
日立ニュース

電源開発株式会社沼原発電所納め揚水発電設備運転を開始･

大容量原子力発電所用ポンプを完成･

東急建設株式会社にH汀AC8350システムを納入･

ブイ式漁･i毎況自動観測用H汀OSを山口県に納入･

エルカ新製品2機種を発売･

4,096ビットNチャネルMOSメモリの開発に成功･

日立総合病院で生化学自動検査システムを完成･

日本国有鉄道納め交流および交直流電車製作両数1,000両を突破･

国産ミニジョン式シールド掘進機第1号穫を完成･

アイスメーカー付冷凍冷蔵庫"R-458Bl形”を発売･

語学練習用日立カセットテープレコーダー発売･
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電源開発株式会社沼原発琶所納め

揚水発電設備運転を開始
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ポンプ水車のおもな特長
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発電電動機のおもな特長
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おもな特長
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図2 ブイ式漁･;毎う兄自動観)則浮標

にJ州債?食料を施した｡

東急建設株式会娃に

H=‾AC 8350システムを納入

日立製作所ではこのほど,東急建設

株式会社にHITAC 8350システムを納

入したこ.従来,同社では,HITAC8400

システムで二■拝務計算を,TO S BAC

3400システムで托術計許を行なってき

たが,業務呈の叶りくと,同社1凋発のト

ータルシステムTOCICS(Tokyu
Con-

structionInformation and ControI

System)拡充のため,軸機仰の苗l■壬き授

えとなったものである｡

本システムは,技術計算をはじめ,

見枯､‾｢一事背王軋 寺銭村管二哩および経理

主叶梯管‡聖の4システムを上とするもの

であるが,｢【i‖-Lではl判別幾器による日

割設i汁システムも千1王Lている｡

ブイ式漁･海況自動観測用

HITOSを山口県に納入

口_立製作所ではこのほど,水産†‾i:漁･

海‡兄自動組i刑期HITOS (ブイロボ･ソ

トシステム)をIll口坑とに納入,椋(-か)

動をr‾称始した(図2)｡本システムは､

ディジタルテレメMタ‾方土〔,真空ポン

プによる低層水｢吸引方式および空乞〈積

層`.‾琵池など従来のブイロボットシステ

ムになし､新機能を打ち出しており,関

係終‾ノブ軸より注目されている｡

本システムは,山口県秋穂水産試験

戸斤にHITOS 親局装置を設置し,試験

所沖2kmに設けたブイロボットから2

時桝ごとに.水f止(表層および低層),

溶存恨素のデータを計測監視すること

により,秋穂湾f缶岸二海J或ク)水質汚i筍,

心潮など漁場環境の基礎デーータの収集

を行ない.漁業経常の安忘三化に妄号古献す

るものと期待されている｡

101



日立ニュー キ 日立評論 VO+.55

竺_しザ_告+

エルカ新製品2機種を発売

日立製作所ではこのほど.高性能電

ナJいト上二計御幾,12けた表ホ式エルカ

62｢1メモリ,%キーー付,開平機能付),

エルカ62D(2メモリ､%キ】付,開平

機能付)の2磯柁を発売した(図3)｡

木椀柁は電子式車上計算機がこきテ及す

るにつれて,ビジネス用から学校内け

まで全般に高性能を要求きれるように

なってきたことから,それらの需要まで

対応できるように開発した製品である｡

この計算催に使用しているHI-LSI

(高件能大規模集柿回路)は壌桔度をさ

らに高めた結果,高性能にもかかわら

ずェルカ62,同62DともLSIを1個と

することに成功したので信束削′トも一f_貨

と｢｢-1上きせることができた｡

表示管は緑色の多けたけい光表示管

を採用Lたので,見やすくかつ土ミ時Hり

使絹lノても目が痛労しない｡また,従

来からの其本自明寺徴であるオートシフ

ト機構,アンダーフロー‾方式､3レジ

スタ‾方式.ナチュラル デシマル シス

テムなどはそのまま備えておリーーf二とと

拙いやすく なっている｡

なおこれより先に発表Lたハンディ

タイプのエルカ220B(8けた表示,12

けた諾十節,1メモリ､

機能付､3電源方式)

けた表示,1メモリ,

一プト一夕′し棺陥巨什)

早占キ【付､開平

とエルカ62P(12

%キー什,グル

の2職印も何時

に碓売を開始した.｡

二のうちエルカ 220Bは全回の日立

′家ノーに巨収充棟式台仕の販売ルートでも販

ノこする⊂.

