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中国電力株式会社

島根原子力発電所納め

原子炉圧力容器据付完了

中国一左プJ株J(全社島根原ナカ充ノFに㌢叶

納め原‾/一炉斥力谷器は,日立塑望n三メ叶に

おいてA S ME(American Society

of MechanicalEngineers) 規朽

SectionIII Nuclear Vesselsおよ

び通商産業省技術+占単に砥いて設計さ

れた｡

J京イ･炉庄プJ茶器の製作はパブコ､ソク

Ⅰ_l立株式会社で昭和45年2月に開始さ

れ,工場耐庄試験にで㌢楷L,細別計l功了

工程どおり現地に船桁みされた｡昭和

47年3月26｢_1,原子炉建物内に圧ブJ容

器のつり込みを行ない(図1参照),8

月16日､通商産某省および顧客立会の

もとに一次系現地耐圧試験にfナ桔した｡

J二l三力谷旨旨の製作開始より現地立会試験

までに要Lた期間は30個月である〕島

枇原子プJ発電所納めJセカ容器のおもな

特上主はこ火のとおりである｡

(1)シュラウドサポートをブラナット

､て琵:
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図l 原子炉建屋への圧力容器つり込み二状況

タ イプに! 一Ⅰこ1i心をLし三世7ノ‾jj也岩主に

も血･j‾えるようにした､-､

(2)ステンレス軋符につく ノ‾ス■ルエン

ドを帆fJこ滋J7〕ステンレス糾にLたこ

とj･∴亡びノニriプノ丁〆i諾圭内軸内墟iで強壮を

′乏けj‾-.トン呂■王;うナはインコネ/しの肉塊を

才射‾口Lたニヒなどl耐圧什に対して十

分;ま･札l古をL/∴｡

(3)仁プJ脊岩さト之･特スカーートにマンホー

ルを.i設け,かつスカー【ト応手たむ人き

く しノて逆転l‾i獅≠i綾でも,ド縄‾‾1こ`血グ)

一付しで云を行なえるようにした.-､
(4)‾丁土獅寸拉.試験後,‾rrノヾて叫糾妄郎

グ‾ニー超-‾.キ波探似.三J▲し妹をり三池し,.i'川l卜ま■

.一言†二鎚を作蚊†ノた亡こ.これは逆転i‾梓川子i繕

グ)杓杏結胡主の‾.沖他の枯木と乙-るもの

である._､

中国電力株式会社

島根原子力発電所納め

原子炉内部構造物 据付完了

原イ▲炉内吉帥l‡造物はJJj=′心り-tナJ′存器

内部に設i一花されるもので,牧J′一プJ発ノ在

所の熱ヲ己生源である燃料を支持すると

㍗

〃
.
叶
㍉

とい二,燃料に冷却水を出J等に送り込

み,また炉心で発生した蒸気を水と分

離して,発電に必要な蒸気を愴了･炉か

らタmビンヘ送る役めを持っている他

造物である｡このため,特に燃料の丘

持を行なうシュラウド,トップカ'､イド

および炉心サポートなどの構造物は[没

計,製作,検鹿など全体に高低な技術

が安■求きれる｡

口獅l_】47年7Jjに税他州付がンこ‾7した

中田′占プJ株J〔会社島松慎一j′･力発′必叶納

め悦イ▲炉内部構造物は,すでに好調に

連転されている【り丈煉｢力発屯株式会

社放f■く発`屯所約めのもグ)に次いで,日

立を川三所として2悩めのものであり,

表】 おもな仕様

炉心シュラウド 最大径

全 高

根 厚

気水分離器 員 数

制 御 棒 員 数

主 要 木オ 質

4,140nlm

7,239nl什1

38nlrl】

109個

97個

SUS27

ダ

､鴬蒜

ゝ

野､守､毒物l;転㌣､､泌泳
者､ち

芦

.転

′ザて康､

をち､′汚

単三!

卿什

図2 工場完成Lた原子炉内部構造物
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ニt水分離器,ジェットポンプ左･ご納め

て川権化したものを他用するなど新し

い托術の二導入と十分な注丘を払って製

作Lた｡図2は工場1こ成した悦イ･叫勺

部帖造物を,また,表1はおもな什様

をホすものであるr.)

