,従来人手によってホイストを

操作Lていたが,製品が高法1のためな

険であり作業作が恐く,また製品を冷

去口するためにコンベヤを良くする必要

があり,多大のスペースを賛していた｡

本装置は__トニ記製品を10本間時につか

み上げ,運搬台車_トニに90度ずつ旋【dさ

せて,カニい遠いに柿み上げる(最高13

ト仁ち先王悠l∋
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図2 大形壬般送用日立マニプレータのビ

レット自動壬般送装置(HTS-1500形)

図1 239形日立ディジタル分光光度計(フローセル形)

段)作動を自動的に行なうもので,耐熱

惟を十分考慮した自動搬送装置であるt,

2.コイル自動供給,:取出し装置

(HTS-300形)

空り¶ルを2台のコイル巻Ⅰ即幾へ供

給し,さらに巻終わりのり-ル(径500mm

X良さ1,400mm重量120kg/本)をそれ

ぞれ巻取機から二取り出し,所定の位置

に収納する作業で,従来はモートルブロ

ックを位相して作業者が行なっていた｡

ニれを1台の人形搬送用マニ7r′レu一

夕(フィ ンガー付自動ホイスト)によ

って自動的に供給,取り出しを行なう

装置である｡

轍♂
くゾ鴨

払甑

図3 大形搬送用日立マニブレークのコ

イル自動供給,取出し装置(HTS-300形二

おもな特長

(1)パンタグラフ式振れ止め機構を･採

用しているので荷振れがなく,装置

全体がコンパクトで場所をとらず,

メンテナンスが容易である｡

(2)システム製品の一一一部品として昇降

駆動部には日二立のホイストおよぴモ

【トルブロックをj采用し,走行,旋

回,フィ ンガー開閉馬lヰ動部には】司じ

く 日立のギヤモートルを採用してお

り,新たな応用分野として付加価値

が高い｡

(3)チェーン軌道を走行するためすべ

りがなく,停止精度が高い｡

(4)耐熱性を考慮しフィンガー部分に

は耐熱鋼や断熱材を使用し,また配

線関係も石綿,ガラステ【プ,プリ

カナュブなどで保i攫した(ビレット

自動搬送装置)｡
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ブラジル連邦鉄道納め

電気機関車完成

上_す立な幻1ミ巾ではブラジル辿仁l;紙j亡綿Jリ

めのラック∫じ直流 3,000V′.に1派別判中

8巾を浣三成,二･プ〕ほど仙l心性で月jr‾州亡ふ

し+見J也へ碓i萱Lた.丁

この慌朋中はサント スi往か⊥-〕サンパ

ウロ川(48km)を走行するか,迩小､】そ

ユ■壬JlOO/1,000 ヒいう急二う配を 500t

荷前の列_巾を時速25kmでけん引するた

〆)エ川上に強ブJなラ･ソクJ〔かj‾末J千丁されて

いるこ- ヰこ桔引‾込ド仁は油紙;亡桁汁けプ2,500

kWというラ･･′ク式とlノては一札界拉人の

