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アメリカ･ギルポア発電所

初揚水運転を完了

アノ り カ･プレ ニ′ノ＼イ∴･キ■′L
一ノドア

指水先′FヒこJ叶納･少)し7)30ノノkWノ11ンフ■■7】く-itち-

ムーブひ■に32ノJ‾kVA､r己ノ∫に1山】j.J鴨-■～4丁二Jが押

付けも川如I.■∃にi旺キj■▲し｢一うナ,1り一概が+こ

る6)jltl,如才去川し1廿】臼ニノ:;仙■卜一ノし‾三J一い㌣∴

ニジバ己′ん二叫｢よ二 ∴7--7川ノ∫+∴りノーJ

かハトソン川 卜流‾7..コハ･1 三1箕三=十い′

そiにダムを･ほ.て迂L,什ノi才土山汀一卜′‾J卜.i二じけj

水油にポンプ水小4て亡;で+‾i川こする什▲り

100ノJ‾kWJ7りヾ税帖純+㍍水稚′■かぃこ､ある.

ら･一子フナ一汁It】には絹本ノニジ‾)2～-4リー機も

片帆i+-し煉を`ノ】こJ′Lて4子トとも甘装う割を二

i'二∴土いるJニノ′よてある.

ト ポンプ水車のおもな特長

(1)l∴1i■行′∴ ノ､こ一rF己ぎ1ニノ十ンフ′Jく･卜て∴叫

稲川プ,J30ノJ▲kW｢士,十と乙/】二.;十Il坤lげ)いノ)キ,

丁㌃めl叶淋ノー-と人解とノ)Lノ･ノうで._手-,る‥

(2)ランナは汁′i】朗ノ1i･糾一体低.1立てふる.

(3)ケーシングは60kg/′′mmご,■+川主ノJ糾

枇を仙川し､_呪地i-才子ほ仙′i⊥一∴■土)る

(4)人l=｢はエし ソトーコア､う 一′■､i:別宅ン｢一

朗托仙二を寸丁長川‡〆た三姻舶i･言上iは椛′iむ+-+川三ゴー､一一

である.二,

2.発電電動機のおもな特長

(,1)-㍍一也人芥呈一言ニて己ノ心心+1‾岬孟て･.ゴ;‥,ノ

(2)始刺は､

.舟ご‡′■‾に土軸寸璃亡
誘やうに土仙慌

イ妃′■に′■L山′･リノ粍_卜.i二い二∴よけ.r二

上り子+‾■ち･い,一也化仙仙+i.

ごタこ側に.i-泣けチ∴イ杜仲爪川;そここ

でイ‾J-乙･う

(3)碓小帥ノヱは､-･J+越山仙巾か+ ノJ

才戸冒ししこpう1卓J川Ii.土､J∠j‾〔!一言土叫｢巾シJJi二,【..‡.はノー/=

ご∴上る熱変け壬仙1トノJ7し∴くっ､帥1‾､ト7ノ幼稚

讃壕を他してある._､

専用日立モー軒ル成〉

｢完全自動化システー&ゎ+完成

lトンニ告せ什J叶て亡(土かJlて_Lり ′トナホ_卜

J払ノ)｢1こ′1ナ｢けり化ンてテ∴ レ′州J了己を討こ

けてきたか,

ほどrノ加丈L,

1-l､ソニでは､

ステム.+亡二上

そソトモテ/し1′､ilリーが二(ノ:)

ノミ様(か)別に+主･､い〕た､_.

/｢l叶ノ■山kLた■総.′･｢′卜巾三シ

り,1一汁=l､/-ト･卜/し∴Lそ

ノ)ノニヱ=ミか-､ン/州_Il射L､⊥′二て..了己込まて与･

コン ヒュ一夕でr王jり制するニ ヒ(二乙･る.､.