表1 工ルカ62,同62D形のおもな仕様

i〆

図3 日二立エルカ62D

野

おもな特長

(1)所HトLSIの才朋]で機能+イ‾.吉相性

が大11J‾副二l‾戸口__L二し､かつ′+＼什ラ,輯昂二化を

実現Lた.⊃

(2)て刊柑,刊引,構成比などあら畑る

パーセント計葦‡かワンタ･･ノチで行える

パーセントキー(÷.)什である_-.

(3)開平f汁算が ± 十= の油紙操作で

‾叶能である｡､

(4)独自のメモリ プログラム スイッチ

(a)累手i暮を(商)梢の･･‥ …∫1

(b)個々の村=商.)と被乗(隙)数和差

が自動Fl小二求まる‥……･∫1エコ

ただし,(ニュルカ62Dグ)み)

こグ)ごスイッチ(乃セットで垂,こ三 才

キー推作は自利的にメモリに加ナ域

弟二する捌きもする_-.

(5)話十男二機のこ状態が一一目でわかる思て一言

な表示

(a)要吉放けたが表示けた数を越えて

項 目 式 二⊂ルカ62 1 エノレカ62D

け た 数I 12 1 I2

メ モ リ

表 示

l 1 2

多けたけい光表示管

アンダーフロー,マイナス符号,メモ

演算レジス タi 3レジスタ

小

数

方 式;ナチュラルデシマルシステム(演算途中変更可能)

位 置. 0ノl′2,3′4′5ノ6′

演

算

加 減 算■ 指 疋

占 乗除(途中)l 7手 動

結 果: 指 定

丸 め 機 能;四捨五入･ノ■切与舎

寸 ;去 (mm)

重 量(kg)

高さ75

2.0

電 i原 9()､I10V 50′′60Hz

消費電力 (W)! 5.5

演 算 内 容

加ぇ成乗除(四則)ノ′達乗除′′定数計算′ノベき計算′/%計算

(割増,割引,構成比その他)′ノ′開平計算′/逆数計算′′

メモリ計算′･ノ′さ昆合計算,個々の積和差,商和差

(エルカ62Dのみ)和積,差積,和商,差商
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アンダーフローLたことを7Jミす･

アン ダーフロー一夫7Jミ

(b)fl放を-≠こわす‥‥‥マイナス杵サ

去ホ

(c) メモり】勺に放仰がi計忙されてい

ることを子三わす……メモリイ小†う去ホ

(6)不安な --01【を表ホLないゼロ サ

プレスフナユ(

(7)スイ‥′チを入れるとl=川､‡に計笥二に

入れるF']軌クリアん∫(

(8)考真数部を俊先表示する_卜位けた使

先のオⅥト ンワト機寸鳩, アンダーフ

ロ
【

シ ステム

(9)置数,清算および貴方二果ともけた数

1こ仝計算可能な3横昇レジスタノJ式

(10)F汁界途中で′ト数点イ立変妃可能なナ

チュラル デシマル システム磯イ偶

(11)逆数㍍十与争二桐のりバース キー(且),

数値訂正ローのクリアエントリ一 キー

(土星ユ)およぴ一石数,べき乗貨が1存易な

定数スイッチ(K)什

おもな仕様

おもな什様は表1に示すとおりであ

る｡

4,096ビットNチャネル

MOSメモリの開発に成功

日+ンニJ袈作所ではかブコてより,Nチャ

ネルMOS(MetalOxide Semicondu-

ctor)メモりのプロセス托術を開発し

てきたが,/卜[〔+4,096ビットMOSメモ

リのl凋先に成∫力Lた｡

おもな特長

(1)自己岱合恍j韮ならびに多層配視が

‾吋能となり袋村営性が向上した｡

(2)新しい亭主望う立‾方法叫‾一左目発によl),N

鄭■

-∧嘩妙

図4 血三夜生化学検査システム
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チャネル特イj‾の寄セナャネル仙】卜が可

