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関西電力株式会社

奥多々良木発電所納め

ポンプ水車用新形ケーシング

日立製望作所ではこのほど水車古壷で

は国内股大を誇る関西屯力株式会杜輿

多々良木発電所納め310,000kWポンプ

水車絹の新形ケ∽シングを完成Lた｡

納入先の奥多々良木発電所は兵唾県

の中央部に位置し関西′■‾EプJ株式会社が

建設を進めている発7昆析である｡日子二

き望作l叶では310,000kW2セリトを′二三汁

L,鋭ぷ二与望作を進･めているが,/｢Flり`′こ

蚊したのはこの1,2‾り‾俄川ケーーシン

グ27∠丁である′､

本水車は容量で310,000kWと国内最

人谷量機であるが,満差が400mと高い

ため,ケーシングの大ききでは人L-J手至

2.5m,拉大外イ至約13mと喜撰山発1電所

納めのものよりややノトきい抑圧の大き

さとなっている｡

木ケーシングの大きな特長は,[l良二

で今【口J新たに開発した扇形ケーシング

である｡

ニの扇形ケーシングの利ノ･.ウニは,ステ

ーベンに†1一三用する[仁力が乎j勺化きれる

とともにケ【シング胴枇の応力袈L-l]を

緩和できることにあり,ニれにより強

度的信束削乍の向上を図っている｡

二のため,設計製作にあたっては試

作,モデル試験などを行ない,強度惟

能を確認L,その技術を確立したうえ

で完成Lたものであり､その実続が注

目されている｡

高牲能制御用ミニコン

"HIDIC150”

F卜弦巻望作所では,こグ)ほと'､コンパク

トで高作能な制御用ミニコン ‥HIDIC

1501Iをノ′岩城L､ニのほど発売を開始した一〕

L-HIDIC150【1は∴別御口]計算機のフ

ァミリー-倖帥巨として開発卜入.11力装帯,

命令体系,入山カインタフェ【スなど

HIDICシり---ズの′夫祇を桔曜に.発光

ダイす一ドの才末用,MSI(中槻帖架相

い]】路)の大幅な刊川など新柁‡和をプラ

スしてうこ成Lたものである､〕二れによ

り日:抗告望作所のHIDICシり一ズ､は,人

形から′ト形まで5轄師屯(HIDIC 700,

500,350,150､100)が勢ぞろいしJ口遥に

応じた利J‥耶;対応できる体制が空さった｡

‥HIDIC150t'システムは,りアルタ

イム処車型にふさわLいハードウェアと

-た美したソフトウエアはむちろん徹底

したユニット方J〔によるコンパクト化

を阿るとと もに,コストパ【フォーマン

スの向上二を追求Lたものである.‥′ プロ

セス工業,こ夏望造業などのオンラインデ

【夕処j勤まもとよl),監こネ1己.DDC(直

接音別御)堀中制御など独立†ノたシステ

ムとLて,また大規け主な卜】タルシス

テムの下位システムと!ノて幅Jエい分野

/‾,＼の利用が期けできる=.

おもな特長

(.1)サイクルタイム0.9/JS,加減算1.8

〃Sろ∴どのハードウェアと,専用のす

ぺレ∽ティ ング･システムにより高

速のりアルタイム処月旦が行なえる｡

萄

+､

′

図1 310,000kWポンプ水車用新形ケーシング

(2)HIDICシリ【ス､の豊吉丁なプ三縄と綿

験を乍かして徹底Lたト1-jiイこ三和り空㌍二即

を行なっている--ノ∴ 演貨回路には

人中副二MSIを瑞相するなどイさ一純川‾三向

上にノノ仝グ)配慮がなされている｡

(3)-ご芝1;寸な入rll力装置,拡張件に1二百ん

だハーードゥェ7である.っ

(4)いろいろな入亡lりJ制御装前のコン

トローーラなどを｢司一のユニットに排しみ

込めるプ了式を托用Lているため,コン

パクトに′実装でき/卜形化きれている｡.