〔l+L什Jl=′ニモーート′しレノ)上う乙･多帥少こ_-_i:ノJ

;出l■■l'lシナ粁をはば`ノ■こ-1て七∴杏でl′l仙化_1卜Jヰ壬

できたグ‾)f上,わか‥≒lでも糾♂つての二±

〔′‡;)る.圭た,l‾総て′ナ′卜推シ1テム..ご上シ

ステム佃1-‖】■と しても 卜1州J丈ノこできる L

プ‾〕とち･ノーノている

ヰニシステム亡上_卜八づコンビ⊥-一夕 ヒし

鳩薮

′嘲

♂ザ

巧者

区= 専用日立モートルの完全自動化シス

テム

てH】二TAC

コ ン ヒ ∴-

ノ■川キ十､1…

キ制御r

くこご上ノ＼丁‾lノニ

8400ノt･川い り+ト=いノ)制御川

一夕HIl)1ClOOノを′i山してIrけ山

ヤフトり什】川JN C二｢什恍即

し1rJ

一†シ'‾)仙?ニシー)ライ
ン

ン グ‾川し｢川｢アシニン デセン

ク,村村.;=iニん1搬′;去川=刺イ1イ スト バ

ラン1-エフ1クーーー 州.､ 一7/〕/,=上仙

.山･粁上し‾i--ノ⊥･ヒ､ノ･ンイ/付加て+(二.i‡i;上■】モ山ニノア/′し】

･二)(図1)｡
】.機器の性能と作業の仕組み

(1′)㌃iITAC 8400亡土子し‥/クス亡二上ノミ,

′､エゴ■=l川え∴り士一‾ノ′いイ+さ川Ii,r･･【rM′を

イ+■･7.㌧一J キ メ･ン

【lけ】_≡与
†ノ↓

二′りキ∴!壬ごニーノi

Ⅰ′川心付l-iiカ

収しノニり

什化さ小三ノ

7り二▲Jl州､■/二什■う〉三に/ノしl√･′

什/をニノ仙■ルーノ=ウ‾1‾ィJ

∴必サ/㌧▲イこj'糾･■くJご;=j二■■..-トハ

⊥

.■川小てケ:ノ_コ_-′しキーノ】
N C川l‾l∴7)てナノニJr- ノしカ

(2)‡1Ⅰ工〉‡し二1()Oi'ヒⅠ朋TAC 84･00上り.1t■▲

さハ :′､･ケン ∴-- し∴･】1!≧一′-～
.i二】;】-.】'.で

叩川-′)lい仙汁小[N(二iイ1二椛fけ⊥一肌仙

‾j‾イニーまニ′㌧ト+lけ‾イ川J汁】ミJ(ノノ州=-r【j･こう【ヱ

1ニ1二川享ノイト1･J

(3)【】仙付∫1i亡.上‾乙十 二･_-ノL レオJり

HIDIClOO上りl叫主H行ノJこ与れた棚=しこち､1

か⊥ノJ;Jニ.■-11ノ)汁.仲冬▲lけ仙てJにイト⊥､-1.人

坤(′士ん-一物〔二ついている人叫カー トtペイこ

一己-1-とれ∴[=刺仙にム‾き棚て■ン拙1Lしノニ人

叫すろ.

(4)l′付小†1イてトニ上付小Lり川J･書i三こメし

ノ∵り糾十.1二fニー■■■■1キ必】姓ノリ抑J了一壬て寸舶ノ;_拉‾ナ

イJ

(5)NC =1増毛什11ご土.NC仏ヤヨ:主2ナr七

N Cフライ1ヤj:盲2了∠㌻､二れ亡二片什1推し

‾二しゝろマン ン
ノ､ント才J上L･ヾ'二れ⊥､ノを宗.1i

∴コンベヤ土 り付f収されているし!二れ

ノ〕+上し一‾fれもHIDIClOOよ り山根†托′+こ

をノ之け,川J‾‾】1スケジュールどおりにシ

ャー7トキトrl+桝ノーし工する〔ノん】j!物が食わ･一ノ

ノ㌧J‾･拉丁-ト′)J=貨叶川三梁も,HIDIClOOグ‾)桁

′jミで子‾j■ち■える土うにして,多椎少二社製.1.一-

の機1城川l二lニグ〕無人化を尖税Lてし､る.

略)組､二仁ライニ/は､糀.1.-イ川fより=川i

されたハ･‾-7ニノング,ステータ,エント

ブラケ､′ 卜､外フアン,ローー一夕ユーヒ■を

糸‖__､ンニててモー一夕をつく る.､

(7)∴心強装掛まHITAC朗00で什収き

八たJJ-しIIゾ･i‡データカトーートを.ill己+.ち.i主圭せる

と,必■か▲と`=卜′).山験を日割的に打ち･い

｢け州り1L‾‾う‾る.土うにな/ノている(=.