能となり,雪望j三三原価叫如で付利となった-ニ

(3)Nチャネ/しの′i㍍‾r一柑利性はPチャ

ネルの上土孔に比較して約3イ.ヤになる〇7‾)

で,容量への充屯Ll､fl!りが印紙され,ま

た臼J鮒純道によリゲー｢卜i抑仙空
谷呈が′トさくなるため,刺作油性が片

しく向+二される｡

おもな特性

(1)メモリ芥品:4,096ワーーードXlビ

ット

(2)riJl絡形1t:3MOSダイナミ･､ノク彬

(3)ノ.Eムt的特什:アクセスタイム 600

ns 消許ノi一正ナJ(.劫什帖)150mW りフし

､ソシュタイム 2ms(700〔:)

日立総合病院で

生化学自動検査システムを完成

｢卜打き望作J叶捌_､∴60和一f卜.言J一念†ト:紫こ′り･

つとして,5仙年il‾仲IiによるL一卜て仁総′｢ナ仙

院のトータルシステム化(HIMESAP

r汁也)による柄lちこガ三稚ク〕什刺化,恍純

化が進められているか,ニグ)ほどそ(7〕

節---･陣として′i二化r､翔.てい′モミ柏ナたシ1テム

が′)己成L,去る5JJか⊥､)新システムに

よる業務が開始された.二〉

今山グ)システムほ,臼_1朋て山こ検_f巨総

で㌢システムーーHILAS‥に.よるもので､

検ノ汁卜扱が州‾加の-･冶をたどる_仁卜化一､ア:

検ずたの消化能力グ)人帖なIr-+卜,結頸ミ純

一;十のスピードアップが期待される｡

おもな特長

(1)｢l勅分析装‾こ言′こはすべて三了一亡1モにサン

ライ ンで接続きれる｡

(2)拡大′乏†1j■梯瀬検体は,950仲体,ト三1

動分析15J日日のほか,用千法棟了lさをf㌻

ふヽ

図5 "HルAS''受付用データ入力コンソール

わせ134.けけIJ‾)処即が叶能でヰ)る._

(3)950仲休×48J川トノノ仰｢モーテ､■---一夕キ

fテ+帖できる.

(4).1tj-iけ)J壬ナ､川jナーーク人り二1ンソーー

′し'_J′㌧に上り,一三什う～主■作才Jよび川ナ法

仰でた手.1～りこの人‾ノJがう1=け川で･千丁J二なえる.ニ

(5)′卜化J､f二伸/′川之;1.■-5仰,li】-]覧モ○､ji才5

帥の剛7一..】‡二をl√け川りに作成.するととも

に仰ノ作城槻;■∴ =l=川l■テ性市坪取-て一事テおょ

び川ごり柿‡iイた純.汁を作成‾ナるなど検在某

楷グイ㌣+叩化力汁くlれるt図4,5〕..

日本国有鉄道納め

交;充および交直5充電革製作両数

1,000両を突破

l_トンニ終什l叶て｢ま,11什印30ri‾=-L]本l-1ミl付

壬1′柑ム∵〉交さ1与L′.に化寸l丈‖‾J(7)さを与細かノブ冷帥方

Jじ･ン｢=ょさ式Lij.よひ女Il′=ノポ己`.にしトム｡上びそれ

川･プり‡宅;÷ご､ト‾7J,三Jし什`印｢｢たを下がけてきた

か,【l.ノ川Ⅰ35叶▲山上糾の-ら‾川二巾である401

系一i江乞川手立山洗うに上jiを納人して以水.