日立634形高速液体クロマトグラフ

発売

L‾-i立製作所では,こグ)ほど試料の組

成成分の高速分離分析装置｢LJ立634形

■モ丁石越液体クロマトグラフ+(以下634形

と略称する)を発光Lた｡

液休クロマトグラフは岐一石剤などを

充てんLた分離管(カラム)を過すこ

とにより分離分析するもので,[卜)二′二で

はこグ)分野ですでに｢034形汁L川液体ク

ロマトグラフ+,r‾アミノ酸分析.汁+な

と～多くの販売実弟占を持っている｡

634形はこれJノの工夫紙に新j如lこテをブ

ラスして完成したもグ)で,従水分析に

上之特別を要していたものを分jj-i位の帖

F川で分析できるようにしたものである｡

ノヰこ孝三置はそr油化羊,′㌻成化苧などの化

′こjご=二｢:業分野,医薬品､農薬,良品化半

分野,ステロイド･ビタミンなどの_1j三

体成分分析など帖Jユこい分野に広川でき

る｡

634形は卓_1二形のコン′ヾクトタイプ.

で検出器には紫外光度計(UV検出器),

応感度差劫Ji甜子計(RI検出器)の2和

紙があり,分析対象に応じて使い分け

られる｡また,吋燃作i容媒を使用して

も安全なように流路系の組み込まれた

本体と電源部を分離させた構造をとる

三｡ど安全対‾策に十分な考膚を払ってい!

済●着

図3 日立634形高速液体クロマトグラフ
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おもな特長

(1)高速分析か吋能である｡.

(2)操作がきわめて簡単で,また溶媒

交換も迅速にできる√ノ

(3)ウォ刑ミンプアッブ時閃かウミミ主くて

i月む.=.

おもな仕様

ボン7し吐出LI:100kg/c王n2,11H王‡左主:

0.2～2.4ml/min(50Hz), 二うi止そう

山J空範州:弓子ff.左～70ロC､UV検rl儒波

上主:254nm,セル谷:量:8〟l,北路k

lO皿m,RI検.L一指詩 才出川fヰ絹巨囲:1.31～

1･44,1･40～1.55,セル古壷:5/′上

550形 日立･金属成分

自動抽出装置 発売

LJl二製作所では,i可川なと､に才まれ

てし､る令械成分の自動摘H装置550形

をこのほど発売Lた｡

書 t
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図4 550形日立･金属成分自動抽出装置

本装置はJ占(十l吸光光度計で定量する

場合･の前処理とLて･ク‾)i容杖地上!i操作を

自動化したもので,一基も膿度成分の濃縮

と干渉成分からの分離が｢祁寺に行なえ

るものである｡

i春蝶抽出接作は,二れまで八手によ

って行なわれていたため,時托りと経験

を要するものとされていたが,本装置

では1試料あたりの処理時間が10分で

済み,再現性がJ石(千吸光光度計の測定

誤差をも含めて標準†指差1%以内には

いり,1時l`i+に12試料が処理できるこ,

ニの朋党はIJ朋ロ46年仕れ埋設告建設

技術研究納肋金を得て行右･われたもの

で,各仰の分析センター,研究所など

で威力を発揮するものと期待されてし､

るr)

なお本装置は上る10日24｢†から産業

仝緒でFii+かれた第11担卜分析機器展に展

ホ,実演された｡

おもな特長

(1)1担=二必要とする試料量は100ml

で,容器から容器への格送は空気圧

を利ノーfjする｡

(2)容器の洗浄,試央の添加,pH摘

左などの諸株作をはじめ試料の供給

から袖山屑の分取に■宅る操作が自動

的に行なえる｡

(3)摘出吋能な成分はカドミウム,鋼,

■打増i,鉛をはじめとする金属成分で

あるr⊃

おもな仕様

才山川方法:

C一軒西安一

員:100mL,

処押畔f川:

JIS KOlO2に子ちi三推するDDT

ノルマルーブテル盲去,.試料

サンプリング閃帖:5分,

10うナ,

半自動溶接機

｢日立TSアーク+∪シリーズ発売

日立≒き望作所でほ,ワンタッチの調キた

で姑過な溶接条件の得られる新Lい半

自動溶接機｢日立TSアMク+Uシリ

ーズ4機椎をこのほど発売L7二｡

日立では4jF前世界にさきがけてサ

イリスタ方式半自動溶接機｢TSアー

ク+を開発,′ト物から_重電構造物まで

の舟性能伐とLて発売してきたが,U

シり【ズはその普及タイプとして発売

するもので,今まで自動化に踏み切れ

なかった分野まで幅広い吉宗要に応じら

れる体制を整えた｡

本Uシリーズは,山九ノ正圧調ヰ.竺に壬読

もfナ理的なブースタトランスざ去を採梢

磯､

セ′･さ歯

観

棚--〆y

区】5 日立TSアーク300∪
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し,_i_三トラン1ヒノ‾)祉】′トユ･封LrT-サ ー.柑

.小トl.かい)に.よリL′けノ川小ニ一心_l+`心允,
モーー一夕などの ▲ノ亡‾Fiilj捌かワンタッチで

川ニシーノれる.二,ニノ1_はlトンニが鮒朴結しヒユ

ニコンん‾J〔(Uni-COntl-01)によるもノ)

で,こ(′丁)ほか本能にご土肘小二糾す‾川j二け】J三

.i/11リ三川緋架6f′川】山川り
か古拙り.;生ま

′守している.