2,本システムの効果

仙 人.■l川川三業,‾仙i-i符月!,指取付業,

NCJJ‖1■.什ツ∴ 什斗三㍍1叫若様,検二クモち･

ヒ､､ノJl′十即化に上る打プJ化グリ三+軋

(2)r‾川=′)､▲′二休化に､上る1巾横の絨iさ城

(3).仙▲.｡'.什+‥仰山生ノ‾小J卜.に上るイー=朴.1,.

ノ‾‾)†1t∴城

(4)マテリアルハンドリングなど'れノノ

化斗ごii一■一三シ叫与i二J了己や,総でナ/卜耗システムリ三

一呪ノ=て二･少)･ノ)ソフト川+了己に.上り,システ

ムl恥■-川上′ノニゾ川三位かでき′∴

3.本システム完成までの議運繹

Iト′一イ‾+川Jl三ライン1′け山化ゾ)‾｢始Jプー)

しr rl∫′川143r卜にイージオーーダ､-ノノ■

J-しウ寸七== 二fi÷丈ん■,モ【トルノ)/h仁ノノ

_L一㌧とし一丁二r‾ノー▲､,フ1トタイム
モーート′しこ

て(テ∴.′立川=己r__た ニゾ)托仙二を肘掛∴

】川こ】145r卜+こか 右七士′,′ナ′【リil′壬システム.ノ‾J

川-一卜;己トニべ1′盲丁∴ポノ3｢ト リに本シ1テム

ノ1二戊ノ‾〕一うニ出しに-ヒノニ
r二もジ)て･･ある

大形円筒研削盤用

可変周波インバータを完成

クランクシャフトニユ▲ヒ､､ノ川け†∫jり:二仙川

:ニメしノニーノ､什三IIJr､.j‾f仙､-川ヤj:ト′‾)紙rヒ:イl‾仙川キ

ー仙モ･J′L∴,イ祇=1ンノ州卜1‾りノ)什■寸言臣.'l∴

Lり_i】七J【と′二丈一食ノーる必■拭かこ声)ろニノイニ

れ､千丁亡+こご土Jll_i六Lモーート′しを仙=r_し･

∴ニカこ,■+i`くさポL卜,ブラシがイ叶Fl川i■化ノ:L･し∴ノ′

ゝ‾) う‾ハし′寸心二‾jl牧IJこ1ヒノLj rlこ

＼`J‥:二･1州こ･Ⅰ∴ト丁･〕
ナー

【ト■′ニニ聖】川叫▲てご土ニノ=三ヒ∴ニメ=ノ･ノJ

J抑･■11一ト1こ+Jし.川亡イl▲枇耶小山-モ
ート′しノ)

池月生キ′〆占ゝい二坐柁できるノJ川1川川川り

ヤj引IJ‖ぃな川i■Jヒインノヾ一夕ノをノノJノ仁子サ/_二

(回2)｡

卜 おもな特長

(い て‾ラシ､ヤ.てi六LJ′一かち･し▲シ)で,メイ

ン テナン てフリ てj廿lシ∴ニきiニ
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回2 大形円筒研削盤周可変周波インバータ

(■2)伽刺七､-ト′′Lか+､け三亡二1'ろ

(3)†∴似什ンシこ■JJ＼/_,_･′J

NDOS用アプリケーション･

プログラムを完成

Lトンニこき望什巾亡士二′=王ビHI′rAC8250

NDOSしNationalDefense Operations

Sectionト7‾)もとて緑(′か岬Jする 卜.;し三の

ナくつグ)アプリケーシ ョ ン｡■7ロ ケラム六ノ

ミテこ戊L､顧′存に拙作二引主旨･+輸し′し√■表1)

表1ノ)Tr7= ト

､⊥.､､‾‾j二jしL32k主‾iトノ､

処J二】lし壬三こ;■■】二‾て‾ノj三†J‾‾■り他

丁‾フ = 7 一一/｢/

似′芹■1し三作)ノ7りい亡二1トい)