(5)HIDIC__ヒ†立計笥二倍,ならびにHITA

C8300以+∴IBM360一-370な･どのプ

ログラムシミュレータをもち他俄に

てもフ､‾ログラムの開発ができ,また

結締オプション慌能を持つオペレー｢

ショ ン･システムなどによ りユー一寸デ

ー¶の有効利用に最も適したシステム

が梢成できる｡

(6)HIDIC上位言汁算機でプログラムの

作成やデバ･ノブを行なうときは,-モー古

根音別御開プログラム詩語PCL(プロ

セス･コントロール･ランゲージ)が

仕え,オンライン･デバッグ時には,

み柿のエラーチェック機怖を備えた

ハードウェアやチバ‥ノギング･へ/レバ

ーがけ了悪されているため止碓なプロ

グラムが迅速かつ不払に作成できる〔､

(7)プログラムに問LてジャンプJ計令

が出た七き､現在動作中の前の解地

を記忙しておき,トラブル原閃を前

にさかグつぼって調べるPCS(プログ

ラム･カウンター･セーブ′)機梢,

ハードウェアおよぴソフトウェ7グ)

′敬二`♪勒･

㌔
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図2 高性能制御用ミニコン``HIDIC150''
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チェックシステム,允′夫Lたコンソ

】ルパネル,堪枇上の党叱ダイオー

ドなどの新技術によりi柑碍の仲山,

分離,帆朋孝明が市場なたれ 保守

時間が大幅に乍舶†～iされた._.

処理装置のおもな仕様

(1)上記憶装置:サイクルタイム

0.9/ノS､語巨 16ビ,ソト＋1(′パり

テイ)ビット､7i蛋 4Ki言たへ16

K.菰 ‾井込み仰.穫 2エ･jヤノブー1七

(オプショ ン)

(2)㌫丁うチ:付根

ン10,演算時日り

ノー!三本20,すプシ

加イ域符1.8〃S,

乗符10.98/ノS

(3)人出力制御:方∫〔 フ一口グラム

;刷御七式,セレクタ手十ネル rすフ

ション∴ 装講千言故 貼ノヾ48TL㌻

｢特定換算機能付+

16けた電子式卓上計算寺幾発売

日立製作所では,埋設Jiよひ∵不利咤

紫など向けに,卑と†立グリ負汁がワンク‥ノ

チで行なえるわか別枠グ､)r‾､3帥プ叶トピ

推算機能付+16けた1にJ'一∫し巾_卜.汁剛程

｢ェ′レカ56C+をこご7‾Jほと､-プ巨光した

本鴨はノ埋設業才一;エリ､卜山･与ユ汁勿･‾イこ

朔椎柴などで他われてし1るト∴ r～り,上l-ド

をそれぞれワンク･･ノ十でメートル､ド

ノナメートルに旅貸する独_､′′二したキー3

佃を設けている′.また,1イ
‥ノ十のり+

F=負え一一つでこれ⊥■Jグバナ生も吋能である.=

埋設および不動産覧界などでは､一呪

7仁ほとんどが尺,1川,坪ノ)中位を仕丁--｢J

LておI),二れをし､ちし▲ち,メーートル

‾､ドガメーートルに躁‡き二Lている･プ〕が+九北

で,そのため今までは授与手二去により?‡

を)Jこめるか､またはいちいち計算Lて

し-た､｢エ′しカ56C+｢土そノノ｢Ff■rjを打き,

スビ”ディ一に正確な茶を子一三≠るニヒが

できる｡なお3柿の市川キーの検算仙

の柿度は,l‾不朗軽ギ至ま言L法施行令_■第4粂

に定められている条件 r結果は第4付二

まで真の値で求め,5位以下は切す㌘チて)

を十分に満足させている._ノ

また回主格の接続を
一郎蜜更するた､け

で,たとえばインチをメ=トルに,什

をキログラムに換算梓綿巨を坐出したり,

あるいは物質の比重や禽J生ち･どの1こ数

値をセ･ソトすることができるので利川

名の要望する仕様によっての注1丈にL

応じられる1= もちろん,汗咄の占｢界依

とIJて使絹できる16けた1メモリ憶で,

ナチュラル･テ■ンマル･システム,3

レジスタ慨椛,オ【トンフト慌仙ち･ビ
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図3 日立電子式卓上計算機

｢エルカ56C+

の従ヰミクニ〉エルカシ■ト1てノヰナ1_主はその

ま圭他えている病根▲Jり苛‖ム汁琵樅である‥.