もご7〕である｡

また柿,牧巾の安全を〕胡すためC7｢)∴屯

系プレMキ,様作ミスや拍柿に備えた

王_二1土仙仲止方J一(な-ど逆行の安全作には-1

分ち･巧‾舷が七､われている(｡乎一.;;け)トリ

進一b三においても荷屯逃択ん,〕テ〔や!ニーげセノ

ソナ避爪な･どのj‾副†一により逆転拭什か

純一阜i-tなように,言貨i汁されてしゝる.｡

ブラジル埴刊糊三通では一呪‾伯三ニプ〕【ズニ川

をローブつり上げノブ式で進行Lているかニ

イこ恍Ⅰ枇l上の中人により申糾去‾ノバまほほ-10

†∴二にア,ソフされるものと幼けしている

なお【=l立製作i咋ではサントス1巷湾局

に対してディーゼル機｢即巨5両を昭和

42年に輸出Lているが,連邦鉄道納め

は今回がはじめてである｡今担+グ〕′受注

総碩は10低｢T]である｡

おもな仕様

慌11さいトノJ‾J･〔

軸 1巧+ ;言√｢

′;也枇)と桁ハブ+
恍側中巾圭i壬

1l-∠17J辿 ノ!三

9S

【r】二流3,000Vラ､ソク机

バー′川川JJ〔

B-B(ラ､ソクF帥を1川バミとニー

2,500kW

lO6t

平士【=1(たん)部 40km/h

lOO/′1,000卜り25km/h

lOO′/′1,000トリ22kmノ′′h

世界最高速540m/min超高速

エレベータ群を新宿･住友ビル

(地上200m,52階建)から受注

メ)がい三1の超rl'7iri■･卜ごルは1一喜一妄か【モー〔=ご′し

(36附)､l叶F林乍て′玖センタービ′し(40肺),

石=二ブラザホテル(47桝)ヒJj･こノ～に六■石き

亡二7)i‾言出1丘を‾をな新してきたが,′卜州きJニ〕に

これ⊥一っ′よ=Jlしり虹_卜 200m,52桝世の

什友ビルか所行iじ埋設きれ,11汁糾49-こ｢

存に二心J仁F一丸i下 一ご′り超銘柄ビルか賀一呪
する.′J

ニプ､ト新しい払ミ■7jJFIJ;ビ′し:二.さ辻昌子王きれるi

エLノヾ-一夕は,J牡rL ‾如iキーを.ミキる方】二

卜‾7■‾■ラサ∴トテルノ〕360mノ′′′minをはるか

に 卜圭わる540mノmjn 二′Jrl｡∫i_iむとする二

±かざJ亡1亡L,`∴J油ユしノ′/∴-一夕･二7り左仙て･

他什をり-一卜してし1るしl､二･′二戸糾′卜J叶か`1り

f戸手=トニー7‾)r】1i咄エレべ---クf｢rノ)人‾■l′二を.一三一之∫言【

脚三十るニヒに7;､り,テニ∴■了‥ま±湖On-ノ/
lれin エしノく一夕ち･ナご｢総.汁30fiン｢､)エレべ

-一夕.エスカレーダ:ハノユ=iがiノと1Lし7∴

′州‥′三拝rノた′#川エレベータ訂=二∴土,

さ.き亡二=り=プ己!ノたCIP′･′ノーC･1てl∫け州､】′工で押iと

ノJ‾八
■

引末=jするニハて∴:出仕,言J討と

と■い二王さに‾牡界il立話■7i榊のエレベータ

となる二.