おもな特長

(1)rト土独1′1のユニニコン‾ノノ▼J･〔に･よりワ

ンク､ソナでノ,';パニ山上過ち･音別安東什がfり=

⊥ゝ〕れる/∴巾,糾ノL､ポでもト附二溶接

ができる け1二,汀l--tl.i】Ji小),ニ

(2■).J▲■ほモク･リ‾7■は､-′｢圭での仙H-い‡人態

を分析し/,七十l■fにマリ十Lた他に柵

イ′ナ化されているため.言二王1Lか七i′弘であ

る(柑.汁小.i■lil-い).1

(3)r榊=前川_り指･プ､)ユニット化ととい二†lこ

＼ト1､捕て部は了〕行巾iにまとめ↓丁ノれ,すべ

て加仲川丈を取りドうミくだけで簡亡ii･に†1こ

ノ.トー=ヰさができる〔ノ

(4)りモ｢トコントロr/し(350A,500

A樅)およぴクレー1タフィラ拙作(500

A椛′)ができる｡

(5)新例沌のワイヤクIj r十の･抹別に

より､ワイ17に付右のほニリ,鉄粉

などに.上るトラブルがf昨消できる

(実JIH軒先小論二1一戸)(､

(6)加庄ハンドルをフリー一にLて,仙

J口1l-1も′.1=二一1Eプ〕加圧ノJとなるプリ

セ･ソトん-J〔グり=采別によりワイヤ連結

がスムーてに行なえる(リミ刷新案l-=【1

.iいい).｡
せ三)恍仲 200A,300A,350A,500A

新潟県農地建設課

西川揚水機場納め

2,000mm日立横軸斜流ポンプ

ガ壬拙かんがいを目的とLた鴨場とL

て,こノ､りノ向の子.‾=+を媒.わていた新i先J

リiし左一法地▼払さプ上諜Lリ寺川描水恍+‾与川Jげ)J)j‾･拉カ(

ホーンプー設仙は,1__卜∠亡こ皇望作所にて.言_辻l汁峯望作

子を打ち･いJ九地神汁j‾も無小完了し,札仁

椋+1小トニ､ある.二,今lリ_lう加丈Lた指水ポン

プは､抑#川】こグ)西川と蹄†ナー‡溝川什/ミ､流

】.1こt+大川け地うとの内川揚水機j湯にLi辻i_圭一て

与れ,抑†∴fだき川グ‾)水を脚Ilにj‾祐水L,

l叫川流域のJ二法J也かんがいを目的七した

ものである｡ポンプは走速2了ど了,石†蛮

地2了と｢..汁4子㌻が設置されており,吐

,■11L水位二(西川J〕水位)を人為的に仕二占二

にここ貨1L【/て,そのl吐山し水位を-一一;とに

†1さつようポンプ■の逆転こ≠音数4台を制御

L､そ乙′叶勺2f‾rのポンプ‾はl回転数;1iり御

ス

回6 現地で稼動中の2,000mr-1日立横軸斜流ポンプ

を干上なう′拉虹ノブ'J･(かとさゝ〕れている〔･ノ

なお,小汁∴-′プ.〔帥J;=ま指水:読グ)‾拡大

仙を31.5mニソsに抑え⊥､〕れているためり

,ソトF肘掛も了j二なノンている｡また､叫

変速ホン｢■について卜土,平行軸恥一郎栽

油性とf+∫食油流体継手を向-･ケース内

に組〉-ち一i土ム,梯川な+二,スへ-【ス上のむ

だを祇､いてし､る｡≠丁数切槙､丁允呈‖州祉､ミ

指う㌻ノなど+王様遥.汁を使円せず突指車■■㌧に

ょ･-jてそしノ〕ポイントをつかむ制御をj‾末

梢Lているこ､と√多くの特徴をもった慌

上絵で〕ヒ)る.二.