おもな特長

(1)根幹キー一団,圧凱〕刊:二それぞれ

川ごノートル,上⊥ごノーいし′,坪ご

平方ノ【卜′しに牌_許するf【す-】二か組L=ち込

まれているゾ)で,止確な摸界仙二をワ

ンク､､ノ子てノJミめることかできる二.

(2)二j=Jノ】キープ)托針正数ごま用途に

Jノ‾しじて他7り免許軽帥旨ヤフL故にセ､ソト

てきる

(3)‾イく哨な ‥0■'をカ･･ノ 卜してイj‾刺ち･

放ノト仁けを去ホするセ■ロサワレてナナ

J▼〔と,F‾け)嶋れち･い‾f≡i子細色ノ〕た′Jミと
ユ､ってし､る′_.

(4)独白7)プログラムダイヤルて二jこグ)

[汁許がワンク･′子でてきる
(a)

(b)

(c)

｢=的累柿 向こ･..｢号川けノ 斗

1上敷･ベキ軋汁梓川7J官

_卜L了山a),(b)ゾ川叫ノ7を姫=L7二

iご.‾女｢
(5)フノー

-､小数∴-川′二芯がイニf垣でア‡えが

指1E付帯よりあ∴れそう亡ニニ･トっても,

｢_r_王蔚山′小二け7二下げをイJ二乙▲いトトー/二こ1-

/二より去ホするす-トンフト書籍帖と

左､一ノてし‾lる二

(ノ6)16け7二÷16汁7二･プ‾)ドうミ辞も16:十′ニフ

･′しにアーシノ:をち‾1川1てきる3し二‾スタん一

J＼こでチノる_

(7)置放はノト放∴】=_こ〔芯にかカ･メっノっず道

教でき,結頴ミ:ま桁1ヒ位置(0～9トンニ)

どおり去ホ,かつj壷巾で愛艇Lても

止rJい字音えを拍1ヒビおり表ホするナ

ナユラ′し･デシマル髄怖±なってし､る｡

(8)せ放.汁臥1ヒ数‾加域写さこもできる 匿

tリバースキーー′1付である_､

(9)-アイナス符号-≠こiJミ,アンダープロ

=寅ホ,メモリ仲間ヲこ′+七など去ホは
亡‖さ′七Jである_Ⅰ

(1り)`【に源を人れるとl行川与に汁掛二ご士しゝ

れるl′け勺クりヤーノノ`.ぺをす末一-ノている=

おもな仕様

形式:KK-56C,キ〉-ポ=卜:10キー

式,去ホ:けし､＼光数ヰニ表ホ管による16

けた表示､マイ

ーフロー表示.

サプレス方式,

F汁算けた数:3

ナス符号表示,アンダ

メモリ使用表示.ゼロ

メモリ数:16けた1組,

レジスタ採用による16

けた完全計算‾方式,丸め機能:切拾､

′ト数ノ中二:ナチュラル･デシマル･シス

テム rO,1,2.3,4,5,6,7,8,9位),計算

途｢ll指定位置切枚可能オートシフト機

構什,計算素/-:HトLSI(高密度集桁

回路)4偶,寸法:幅26.5×奥行30.8

×高さ9.6(cm),重量:

度:0～40Gc,1立源:

50Hz/60Hz,消雪電ブJ

多層印刷配線セラ

の製品化に成功

3.2kg,使用iムt

AC90～110V,

:8W

ミック基板

日立製作輯では,このたび多層印刷

配線セラミLソクノー._!三松の実用化に成功し,

応用製品の生産を開始した｡多層印刷

配線セラミ､ソク托術は,従来のグリー

ンセラミ､ソク托術と悍脂き技術とを組み

丁け)せたもので､アルミナの生(なま)

シート(デり一ンシートりこに導体朋タ

ングステンと絶∃壕屑川アルミナとを‾交

ノブ二に多層印刷L,これをアルミナの焼

成fJI.L僅1,6000cで
一体焼結Lたもので

あり.現す｢三,製造二1二村の自動化を進め

ている｡

おもな特長

(1)芥アルミナ絶緑層の表面が平たん

(2)

(3)

であるため,多層川刷円己練が容易に

形成できる｡

微細軋紙が布易に形成できる｡.