540m/′min という辿りとはアメリ カで

u ン ヨ/′′･′､､ン コ･ソ ウセン タービ/して､

l】7川145年末に逆転開始して日もi‾曳い1址

-ノ仁il一之i+-jシ7‾バ虫性であり,ケ=二千行不【一‡200m

の新イ;･i･tL‾友ビルをわずか30秒て舛る

二上がで至る｡

圭フ㌧,い-j咄′･ヒイナrす.1ニケ〔柿踊F勺こ7‾ノでモ1tの

さ肘二よる東か二∴′川1三刺･悌｢⊥-;二をなくす

ため風JJ什二た懐など新しい研究._i辻仰を轄巨

他L‾てH_lンニ触】√卜デーJ;ノ川三,仙市イニー■】■よ追キト1巨+

充L.,)払∴与漣を悠じさせないほど卜Ji肯,

櫛膚な.杜松か‖J▲能とち､ってし･▲る⊂.さ⊥､フ

に‾7ブーーグりi･態に仙えた行抑グ)-`左1モ楽市

J/畔ヤ

箋

二ふ_室星ゴ貞盛惑
回4 ブラジル連邦鉄道納めラック式直)売3､000V電気機関車

など,多くク〕新手土術を結集Lたもので

叩二鞍J卜之砧純のエレベータとLてふきわ

lノい性能を発印することが期待されて

いる!､

ち･お,超砧Jさ弓ビ′しの-与 1∴車用とし

て†ぅり写己を進めていたステップアーソプェ

レベー1夕もあわせ納入する.っ スチッフ

7､ソナエレベータとはビル櫨築のj塵捗

に′ナわせて順二人エレベータの昇降行程

をノ延上主L,1建築作業弟の昇降および中

′ト機1こオの述搬に利m L,建築工事の効

ヰこ汀り卜を1千丈lるものである｡,

(拝)CIP/IC(Computerized Tra･

fficInformation Processing System

lVithIC)とはホール持ち寄の待ち時

川を土工J一一かつ如縮するととい二､サー

ビて･エレべ【タを1-rLj恥二束示するな

ど､エレベータ･サ【ビスを質,立とも

に稚柁汀lて+に巾J_卜させるために開発され

アニマン･マシン･システムである｡特

にホール‖乎ひ'を千丈持するとすぐにサー

ビス･エレベ【クを表示Lて待ち客を

,舟夕壬することはLり二村でも初めての試み
でL車)るL二

おもな′三拝l勺刑

廉川エレベー一夕

420m/min 4TL∴

210m/min 4T乙言L

:540m/min 4台,

240m/min 4≠r,

入荷川エレベーータ

り卜.甘梢エレベータ):180m/min 3子音｡

才山江エレベーータ:30m/min 2台.60

m′/min 3て1こ- ダムウエ【タ:30m/

min 2チ｢L〕エスカ

4T′丁._,ナナ汚｢30千言｡

森崎
ぜも〝が

べ.■学良

■ぷl鼓t■

l●■事l事

■■l●事I

■ll事■l

■ll●■暮

♪I■lll

lIIlll

レ【タ:30m/min

■llli1-I111111■

llIl暮Illll暮=Il

伽
聖二こ○､⊥J.〈W

一__j声潜お

重税題
主､撃繁≡無誉襲撃

脚P--

図5 東京新宿･住友ビル完成予想図
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昭和48年度日立空気調和横

川弓幾程を発売

日立製作所では､昭和48年度空気荊

和機の第一一陣とLてパッケージ形エア

‾コンディショナー6機椎,クーりン

ブタワー12機種を発売した｡

今回発売するパlソケージ形エアーコ

ンディショナーは,3.7kW(RP-511,

511L),5.5kW(RP-761,761L),

7･5kW(RP-1011,1011L)の6機抑

で,特に色調と一丸蛸il‥を長一に,保守

の存易さを加味した設計となっているこ.

またクーリングタワーはごノ言掴1トン数

2t から80tまでの12機稚で,屋外埋

物にマッチした色調と従来形.より一+三笠

と小形､松宗化されている｡

おもな特長

〔パッケージ形エアーコンディショナー(‾図6)〕

(1)外装は､jE面はうすいrl､側面は

うすい灰色で仕Lげ,軸側面はアル

ミサ‥ノシュで引き締めた,全体に=柔

らかいムートで,レストランや喫茶

店l‾〔小ナなどに最適である｡

(2)新設計の多_巽送風機叫･采札 空気

吸込口や吹出r】､送風機開花割慌の

改良などにより振動や騒汗の発生が

大幅に低下Lた(3.75kW 50phon,

5･5kW55phon,7.5kW 58phon)｢ニノ

(3)これまでの保掘装掛二加えて,過

負荷保花 起動‾イこ良化こ誠に水拭りレ

【を採ノ机 安全′性グ)向⊥二が｢､メ王られて

いる〔つ

〔クーリングタワw(図7)〕

(1)外装は芙Lいつやを持つパーーー′しグ

レーで,どのような鯉牛勿にもマッチ

L,また変色することが少なし､ので

再獲一其の期一言_りが人幅に伸びる｡J

(2)2～15冷却トン機柿には水吉二消一汗

装苗:を設け,騒音低下が何られているt〕

(3)ポンプに介わせた耽管サイズにな

つているので､クーーリ ングタワーーと

ポンプ間の配管にサイズの変更の必

要がないうえ､配管は前面集中式プて)

ため配管作業が十綜妨で,工乍♂)大幅

打力化が可能である｡.