新･糾う如に･卜をはしめみ神灯,女流およぴ

ン丈巾流ノ｢に小をこらi二此与!壬什し,48-■f卜2+‾]うこ

戌･プ‾)485末書,1‡ノ舌､形‾交iF‾l二流Jに如をもって

彗･望∩三Ⅰ‾叶放1,000l‾山jを′突丁稚Lた.二.

l-_卜小l【三=j▲紙迫二アニー女流`lに化♂〕光圧壬のあ

とをかえり一フ入る･と,大耶汁川qjt!の粍布

山流`▲に化r‾≠二川･と,咄ノブこ乃莱けl子うょされた交i充

.に化【ズニ川とLノ川=/二進転r7)必焚から,交

巾†允′.に･ト7Jこ立･川てをもって韻戸たの7､ターー

トをき′ノ六∴

交i石己′了一に化｢‾吏二†子㌔トノバ‾tりこ七とい二.小叩

い立｢去川ラか⊥'∴ン.子川ラ,柑.壬,忙ラさらには

叫川-∴トコテ㌻凝川才▲1‾二急形女巾二流`■正中へとヲ己

鵬lノたい 圭7∴ 交流i､いl]`■に小･と!ノては､

火㌢毎j〔‡新枠線.′かい･北i権道向けサイ】】

つき

†掬

汲

/′㌢

スタ式l耐寒J肘ヤ付?追交流`■に【-r-〔をニラ･川ミし

たい

て一に中の_ラミー=柑各ん⊥てとしては,.;J川三上貨

隅では数純グ)ものを塑望作Lたが､シり

コンヤた流器のト三郎己進歩によりシリコン

幣流器と祉臼克f別御ノブJじ,あるいはシり

コン彗古流器とタップ∴りJ操子別制ノノI⊥じが拭

朋され,リlき続いてサイリスタr†iり御‾‾ノノ

式が川+発さjLた｡｡

ノi一江車の乗りごこち,再三ミのJ.t川三什も

改‾洋きれ,姑il■Tjj址恥∴辿吐い九/l二柑(.ま帖

砧120kmノ/h､新枠線は210k肌ノ′hでさノンに

令凹斯幹根川として48午7月に.J=1三し

た 961系‡に巾は260km/hを日標とLて

し､る(､

イむJij`.㍍1-t.指についても,そjLぞ什l■′l

能‥′り卜,小形化,軽王t主化,メインテナ

ンスフり∧-一化の研1花成斗さのあとか.みノ)