広イて.kと配線が一体の焼結構造とな

っているため熱放散がよく,層間を

通じての水分のi麦j重がないため高信

束別室が確保できる｡.

(4)_1二程が単純化されたので,自動化

できる｡

(■5)高性能なハイプ･トソドICおよび機

能ブロックの製作が容易になる｡

区】4 多層印刷配線セラミック基板
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新形小容量

｢日立D-AXlOクロスバ交換磯+

発売

1ト｢/二こ空･幻1;I叶では,わがl一にトニ仙タ′ってす

-一卜･レりん--で軽帥ヒ才j土びオー･ト｢′フナ

､ソク･リセ､ソトコーー′し桔帥巨ち-ヒ､‾キ抑,二7★

.i土人だ交櫓下イ川トハ1川上J-㌧′卜〆F主l卜､′--‾了
てバ交扱慌Ⅰ)-AXlOノヒニノ)亡王ヒい妃ノノ■こし

′二√.

fノ亡+ミレー〕文挟慌でr･士叶かノJ`∫に.子】1‾かかか

一-ンてきた城′ナ,ニナノ↓,で応?‡する仙亡二
+こIlT仙がりトノてむべ′しがり:ユリ拙けるか,

す-一卜･レリー-て1稚拙かしす)る･とl`l利けJ

にべルか叱りやむ=.ま7∴ サー一トマナ

ック･りセ､ソトニコ‥′L ヒヱ_土､り拙･虹;拉

やIJl拙辿F言iI｢ニイIlTlノ+維が.言【lてLlトニい王

かの′′:ウ(あ)き`心抑二1′け州てJに指紋与メL

る桔帥巨をいう

D-AXlOJ士二のはか,すく-'れ′ナニLけ1三

をもった交根恍で,郎け拉ノ‾)■｢りJ化,能

ヰて〝)いJ卜が卜小､ノれ,小′トクラて亡二7‾ノ1■モ11L三

や上J.t.,′ユごト1掛叶,またご.土l二上拉,･州ニ`′∴

ホテルなどじ二範な1}町ノ‾)言ブ.;紫が判けさ

れる.

【1､二仁;空･望作巾ではfノ仁一水フロア､バ公的1=i三笠

D-A X-1を帖ノこしてきたか,′そ･ノノ納

人′ノミ紙は紫料地 一〇ノ‾)5,500Tご丁与.心J丈し

ている､

1こ偶の了己′′【こに上りrトノ′▲レフノアロて′ヾ父

寸糾湾シリーれま､D-AXlO(20｢--100いり

維),AX2DS(50-～100l■り拙),AX2SS

(50〈-600川根),ノ1X3S(200＼8､400州

税)ヒ勢ぞろいL,舶1こ･ン'主に一也Lフ∵′.ノ,了一班

にIムヒノンれる〃こ桝がヤ即;ijされ7二._.

図5 日立D-AX柑クロスバ交換ヰ幾
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図6 南アフリ力向け圧延設備の船積み風景(日立港において)

おもな特長

(■1)JノJ拙か20川キ肘i川′∵TlOOい小槻まて

く丁′ヾ--｢.′■■㌔る_.

(2)八ノⅠⅠ)F 川L上拙甘さ)かJJ小r=態されている

■-ノーー･､,チノよ;i書■i】一てへ--7､か少ち･くてi･朽む.