おもな仕様

〔パッケージ形エアーコンティショナ【〕

形 式 RP-511

外形寸法 幅1,000×奥行510×古Jjき

1,870(mⅡり

圧縮機用電動機 3.75kW

冷醇能力14,000/15,000kcal/h

形 式 RP-76

外形寸法 帖1,240二ぺ一郎一丁510>く試さ

L870(Ⅱl皿)

拝縮慌[γ.二E中綿鞋 5.5kll･7

こ言汁仁縫わ

形
ユセ

ケト彬寸法

21,000.′ノ22.′000kcaレh

Rl)-1011

帖1､470ノスし坪‡行 510′Xi:一石き

1､870(m血､)

圧縮機糊′■二に軌瑞 7.5kW

泊ら三了拒ノJ

〔クl-り

形 式

標一半′ト呈

f令+二州巨力

28,000.･/30､000kc.aレh

アタ｢7--∴j

九′Ⅰ′ト27～MT---807(12軽帥l†)

26一一一1､040g′√′ノ′1T】in

7,800へノ312.(IOOk仁aレ■h

司6 パッケージ形エアーコンディショ

ナー RP-511

○

晦

ふむ一山二ゝ
伊 南

▲､;≠黙
〆■ぷ

ぎ'､ ぜ

増

丸
感〝

【亘了 クーリングタワー MT-407

野

低入力日立電子レンジ

"MRK-400L形”を発売

日く｢･7二生望n三所では`荘J'･レンジ慌抑ク)充

実を[こ司るため,屯ブJ契約が10A,15A

の｢刑也.アパーーート向け仲間できる他人

二わ1庄子レンジとLて｢卜!ヒ′,一にJ′一レンジ

ー､MRK-400L形''(人プノ8.6A)をこのほ

ど発売した｡.

妓近､一屯J'一レンジはそ･グ)り三川ノ什がし

だいに認め⊥-〕れ,よりJユご帖川な榔古層

に一計ノ立Lつつある.コ

Lか｢ノなかJノ,従叶こ塑望.汀一亡.土人力が1.0

～1.2kllrと`｢にニt二ど妄‾こf呈二か大きし､ため,川

地,ア/＼≠--一卜など10A,15AとノLに1工手;

至言二の′J､さい一一J粒の家也では拙いたくて

むほえち･い場合があった.二.

今帆 発光したいMRK-400L形'◆ は

入力が8.6A川りJ400WJと帆?iさ1呈二左･

ので､前記･のようにノiEj'一レンンは仙い

たいが･一丘プJうぎ約かむすかLし･乙･ビ叫･i苅

見かあった川地や7/ヾ-一卜に什む 一般

ノ表毎向-きにも班別できる.二

おもな特長

(,1)入力ノ】‾に流は8.6Aで,呪/l三･プ‾=け城

で拉も入ノ‾Jが快い′.二にナしンンである

かごっ,11り虹1つバーート乙･ビ′.に1も‡さ一三■;

が′トきく,またアンペア契約グうL･ず

かLい一一般塙ミ艇でも仲川できる.､

(2)砧さ33.6cm,帖50cm,奥付34.8cm

とコンパクト設.汁になっている′_二め､

設iEこ場所をとらずf㌻川†＼ナ允しTT,テ

ーー7＼/し_1二などでむr軽に仙川できる.=.

(3)梯開きドアなので,2ドアf7㌻i如f了㌻

械J･1‾壬_卜などi一子二いけ募I叶にも1仙ナる_ゝ欠

品J)山L入れ､出水くLlあいを見るシ7)

にドアがじゃまになることがち･=.一日

利‾･∴ また推作耶1ナの位二i言ら二L帆い･JJ

で拙作がスムーズにイj二ち･える

(4)‾りIl熱IJ十川帖-し見衷かタイマー一丁▲▲川1の

‥■ネ′しに大小してあり,仙川一月ーに比

やすく他州である._

(丁5)ヒJ立札r‾]グ｢)似いやすいハントノしラ

､-ノ十倍帥】仁をす宗州!ノた.｡卜1-をし.めて

ノ′＼ンド/しを怖く押L‾卜げるだけでラ

,ノ子かかかり､卜てとヰこ休が畠こ荊する,二.