れる.ニ

【】立`こ土二のように.車体,f‾い卜のは

か■‾ト芯卯恍,.1棚卸器,交流機片:きなど･行

柿′.一に1t.与了-jjよび冷レj装iぎ王などのサーヒ

ス恍一旨三吉をも含めた総fナメーカーーーとLて,

交流,交Lた流`.に申のIiH発生望作にあたっ

てきた√

国産ミニジョン式

シールド掘進機第l号機を完成

l+.､ンニ;立と州i巾はアメリカ･ME九■1CO什

.と拙托してトンネノし川越機分町に粧=
Lたか.二のほどミニジョンJじシーール

ド糊進恨のl二i三】耗前1号機を〕こ戊､机I11

裡i;‡工_洪■株∫じ≦さ托に納人Lた(図6)⊃

ミニジョ ンニぺシーールト掘進恍は,

MEMCO杜のTabor引二1壬グ)発川jになる

ピソグジョンJ〔シーーールド榔進機を′卜叶う

図6 国産ミニジョン式シールド掘進機

て
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化L汎開性を持たせたもので,すでに

アメリクでは多くの某紙をイj‾するもの

であるが,わが国で様rか)刺するのは

今｢可がネ〃めてであるr〕

木偶はビッグジョン式と何じくポーーー

リングプレート付シー′しドグ)内部にエ

キスカベータ(ミニジョン)を組み込ん

だ独:持の椛追(わが国を含む各回特許

1r丈得済み)で,今回は神奈川県印校川

流域‾F水道工二三!iに使用され,砂礫(れ

き)およぴシルトを含む役雉な地質に

対して高い拙進作を発揮するものと期

待される｡

おもな特長

(1)強力な油圧エキスカベータによる

掘削方式なので高能率であり,かつ砂

噌き,土丹(たん)層よ1)軟岩に至るまで

広範閃な地質に対して適用ができる｡

(2)ポーリングプレートおよぴブレス

トプレートの働きでりう〕填Lやすい地質

に対しても安全に作業ができる｡
(3)前面が開放されており,とり羽の変

化に応じた応急処置を効率よく行える｢_､

(4)エキスカベ”タ(ミニジョン)部分

はくi)返し使用ができ経済的で,また

今回は円形断面であるが馬上締〔てい)形

断面のシールドにも取I)付け可能である｡

アイスメーカー付冷凍冷蔵庫

"R-458E引形”を発売

日立製作所ではこのはど,氷を自動

的に作って自動的に貯水し,いつでも

氷を使用できるアイスメーカ【付冷i束

冷蔵庫-､R,458BI形''(有効内容積405g,

冷蔵萎260J,サイドバイサイド形而開

き2ドア形)を発売Lた=図7〕‥

アイス.メーーカ)はフリーザ【に設三重

されており,冷ノ識宅に設けた3.5Jの給

水ボトルから水が自動的に給水きれ､

冷風によi)硬質かつ透明度の高い角氷

が作られる｡角氷は自動的にアイスメ

ーカーの下部に設けた貯水容器に貯蔵

され,貯水容器に約1.6kg以上の氷が

貯水されると貯水量検出スイッチが作

動して製氷運転が停止される｡また氷

が約1.2kgまで減ると製氷運転が再開

される｡

おもな特長

(1)製氷の手間がかからず,常に氷が

使えるアイスメーカー付である｡

(2)ボトル給水式のアイスメーカーで

水道配管は不要である｡

(3)フアンで冷気を循還させる霜なし

式でフリーザーに霜が付着しないため
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図7 アイスメーカー付′令凍ノ令蔵庫

"R-458Bl形”

霜とりが不要である⊂.

(4)フリーザーは｢耶ミミ槻jこ汁(耳SO)に

規定されたスリースター(-18Gc以‾F

のf令凍能力を有する)の十`絹巨で冶捕食

品を巨其耶目保存できる､つ

(5)凝縮旨芸をフ丁ンで敗=朴‡‡却するビ

ルトイン形で壁にぴったl)ご土オ)込Lんが

可能で,押付面枯を節約できる′二

(6)ドアを開くことなく?了}水を紙用で

きる冷水器什(水ボトル容冠1｡8′)で

ある.っ

語学三昧習用日立カセ甘y臣

テープ レコーダⅦ発売

日上製作所ではこのほど,キ之近の語

学ブ【ムに対処するため,譜千綿門間

のカセット テープ レコーダーーーTRQ-

2LL''を開発,発売Lた(図8)′‥.

テープレコ【ダー市場は,青年層を

中心にプレイ機能を収り入れたものか

ら,メモ的な清岡をする ミニテレコ

オーディオの世界へと入I)込んだデッ

キまで幅広い需要層を持っている.っ

これは一昔前,単に録音,再生機能

を使うことが中心となっていた時代か

ら,録音,再生機能をいかに利用する

かを考えた目的を持った時代へとユ【

サーの考え方が変化してきていること

によるものと考えられる｡今回発売し

た 小TRQ-2LL''は,このような背景

に基づき開発Lたもので主とIJて語学

棟習を行なうためのL.L.(Language

Laboratory)機能を持つテープレコー

ダ､‾---である‥

おもな∈特長

(1)L｡Ⅰ一.概古巨す寸

英会こ活など_L一連の秘訣とLて教師の

正Lい賢一汗を閃きつつ何Ir+もく り返し

て比率交紙背する‾方法にL｡L.方式があ

る.｡二の､てRQ-2LL■qでは, ステレ

すゎ一式のトラリク形式と同･･方式を抹

梢Lている｡二のため,ステレオ再生,

さノブに-
一滴辻のテレコとしても利用でき

る.