(.3)舛…ひも･州1互fr+･し イJ▲L＼いl-淋fT一【･て,

ノ′j､Jrl‾川棚呈J-じ,j状ひとノて′J､批川杓ノしイj‾

rノ､ら′1州kLり純一ぺち･ヒ､‾･与上れノ)ノノ`J-〔とj

什‾ナる

(4) す-一

寸,-一 卜

卜一丁十

しリ ー - フ㌔

トキ二･リトコーーーノL,

王か,Jた′うこ

しノごボタン心㌢トボタン帖一i去,

f乞】ぎり｢けわLlけうき,1l■り紙上ii･トニ′ニグ)サーーービ

フ､7ラ■ろ.′⊥.･ヒーンシ･､いJ,まニケ二fノJ三水グ)1鴇

†氾ノ‾･Hか3けノーニ蘇+J▲こノ♪±わる卜叶拙3

放ノJ-,稚ナノ第二うi蘇り‾ノトJこ-′J■∴小て■きろ

∴トテ′し一光北,31ナイ糀‾,】`∴i去==射iヒち･

ヒ､か什り】iてきろ

(5)†-7▼‾′ イ･′ ウニ｢トLElこか二･･ハクラブ､山上

人･ノ)5.711CS(′l-iaIl〔11･ed CallSeco

n〔】)ヒ人きし､シJ)て｢,ざ.｢しノ小+が少なく

小作千把ヰニカ小+l∵j‾‾る

(6′)人帖ち･プラ グイ ンノ‾り1仁=Jに.よる†∴

柑什じ7小=二とl.川けり三しキ揃･iかできる

南アフリカ向け圧延設備

日立港から続々積出し開始

上ト■/ニニ望′望作1叶でほ二′い二心丁フ‥カーjli仰

いミ1√′‾〉向丁フりカユ淡封朋1二人三‡化か⊥､Jイン

トASl)にIJし捕七する人ノユ=･1】主ち･どし､リトル

ノ旺J′川;fをノ乏i_‾†三Iノ鋭.泣こrシー望nミキ.i吐オ)ていた

が,11亡ごろか⊥､ノ続々七‾1＋I‾坊ノノこ成し,lトン

粘ろ､Lヒ‾かりJ=ル山l｢小十村i.フ:人山さメLている..

J紆#ノ､)心アフリカ言;ソニ別件ノし仝什+土山

11｢7】1カflけ坊J)77ケんこ二′‾‾ノン_1二7)を.1iめる

iiiJL上ほ之人♂‾)鉄鋼会什である.｡′)L戊Lた

iil帥f了‖まい=1二がケーーブタ｢7ン北山約1,400

kmグ)+▲虹たに一節たに･仕.言没し.たニュrキャ

ッス′し_Ⅰ二城にi;ユ`;f′こされ,梯川,形封吼

怜鋼など7)1こ川ニトキ告望j左するためグ)ビレ

∴′ 卜しl三ノ旺.言二川;iである.′ノ､

▲乏盲_‾トにド‡モしてさ､土､-lt川トジ‾)芥メーーカー

と†故Lい人ル右;王甘与九二な-ノノた糸l～札イこ

,丁辻‖Eiの一ナイントといわれるフライン
グ

シヤーーなヒー'･プ)ほ附が僻`#から-･Jiく.沖仙

され,l_了+二仁J生･望†竹叶が′､之妄_‾卜†ノたもの‾こ∴や〕

る_.また車針1川トヒLてr.士,触帖におし､

てもインドA S P納めにrJし油土L,亡ii一

プラント.と Lてはl言+鎚11J-という 二上で

fi三l】きプしている､iコ州ifであるL.