(即 メタルコンタクトシー′し,チョー

ク肌j立,ノr=に掛一別丈柑の糾∴巾′.に沌シ

ー･叫】■1】上j韮を抹H二JLてし､るので一.に披粘

れの心配がない｢

おもな仕様

入プJ:0.85kW(8.6A),高周波汁りJ:

400W,外汗き寸法:帖50.0×高さ33.6

シく奥行34.8cm,オーブン寸法:幅34,0

99
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×高さ22.0×奥行28.5cm,オーブン間

口寸法:幅29.0×高さ19.Ocm,重量:

25/24kg(50/60Hz),

:レッド,ホワイト

無翳無

ーr▼仙】

図8 日立電子レンジ

ポチ､ィーカラー

--■-r

MRK-400L

73年度形電気暖房器具を発売

日立製作所では73年度形電気暖房器

具として,電気毛布,やぐらこたつ,

電子パネルヒーター,電気ストーブ,

あんか,足温器,電気敷布類など合計

66機種を発売した｡

おもな特長

〔日立電子コントロール毛布(図9)〕

(1)全機種国際特許の電子コントロー

ル方式採用,コントローラーには電

子部品 ■(サイリスタ)･ヒーター線

には特許半導体(熱の見弓良り役=ナ

イロンサーミスタ)を採用｡日立の

最新技術を駆使したメカニズムで日

本,アメリカ,イギリス,フランス,

カナダで特許獲得済みである｡

(2)安全性が非常に高い と【タ一線

の熱の見張り役=ナイロンサーミス

タと電子コントローラーとのコンビ

ネーションで毛布全面を監視Lて常

に快適な子息度に調整し,過熱を未然

に防止するので非常に高い安全性を

備えている｡

(3)月妻ごこちの良さを追求した毛布

(a)特に肩口と足元のほうをポカポカ

暖める日立独自の縦配線方式のため

快適に就眠できる｡

(b)毛布内f温度を直接感知して子息度調

整するのでお好みの温度をぴたりと

保ち酌まで温度調節の必要がない自

動調節毛布である｡

(c)電子コントロール方式はコントロ

ーラーにバイメタルを使用していな

いので子息度調節時コントローラーか

ら発する騒音を追放した｡

(4)電子コントロール方式であるから

信頼度が高く長寿命である｡

〔日立電子パネルヒーター(図川)〕

(1)熱源に初めて半導体(PTC素子)

100

を使った電子パネルヒーターである｡

(2)日立独自の三重安全設計,熱源の

半導体自身が一定温度以上昇らない

ように?且度調整する｡そのうえー且度

調節器,電子充ヒューズが付いた三重

安全設計である｡倒れにくい設計と

なっているが万一倒れても部分的に

異常過熱を起こすことがなく,火災に

対する心配がない安全暖房器である｡

(3)ワット切換スイッチ十温度調節器

付きの節電設計 ワット切換スイ ッ

チ(900W/600W)と高中低の切扱え

が可能なf且度調節器付きで電気のロ

スがない節電設計となっている｡

(4)すぐれた速熱件 パネル表面がす

ばやく暖まる設計

(5)便利な軽量タイプ 製品重量は約

10kgと軽量で女性でも容易に持ち運

びが可能｡

(6)和室洋室ともにマ･ソナする家具調

デ+ゲイ ン

/｢

㌦㌦

㌦態

も〆

蔽プ

図9 日立電子コントロール毛布

YB-162S 120W

色 クリーム,ピンク,フルーの3色

大きさ 縦190×横135(cm)

毛布カバー付 7,400円(本体 6,250円)

図10 日立電子パネルヒーター

VM-1000E 900W(初期l.3kW)

大きさ 幅107×高さ71×奥行24(cm)

キャスター,タオルレール付 32,800円

(本体29,600円)

(7)熱i原は半導体であるから寿命は半

永久的である｡

(8)タオルレールキャスターー(移動用

車)の便利な応用部品付

白熱灯器具"ド･ルックス

シリーズ”3シリーズを発売

最近の住宅照明は居室と照明を調和

させたトータルシステムとしての照明

に移行してきており,特に白熱灯を中

心にした需要の急増は予想を上回るも

のがある(前年同期比30%の伸び)｡

最近の都市部の新築住宅では総灯数

のうち40%近いものが白熱灯で占めら

れており,シャンデリア,ブラケット,

フロアスタンドなどを中心とした-･-一室

多灯化が一段と進められてきた｡

他方,既設住宅では買い替えを契機

に白熱灯暑旨具を使用するケースもふえ

ており,多様化と高級化がますます需

要を刺激する形となっている｡

ニのような市況に対処すべく ◆`ド･

ルックスシリーズ■'3シリーズ19機種

を発売した｡これは高根化,多様化と

図tlド･ルックス36シリーズ

謝

図‡2 ド･ルックス37シリーズ
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ともに-一一一室多灯化を促すものとして市