(2)､ソインモータメカニズム採用

､ソインモータとはテープ駆動系と､

lIし送Ij,巻きもどしにそれぞれ専用の

モータを仕った2モ【タメカのことで,

メカニス'ムか中絶になり耐久作にすぐ

れ､かつ寿占▲■}が伸びた(｡

(3)レビュー/キュM恍構採用による

ブイ､ソク操作が可能

再生または録音の北態で巻きもどし

ボタンを押せば,川+,巻きもどし状態に

なり､巻きもどLボタンを離せば,即,

再仁Ⅰ÷′状態になる(レビュ【)および再生

または緑青ご状態で早速リボタンを才甲せ

ば即,早送りこ状態となり,早送りボタン

を離せば即1再生二状態になる(キュー‾)機

椛を採用L,クイック操作が可能にな

った.二

(4)フル オートストップ メカニズム

緑青,再生,早j重りおよび巻きもど

し′状態でテープが巻き終わると,メカ

が角郡余L停止北態になるフル オートス

トソプ メカニズムによ1)､テープ負担

をかけない｡またテープを一時停止す

る+1mズロ･ノクーlトとなっている｡

(5)テープ スピード コントロール

再生時においてテ】-ブ スピードを

十25%,-25%の範囲でスピードを変

化できる⊂)すなわち,発音が速くて聞

きにくいときとか,乍豆時間で聞きたい

ときなどに利周できる(録音時はスピ

ード変化はできない)｡

(6)ステレオ再生可能

本慨には再生アンプが二つはいって

いるので,DINJ端子からステレオ セッ

トに才妾航するだけでステレオ再生が可

能である｡また､へlソド ホン端子を

利用Lてもステレオが聞ける｡

(7)カセット3巻が収納できるダスト

カバー付きのほか,テープの頭出しな

どに便利な3けたテープ カウンターを

付けた｡.またバランサー,トーン コン

トロ】ル円つまみが付いているので,

使梢者好みの状態での再生ができる｡
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おもな仕様

電 子原

rl-1

消費

録音

消去

ト ラ

へ

フフ

電力

方式

方士〔

日立ニュース

AC lOOV,50/60Hz,

DC 6V,単2×4

DC6V端jイす(カーア

ダプターD-7肘安蘇た1

つ三月]最大JlりJl,000mW

(E壬AJlOヲち)

4W

ACバイアス方式

AC消-よ

ノク形土じ:4トラック2チャンネル

レベル調幣

鳩波数特性

S/N

録,内yl,消-ム×1

完全自動(フル レベルマ

ナック)

50～10,000Hz

45dB

′ノくノノブ己`.Lこ十川こfご土,ノく脊‾:ii:化ヒ利中一Jり卜ユーJノ

L㌧にIrl如化u'小二で打夫に発止ミをjをげてJ=I

ナでこニノノくり丁己`心i+て‾の起三助仲【卜+士'rt土J-一∫汁汗條に

よる】′仲山化が`‾j三地きれてし､る二.しか･L火+J充

.かけ♂㍉;れi二川旨には､j逆虹拭作卜.多こニプノ訓111簑

什かムるたれJl上jせ,祥一lにノJご÷什に.手jいノニら,

土 り′左1モ稚り三ち一述較を行なうために火‾ノJ総√㌻

`ノiモ【'lJ仙化シ1子∴を仏､こ1安求され′ニしゝる-､

■‾火りブ己`心叶給Jナ1†】′l刺化シ∴ミレーク:

では､Lけ川法ノ＼-._にプ川り上珊先l叶納_わ火ノノブ己′■E

l叶総ナナ乍l√】勅化シュミ レークによるfり岳二`先川j‾兜1

Ji上び慌う尉/いJ丈を小心にi生ぺてし-る.