ポンプ仕様

吐山!)[ぎi二:7.875mニソs,仝描不≒lを:1.7m,

l叶転放:77｡8rpm,り畑心機:200kW__二

仙溝J_曽ノーに刺恍,f㌻放:4了二言

110度広角ブラックマトリックス

日立カラーテレビ18形

2機種発売

Lこ†立ニー拙作巾では,さきにi‡F-j発Lた110

蛇+二′り■7‾､1･′

ラウンノ】' ＼

Lブニ18彬一亡一;r

235''-と､い+じ

アマト り･ソク スカラーフ､

トマトロン110性-+を採用

ンテープ′レタイブいCE-

ゝ･こ18雅子テーーフ､‾ルタイブ

◆､CE-205ウ■を光二たした.‥.

カラー､ブラウン1三ニグ‾=上向化に伴う問

越はいろいろあ暮〉,なかでもゴミ之も問越

ヒされていフ㌧ごハがl_li州L一同う臼邦にJJける

l‾‾吐ずれ_j′ランナィ ンアエラー･-)であ

る､二.二れを一昨さ八するため仙lごりヨークの

此山∴._に+′一組一妃列〔7〕帥光などがなされ

ていたカ㍉l-1土子皇望作巾では,けい光体

を諒左北臼･子和｢すjS‾‾l二f'.与で仙J＋卜弓｢る純正レ

ンス､を.二れ圭でにない｢‾r7′レナレン

ズ+ノ｢)帖‖jに上りこの｢邑ずれ+を桝

卜 ∵

+l上した′.すでにこの与望さ一事二に上る20ノー二三カ

ラーーテレビ2椀帥をプ己′ノこL_てき7∴シ＼

f=ミニ.∴妄二柴刈を迎えるにあたり,18けうに

もこノりノJ二℃を枇り入れ,いっそう恍j･1

の允一夫を川るものである一ノ

おもな特長

(1)"CE-205''はスピーカー｢がL巾ilfliノう

イ丁側にあるスタンダーードタイr7‾てレ‾f

るか,ハCE--235''ほ仙山のトニ1ヒ

ーーカーが配こ‾ifl二きれている‾､ンニ‾て彬タイ

プ上なっている｡設謹呈J妙叶に.上 り,

柑ふのタイプが適うニヒできる｢.

(2)従水グ)110性ブラウン竹は11りるい

楊巾ではコントラストかつか寸いわ

し∫Dる｢▲Lいナる+欠∴】.(かあ一)たか.

｢キトマトロン+はけい光休ト トニハ

IH=二黒鉛を焼きつめたブラ･ソクマ【

り･ソクスプノJじであるか⊥■J｢し⊥-Jけす

きノーノに色グ)｢にじふ+もなく,､つ･‾＼

りLた鮮叩な色彩の巾l如がム!jしめる･

(3)110比Jユニ何で奥イfか如くなr‾ノてい

るため,ノ.-E十の媒‾舟空か■:-ごi圭り,く

っきり.としたワオ∬カスの_よい州恨

が糾られるこい重た110性止ノ′〔=とに三:り

小作奥行はいCE･-205-'が38.5cmlてl二

一-235【■が37.5cmと諏く1･っ/∴

(4)従米のコイブしによ三-コンパ】‾セン

スr■_‾!川各をIC化した㌧,二･プ‾)た♂つ微仙な

.湖聖さか可能となり,析lうト】充のプラ｢⊥′

ン管｢キト｢7トロン110性+とノ川】痕

和光で,110怯止∴句化にありがちち-

【▼色ずれ+を解消Lた｡

(5)感度のすぐれた山根flET(Fiel(1

Effect Transistor=`iE界効坊とトラ

ンジスタ)チューナを手采用Lている

たれ 妨`[与;ニノiに池によるL射象のr‾ち⊥､ノ

1()3
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し1

つき+や,ノイズが1拐ミ上され,また

シけトに札雉視聴地11二などでもきわめ

て安左した美Lい上州象を山城する､〕

図7 日立カラーテレビ18形

モダンテーブルタイプCE-235

(6)カラーテレビのキーホ■イントをに

ぎる山ほ各設.汁を人帖にIC化した始点

;扱グ)Hi-ICLul路を托用Lている りC

図8 日立カラーテレビI8形

テーブルタイプCE-205

編集後記

SF6カ､-ス絶縁方J-じ･7)劇羽鋪｢ト形態て訓ナか開発され,税/Ⅰては66～275

kV維の′変ノ占巾か実片付貨楷に｢土しいノている.一二･7)SF6オス維絹∴7テJ-㌧は,

梓紺さ1モ休が大幅に新′トでき,+かいに｢打持純か盲:⊥=ち･る+まヒi綜′ト効只ミ

か人きいばかりでち■く∴針;:･ラシ､オ柿プ_;二の車即.jほと＼幾多叫､ち三1一三を

もっている.