jし ろ

ノ ー′｢Jプ ラ∠-

トT)rlITA(二二 8250

二 まこ)り,J.!三仙■り′人

一7 ロ γ■､ぅ ′
し･†

ノ＼ノ才Jノメし′二†小IJき

ナlし∴
亡,SI八48(_)1∴∴ ノ+1‾什宝･上川!-_l‾什

+一にこご什て､1り上ノこ†′l-.叫■1■二梢:__仙=Jご/
‾7

U ノう こ/ノ トF′‡t､′イjりi■.r心二′拝しし､一ごりり⊥

与す,げ/ノ/‾).手)る 圭
一了し二H九4

tI与ill()f

表1 アプリケーション プログラム

す寸々甥寸書
乎寸イイ一書

〆〆〆がⅣ

∈芸さ

t二滋

8

済野､

さ三∴ ニ聯㌢

正鵠惣 一 巧 J～く`1′諒

国3 下水処壬里場電気計装設備 中央管王里室

Materia卜〕ブロセリサは,拉】産`｢庄機体

⊥-〔告別二で′卜f)た行理システムの中核とL

て仙川され,何社の車楷fナ理化1壬朔.言‾r

仰の碓､ンニに人きな役パリを米たすことか

糊付きれてし､る｡.

ち､Jjヶ 放J=【11J‾l'】山iプログラムLl)S

･Lineal･PI･Ogllamming Systenl)も′i止

々,`ノJノkLノ‾)イ1Lである.

日立市公共下水処王里場

電気計装設備を完成

子=′,て_川二.糾山をダ〕丁すラマ三城リーし1+_､二/二‥｢こ'は,

卜′J(jl､1キ′ノこ仙させるため,ニグ)はと､心

l/､Jノ)抽べj川にユ'こ‾jし‾卜水処川り■主立を`′■山七､

J丸山て山ノJく_ぺが了j二ち､われ/∴

処J竹J甘ご7､′他.言!よ｢七､スクリーン抽-->=姓

(∴ト′)てィtトじ砂地一一上位和J沈jl亡注油一エ7'レ

ーーーシニ7ン タンク→+llと終泊二鵬7也一塩工兵ii･と

仙抽･ノ7)1ノバIじ(でいう結竺縦タンク→紫■1■川三

人ii川1タンクーーり`‾〔り別姓水慌かいJ丈ノーJて

J}り､処一叩1揚の`■に1t.汁装J洲i亡jヒLてr.土,

プ ロ グ ラ ム ニF+

SIM巨さ(⊃+

しSりTl=l= 】口1〉し,■川)ン1こ

∩==l､り LL】‖小‖叫一)

BMフロセッサ

しBlll=｢Mこ】t川l｡11

Plし)(二=さう()r)

PC M S

(P川ド=〔‾二川1t l

Sソ1しし･【1)

M S+

(Ma川し･r11こ=lr:とI

Sし山い川t】｢と1= L†こ‾1rY)

H S A P

(Hllat‾JlllStdtlStlCn

エ員 苛こ

-----------＋-ヱユ†■ヱ?Lワー聖二ワリ'-'6 )こ-Yプロッタ ルーチン

説 明

事務計ぎき_業手芸用に容易に適用てき,複葉佳なプログラムを苦

く ことな く.即座にイ車用できる簡易テ一夕 ー＼-ス マネー

ジメント システ■ム

製∠i蔓工業における部品展開などの部品情幸艮管王里を行なうプ

ロク■ラム

ダム工事やヒル建設など♂)プロジェクトの日不呈管書聖を行な

う フ′ロ ク■ラム

数1直計算用サフプログラム

多変享量角竿析などの純言十言十算用プログラム

[司形処王壁用サブ‾ルーチン
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済

小火ノ汗J‡11三1iに,小火抗rこ柑1ごす‾:喜な▲-〕ひに小

火拙作小Lを,言辻‾;丁一二lノて,′立食ノ`に,杵j仙ノJ

.こ†帥芦;iをTrむ`.は;t.三1川ijち･レ､ノぴにみ帖∫汁洪
こFil川三【J米‾苗プ‾J賀三小せi:さ_手L⊥桝刺を打ち∴ノてい

る(図3).

ち･才j伯+三,‖H=対‖l+.l■て‾印篭をイ主人L,

デー一夕処即,CRT(Catll()de Ray Tu-

ube)く二上る片和夫/jl,J山虫化itり=別を子∫‾
ち■-う+11亡である

また,本__1‾二■ト地_‾‾｢の努リノにりし【ト_/_

lいレ長より感謝状が授与きれ′∴､

紫外線厚.さ計｢∪∨ゲージ+発売

Ⅰ=..′二こき望‖三I叶て-こ土二ニノ)(王ヒ∴7■ラスナ

ックフイルムプ‾〕ご出′i左t二f'l!_でそ･〇7‾川J+二子L

J〕を紫外線に.上----ノて+l三･4‾別紙で迎も】こl'lモハニ

洲1ヒするl‾uvゾーン_+キわかl｢トニやけ)

て′ノL収,稚ノノlこ与川二j々了亡丁し′二.