■it■

Jl立社,′卜稚グリ結か⊥1フ消イヤJ)城まで, †

た;払ローンノ1ラ走れをつくる物i六己システム化J)必懲

什か1札卜れており.1‾.1三に′物i芹Lシ｢トニ仁子呈をIli･める

仲子引笑覧÷そこさにをJ【`‾】軌化低能かょすます柴.ミ■一子され

てきた._

仲子箕機器シト1代表例とLてはJ寸主菜ロホ､/卜,

スピーカーー:10em≠

スピーカMモニター: ON--OFF

スイlソ手付

FF,REW時間:70s(C州60)

ワウ フラッター:0.15%(WRMS)

使用半ギ主体:ICX3,トランジスタ×

7,ダイオード×5,

S C R Xl

外形寸法:幅26.7×.亡ノiさ7.1×奥行

23.0(cm)

_日三
晶:3.3kg(乾`iE池を含む､)

アクセサリr:イヤホーン1,へ､ソド

クリuニング棒-･式,ダスト フンバ【

1,電源コード1,消吉プラグ1,′記

地券(SUM-2G)4

編集後記

/ノり 卜けう二坐鵬斗さこi-■仁乙･ヒ'がL手1げ⊥▲〕jr_るか,

iけニ7)つ‥ 卜げィiノセ寸舶紫‾i;′ことその応川+でごま,

rユ】丈

`′J

り 卜け述糀其i;■'一について.J+川郎.■fリ土.し川こ例を

女えユ･かJ▲っJ卜之.世の†ヒ抑t】キ六千i生してし､る.

■ ■

けこ将に対する什≦ミ的乙･紫.言l～i己まノ｢｢卜拝しし一高

王りを見せている 一‾ノ∴1う主∫郁システムには叫

ゞノ上を要する鵠多グ川王1拙をかかえてし､るニセ も

壬′二lけノミて.ゴi,る.-.仙∫〔二†什[ト■.′ニノテ■ィコ ヒlT

嬉ぷ

為さ

為
魯

図8 語学黄東習用カセット テープ レコ

ーダー``TRQ-2L+''

ーンニニ拙作叫におしゝても,什ニーごシ71ウ‡‖い二二′←

数多くグ‾小三咄‖岬賢一汁ご主ち･▲､〕りにコン†二_グ与

ギ‡人Lた【う川手システムノ川トJ稚キー求メ⊥てさ/∴

1こり一で｢土,抑え戸H川宅詩:トン1テムソ川｢て己･

【‡トj発成り上の-･J‾7f.‡を,lシ川ギ亡二J;けるコンビー

ー一夕不川Jプーリー亡モ?_.を:ユ7ニタ‾)､5如ケち一)て

lう消そシ1テムーキ駁_+に圭とめてし･る･

L7′瑚≠グJシステム化,け川州f批のシステム化

かIll卜+ざれているノト1†叫l一Ⅰニキfりイ∴il祐_丈り三ヒ〔ノ

側係.言行几にを巧‾とぞ⊥･れば十‡いでムる.

■ l■

湛山｢tを示F【jる-エ家
i‾JJんには,山上jりこ一､}一‥放

才一ヱP三′､即.字-1 人山1仁ノLLtより､一‾･ユー耗_ちるlケ三

郷システム化に1托り射tむうえでジ‾J,工tグ‾)ご】■1i

｢言妃を｢ビ′三城車のシステム化_■と拙!ノ,卜_仙与ナノ

土 うだいすることかできた.二.

ご繁用中にもかかわ⊥>っず,イこ.こ占のために1･ナ

に的を貸されたご什江に対ぎノ､心かごっ付くJ;

ネLlllLあげる次節である..
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