おもな設備

(1) 2H しペーシングミル 1丁と=800

mm二く200mm),(､2)中山1ノJくl】ミミル 終

2f=650mmXl,200mm),(3)ブルーーム

シヤー 1デ=900t)､(4)とし･ソトフ

ライングシヤー 1丁′=130/J+×2.2Ill〕,

(5)ローーリ ンク､1バクーー■jンク､'ベlソト

2巾(17mX34.5m),(6)ブルーームク

ーり
ン デベット 21fli(12mX47m),

(7)トランてファー-バンク 1仙(14

mx44m)､(8)み帥テーーーブル 32‖1i､

(別 ノ州熱りこ1iフ■‥ノシャー･ほか

｢ト`.′二こ生望∩三巾でこの.土うにL■と■Lたど

ソト ミルiさコ州ijをJ卓望¶三Lたの+士/ト川か糾

めてて√才i-り,人J丸松乙･ミ′し愉.り卜とし.て

は,インド･ASP,

ノヨ ンライ十卜一ト

す-一スト ラリ7･

スペイ◆ン･1'セ〉J

クス納〆うにユノこく､､4希少)グ)もグ)であ

る._ ち･才う,卜㌢二J｢7フりカに1硫汁.される ミ

′しと!ノ′‾こは､しTSCO納♂〕コキン
ソ､■ミ/し
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に次いで2番めであるが,本格的なも

のとしては今回が初めてであり,今後

同国への進出の実績として大し､に期待

される｡

おもな特長

(1)クーリングベットは5血ともウォ

【キングビ【ム式を採絹L､製品の

傷付l坊止を図ったL｡またビレットク

ーリングベットは1ピッチごとにビ

レットを90度回転L乙･がらi令却を行

乙-うローリング方式を抹消L,冷却

効果を高めるとともに冷却中の伯が

1)を防止した｡

(2)ビレットフライングシヤ【は株式

会社神ケ‾i製鋼所加古川工場に納入L､

好評を博Lている世界最大級のシヤ

【と同形式のものを‡采札 切断精度

は誤差20mmと高性能なものにした｡

(3)ビレットミルの車両ミルは,上バ

ランス方式を採用するとともに各ミ

ル間のガイドは日立が開発Lた日動

組倖方式を採哨するなど,各所に日

立の技術を生かLている｡､

｢新宿三井ビル+用

超高速エレベータ受注

日立製作所は,二のたび二拝不動産

が‾束ラif･新輸利恥L､9㌧J+他に埋.さユする

地_卜55旧建て･｢新桁 二ルビル+に仕丁-fJす

る超高速エレベータ26台を′壬注Lた｡

≠ゝ

図7 ｢新宿三井ビル+完成予想図
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鞄､…
図8 日立カセットカーステレオ"CS-200NR▼,

二の中には,世界最高凰540m/min

7≠了が含まれているが,二れは先に受

注Lて現在製作中の｢新宿住‾友ビル+

用4台の540m/minに続くものである｡

二の超高速エレベータは,サイりスタ

を利用した｢ステリフリレス速度帰還制

御+を採哨Lており,従来のものに比

べ最高速から着床に至るまで円滑に運

行される._)

｢新宿三井ビル+(ハエレベータ計画は,

先に日立が独巨=二間党Lたエレベータ

と乗客の檀維な効きを解明するエレベ

【タシミュレ】ションプログラムHIESP

-Ⅳを利用L,およそ100ケースのシミ

ュレ【ショ ンによl)あら佃る角度から

検討L万全を期してし､るものである｡

二のシミュレMションは､竣工物の条

什,エレベ【タ仕様および交通需要な

どを什ノ‾凱二設定L,コンピュータに別

々のエレベータの割きを演算させ,サ

ービス状i兄を冶断するもので,二れに

より過j下ろlエレベータサービスのため

のグループ数,fi数､速度才一jよび1正員

などが才人延されるこ

なお,7～87土子のユレベーー一夕群に分

けて全自動群管理‾古土〔がす采川きれ,交

過需要に′｢㌣わせたむだのない有機的な

逆転を行乙-し､,待ち暗けりの触縮が周ら

れている｡

一一ノ∴ 安全作につし､▲ては,地寅,火

災など万一一一の暢で㌻に捕えて,自動麿雉

運転および非′さi与‾11から来客を救.Lrける

ための朴拘トリキング救出運転装置が

採用されるなど細心の配慮が払わノーして

おもな仕様

いる｡

日立カセットカーステレオ

"CS-200NR”