場の要求にマッチしたものである｡

おもな特長

(1)ド･ルックス36シリーズ

か､ラス工芸品を思わせるはなやか

なシリーズでカット模様入りガラス

グローブ,ガラスアームの採用,本

体部分(シャンデリア,ブラケット

とも)は金色めっき仕上げである｡

(2)ド･ルックス37シリ】ズ

事大
t

義

匡‥3 ド･ルックス38シリーズ

本体はカット模様付きアルミ金色

めっき仕上げ,グローブは音L白ガラ

スにグリーンの布をはり付けた二重

セードの高寺及品である｡

(3)ド･ルックス38シリーズ

本体は37シリーズと同じ金色めっ

き仕上げの高級品であり,ガラスグ

ローブは装飾性に富む気品あるデザ

イン,金色模様がシリMズのポイン

トである｡

パワーブスの決定版

日立PCラミネートパワーブス

コンピュータで代表きれる電子機器

類は,大規模化と高速化の傾向にある｡

当然,パワーブスもこれらの要求を満

足するものでなければならない｡

日立PCラミネートパワーブスは,

プリント配線基板の電源供給用積層バ

スバーで,エッジコネクタから=桂根上

の個々のICへ良質の低特性インピーダ

ンス電源を供給する機能をもっている｡

導体には無酸素銅を使用し,導電惟や

はんだ付特性を向上させている｡そし

て絶縁体は内層と外層の二重橋造とな

っている｡内層絶縁体には0.05mmの高

誘電体フイルムを用いて,層間の保有

分布容量を大きくするよう考慮されて

いる｡外層絶縁体には0.15mmの白色ポ

リエステルフィルムを使い,電気的･

機寸戒自勺保護の向上と耐湿構造を図って

いる｡

日立PCラミネートパワーブスは,

低特性インピーダンスなので良質の電

i原ラインを構成し,電子機器の高速化

にも対処できる｡それに実装密度の向

上により高信根性の電i原ラインを構成

し,電子機器の大規模化にも十分こた

えられる｡

図14 日立PCラミネートパワーブス

編集後記

札l卜凱行交退局で建設した高速鉄道に抹梢した屯力総合管理システム

は,′こE鉄変′■註析の管理業務のほとんどを日動化したものとして注Hさ

れている｡｢1E鉄変電所の総合管理システム+は,二の詳細報告で,電

鉄路線の土主人化による変電所数の叩大に什い,電鉄変iE所は従来以_L

に′ナ押的な連首が強く要望きれているjぅりから,貴重な資料といえよ

‾〕､フ

◎

本号の特集は｢__L水道総fナ常用制御システム+｢‾F水道集中制御シス

テム+ろ.･ど5編ほもって｢上､‾卜水道システム特集+としてまとめた｡

日立雪望作所はすでに,_1二水道総介管用システムを横浜乱 費知県な

ヒナに.また下水道集■r】制御システムを大阪市へ納入Lており.さらに

本分野のシステム技術の研究･開発を推進させている｡

水資順の需要増大に伴し､,上･下水の量,質にわたりし､っそうのイ‾J▲

効利用を図るたれ 計算制御システム導入が必要とされてきたl乳 大

方のご参考になろう｡

◎

巻頭を締る一家一言欄には,東京都‾F水道局建設監 本郷文男氏よ

り,わが国の水質汚濁防+上対策と下水道設備の建設に関する硯北なら

びに将来の展望を説かれた｢水質公害と下水道+と題する上紙をちょ

うだいすることができた｡

ご繁用中にもかかわらず,本誌のために特に禍を卓されたご好意に

対し,心から埠くお礼申し_Lげる次第である｡
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