H立製作所でも,中部`t一に洲本J(全社と大トく伸｢了Eを屯ねてきており､

同社_三河変竜仰二おける275kVカ､'スコンパクト開閉装置ク〕上主期課仏式

験結果を小心に,研究･開発成果の現況を｢154～275kVオ■スコンパク

ト開閉装置+にまとめてしゝる｡.

◎

人仙り∵托7‾ラント 打に他紙フロセ1を川･叫-てごま′心J上;ミの=州三か

-州i■に巾安であり,1峠叫一三て=`上はも】拝され乙･い
ノーJ■∴にノJ他宗Jけ仙卜

Lプラントか件+1イる七,そノ)子L川1ここごま貼人プ)ノブj･ノJ川1州/互･ノ∠･･妊とL,

+‾ま1‡け人きしゝ f'しイヨf.;馴↓しヾ-晰斗!三‾Eこ亡一三ごま′心肘川1モか碓11二Lた帆たた･ち

に終フラン】l刀r川+こを過_lトニニj別↓し十断･して,j■亡捕を姑′=立上ノ如二JLL】ノし

る･帥ノ〕′･にil州こ.推‾きと汁てで･-～ノ〉る亡川f_)捌こ･LてJ断斗ヒ辻■して･ご土､小漣ミこi▲■け

1J‖ノこ,必■射′卜桃収∴ノミ他州た･ヒ､キ拙⊥一■止している

日 立評 論 第54巻 第12号

‖珊147fF12月20Hl†捕り UR刺147年12F】25L†発行旬日1【りほ5H発付

く禁無断転載二> ち正価1部200円〔′言辞ト40r｢1

C1972b}▼HitacIli恥rol･OnSha PrintedinJapan

乱丁孫]‾イこ+土発†r巾二ておJrい)作えしl/二Lます.

Jムー;1バ｢丈+馴与件∫〔ごチ什｢l悠適†i言 什

104

×10)｡

おもな仕様

ブラウン管:18形110J空偏向(キド

マトロン110度),使用半滋休:ICxlO,

トランジスタ×37,デイオ【ド×36,

スピーカ:10×15cmlイ帆Jtl二声川l力:

1･5W,端一丁:外部スピーカ用端十×1,

イヤホーン兼レコ【ダ端十×2,消費

′■毛ブJ:130W,外形寸法:CE-205:帖

61･0×広さ41.5×奥行38.5(cm),CE-

235:帖50.0×高さ49.5×奥行37.5(cm),

重量:26kg

昭和33年に独自のエレベー一夕全自動群管理方J-〔キ開発したH右肘乍

所では以来,約1,000デュに/之ぶ納入実績を記録Lた｡この成果をさき

えた数多くグ)脚光･開発を姓とし.さらにこのはど,越州ゴビル用エ

レへ一夕慨能プ､)多様化に応じた,仝自鍬洋背理方式"CIP/ICシステム

をI耶邑L,NHK瓜去センターーービルにおいてj‾右用され,1こ年10flより

順胡･に逆転小である｡

-1こり‾ごま,二〇r)CIP/ICシステムグ)技術を小心に,高層ビ′し用エしべ

一夕附1二flt!ごニト判す一る泣所シ7〕研究･開削丈栄を｢1モロ勤評管珊エレベ【

夕才､順+ヒrノて臼三報Lた∴克井,言行て托の二審巧-となれば幸いである｡

如riを削る
▼′衣-て子らんには,i榊(私設件Jて会社ノ～打務収縮役 越山

欽‾､ド氏より,埋築の巾でのエレベータのぞ貨1刊を-淡かれた｢僅築とエレ

ベ‾タ_Jと堪する_1三伯をちょうた､し､することができた｡

ご鮒【j小にもかかわJJザ､ヰこ,言上♂うために年別二帖を卓されたご好意に

対し､心力▲J〕いiゴニくお礼を叫Lあげる次第である｡

｢rへ1
ヾ二ん

11那口47Ti二世壬1之終ぢ-の如実三を終わるにあたI),終始,ご愛言か､ただい

た,iノノ■己ポ▼【;■持氏に女心上り悠淋寸】Lあげるととい二,飾らLき年昭和48年

を迎える亡二あたり,ご健康とご写邑仕皇をお祈り申Lあげる次第である｡
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