日産自動車に純正採用

日立製作所のオートリバース付カセ

､ソトカーステレオiiCS-200NR''が,

日産自動車の汎用形とLてこのほどオ

プション純正採用された｡

おもな特長

(1)日動往復演奏が可能のオートリバ

ース機構付っ

(2)カセットテープに不可欠な早送り･

巻もどL機構付｡

(3)ステレオ,モノラルいずれのカセ

ットテープにも演奏可能｡

(4)テープをそう入すれば,ただちに

演奏を開始するワンアクション方式

(5)操作性のすぐれたフルスライドコ

ントロールシステム｡

(6)ICを全面的に採用した超コンパク

トで優美なデザインっ

(7)テープ交授の谷易なイジェクト横

付H､J‾こつ

おもな仕様

再生方式:4トラック 2チャンネル

2プログラム(ステレオ再生),2トラ

ック 1チャンネル 2プログラム(モ

ノラル再生),佗肝半導体:4IC,4

トランジスタ,1ダイオード,周波数

帯i或:50～10,000Hz,捻子ナ.1i力:6W

X2,電源:12VOアース,外形寸法

:幅140×高さ55×奥行190(mm),重量:

2kg(ニステレオ本体)

適 要

種 別
＼

速

度･積載量.軍人戸台数(m.′′mlrl) (kg)
サービス階

行 程

(m)

乗用エレベータ

乗用エレベータ

非常用エレベータ

非常用エレベータ

240 l,600 24
1

360

540 l､600 24

210 2,650 34

240 2.600 ZO

卜 2.3.17～30 111l.9

■･2･3･29～43l･59･8
l.2.3.43～55 203.9

1

B3～55.R l 222.5

B3､55.R 222,5
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ホワイトタイプの新電球

｢ソフトシリカ+発売

[j立告望作所では,新Lい軽装托術の

f試発により光の帖7枚腔を卜げ,まぶL

さを従来の%程度と押えたホワイトタ

イプの一一般盲こ球｢ソフトシリカ+をこ

のほどヲ邑う七Lた｡

現在の-一一般ノ荘球は圭ぶしさを糾J〕げ

るためにガラスバルブ内面をフッ絶処

理L,し､わゆるく いノダラス(フロス

ト)にして光を拡散させている｡

二れに対し｢ソフトシりカ+は,光

拡J放物質をバルブ内面にモ余業すること

により,九の拡散什を上げまぶLさを

印らげたものである⊂.ニの方法は,ポ

ー【ル形電球など 一部に利用されていた

が湿士(塗装のため作業効率がイ氏いとい

う≠推点があった｡日立製作J叶では,作

業効率rrり上のため光拡散物閂のシリカ

拉(∴絶化ケイ素)をガラスバルブ内面

に静ノ｢一己乞-(で埠装する技術を間ヲ邑,二の

技術の応川によリホワイトタイプー･般

一正球の岩床に成功したものである(.特

許10什山J綿中).二)

おもな特長

(1)バルブ内面に静屯ぅも嬢装されたシ

りか一三＼-.仁‾｢が,光を十分に拡散させる.｡

二のため,ノヾルブ全面からむらなく

ソLがHるのでまぶしさが和らぎ,ソ

フトですっきり したうとが得られる.コ

(2)圭ぶLさは先の,■11る面柿にJ丈比例

する√二.フロスト`竜j求はバ/レプ｢｢一太郎

が一光るだけであるが,｢ソフトシリカ+

はバルブ全面から光が.■i-iる｡､Lたが

って光･のJllる‾血不ぎ享が止こいため,まぶ

Lさが和らげられる｡､

(3)ノ.子灯するとソフトな明るさが手工阜ノブ

れ1消灯時でもランプ表面が白く見

え,装飾作が強調されている一つ

編集後記

火水`iに+J株J▲し仝什水I原発てに吋∴二･プ〕ほヒ一口+ンニこ_皇･川一珊か納入Lた2千言

プ)Ⅰ､1川jヲ己`rE粍および2丁こrの冒さ`芯一に別儀ごま.1Tlの雅一iユ;恍で1丁こ丁または

2千丁のヲ己1一己`iに刺樅を何Ilキに川朔始刺する,■‥かわる口川J蛤刺ノJ▲式か叶

能で謹)る_

トJJ判姑刺方J一〔に問する子‖什1二什J川と1i論なトー)ひ'ここそプ､〉り三牌仙は,すで

に【二均.試煉設仙(5,000kVA才己`iに機と5,000kWjゴよリ110､000klV`【‾に州‡引

で抑々てさト一っれてきたか,｢‾火1j(ノi‾Eノ川り-〔ニミ‖二1■･こ】j･三■土子己1かけ糾メ′〕65,000kVA/′

63､000kⅥ｢ヲ己芯に刺帯封胡獅子r刺試娘_■で+王,現地にJ汁十る竹】小川朋子子刺,

水111l■fj糊始軌油言水iは大帖r■川川棚ウグ〉符.j丸根結り･ミキ詳･枇L′二ものである.､

1-こ､･

.世上1二,ノ■に1しし】1二仙放のJlリJ口に†小､†1と了f′1三業‾‡i呈二もJlごり人してき/二が,人‾｢
不足と人件門の岳騰ち･どに.上り､f/正米人手によって行なメっメLている保

守作‾ぎ三･叫即城化が強くヤ三重れている一

丁jィさ′手作業♂〕井手～純と経験を不安とし,かつ/川jの作業をi■Jiikずる試快装

道上Lて,口+三脚′ド巾はこのたび■,HIl)王ClOO制御川.汁榊‡皇を小仰とL

た`心卜総√十日刺試旅装こ岩キー耶己し,ルj牝山王とj.喧しユ::二納入,‾巾+ヒ拙J一郎に

セとLて柘刺小である-.

1こシステムの･lチ‡人により,検ナ土主iのづ川力を悼i域し′､附抑ク〕ばごっつき

や稗ナたミス･検付捕れをなく し,耗黙へプ)サービス｢叫卜.安二1モ件のr｢り

図9 左:くもりガラス電球(フロスト電球)

右:ホワイトタイプ電≡球(ソフトシリカ)

おもな仕様および価格

形 式

1パル

!(三悪
全長

(mm)

i

口金毒諾
価格

(円)

+d■02㍍sl60
l

+d柑0V-60

60WS

+d100い60

100WS

l】0

l10

E-26

E-26

427 100

100775

l=0
l

E-26 l,470 I30

_l･_など:二良い純米を柑てし､る._｢M拉市‾交j副.川勺め電車総でナ11和試験装
‾i左+では,不シ1テムの慨二質を幸ほ吉Lている.-

:さ

一世年,芹川了における了.弓吉村Il+な党風_l二賃地イlチの急激な隙き張,‾郡市交
通矧1小フ璃漣化およぴ｢1刺‾中子i数如ン川口などにより,騒rlニ問胤-ま桔;と

ごつJl抽kの関越にとどまらず,仝即りな問題へと発媒している-Jニメしレ;プ

肝汗叫l柑iは､写己生Jtこ壬態かレ▲Jふると､工場浅酌1‥.墟設怯む斤､日歩小剛壷

汗,jいt′乍矧酎∴ 恥郎針子などのほか,深†吏･仏1i〔'i･斗ふ午騒音などに

分けJ〕jLる.=

1二号+ま,フ騒｢H耶りグ)問題ならびに日立製作巾における騒割方止のみ

柑=別帥りをまとめ｢.騒打防1L特集+とLた.一

読茶話兄のご参考となれば幸いである=.

(記〉

巻畑を約る--ノ家-一一三J)んには,H本ノ(半数授

キ田栄氏より,髄榊山Lに関する氏･のご仁一古説を

する‾‾l‾乙杜了とLてちょうだいする二!かできた._-

ヂ巨苧博十 工′ツ:博十

｢チ〔の騒詫対策+と越

ご繁朴いにらかかわ⊥ゝぅず,本誌のた･めに柑二帖を-fご!二きれたご好意に

対し､心か⊥'■)卜J‡くお礼を申しあげる次第である亡J
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