チノ亡九フ1‾ノしムニ7)り二ぅむ∴州1Lj‾‾‖ケ

ーンとして亡上べ-一夕維J暮J〔⊥'‖l■かもく仙

われてい/∴ しかし､べ一夕柑り二手.汁

は放射拙耽り拙いト7).i戸iT縦ゃ･二糾て結′71･

ヒ､､が′比､賀て-あ∴ナ･

｢UVデーージ■は二J7､).土うち･一紙.さは

‾イこ安であり,さいニポリエステルなどこ7)

汁､flLフ イルムにりLてご三桁忙､巾拙作

など〔ノり【,-二で′･う‾ぐれた什能を川一‾ナしゝる

ヰこ装置卜土
_沌1三日叶)■LゞJこ･ごフ川■二判t′を山川

Lた享ノので,】7イ/しム与一冬i也し/_二紫ケト

線グ)フイルム亡二.上りl収り丈される池上主(州

イぷ波-1一主)と峨1i止されない池1一主(村仲兆1ミニト

の紫ケト線強はを+七較すろこと亡二上りJi∫1

さこ7)測1Lを行なうものである｡.

トト:仁ではベー一夕線.1㌔-〔さ.汁に/‾八､て｢土

多数の約人り三糸L-iを持一ノてし､るか､｢UV

ナ､---ン+ご士そノ‾)絶版にj叶托附をブラスr
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て完成したもので,J亨さの均一性を必

要とするコンビュ〉タ絹マスターテー

プ類などの製造コニ程におけるフイルム

キ則完Eの分野でその利用効果が大きく､

今後の伸びが期待できる(〕

l. おもな特長

(1)光源ビームを絞っているので,ベ

ータ線ノブ-J(に比べ測定i良捕手は約÷で向

後10mⅡlである｡Lたがってシ【ト端ま

で測完叶能で,厚さむら測定の位置分

解能が向上している｡

(2)応答が速く時定数0.05秒まで可能

である｡JしたがってJ亨さの急激な変化

にも追r樋できる｡

(3)ベータ線ブナJ〔と異なり,ノイズは

悦珂柑1Jにないので指ホ値の訂川文相性が

‥′■j卜する(二.

(4)パスライン変動の宕じ響が少なく,

べ-｢タ維ノJ一∫〔に比べ約¶をに低i拭きれて

いる｡ したがってシートグ)フラッタ(ぶ

れ)に.よる誤差はほとんどなし､｡

2. おもな仕様

洲J立位洲

エーてテ/し フ

I

j】.fン上 数

一寸税ノ性

0.2､1.2順光性単仙(ポリ

イ′しムのJ-≠き2～50/パーい11)

0.5/0.05s

±0.004｢吸光度(′ポリエス

ナノL 〉フイルムノ叫j二さ土0.1/Jfl卜王iJ,圭た

ご士ごむtり1上いノきの±0.5%J)人きいほうジ‾)仙

= ソJ:1)C±1V

Lに
抑:AClOOV,50/60Hz,500W

国産技術による初の放送用

新形撮像管｢サチコン+の

実用イヒに成功

日立製作所ではこのほど,放送月]高

件能拙イ象管｢‾サチコン+を,[一本放送協

会総合･技術研究所との多年にわたる共

同j肝究によI),全くの国産技術で開発,

実鞘化に成功した(図4)′〕

ニグ)｢サチコン+は,新しい半導体材

料を用いたもグ)で,′ト形でありながら

十分な角別家度を有し,色再現,フレア

ーー特性がすく､､れているという特長をも

っているく.

新形端像管｢サチコン+は,セレン系

カ/しコゲンオ､ラス(非戸軽化物系グラス)

の非晶質半導体膜と,や電性酸化スズ

膜との人血積ヘテロ接合を利用したホ

トダイオード膜を持つ画期的な損保管

であるし:二の｢サ十]ン_+は,÷in管でも

解條度がすぐれているので,放送用カ

メラの′ト形化,軽量化に大きく寄与す

ることができる｡

セレン系カルコゲンオうスは,その

畔
図
4放送用新形撮像管(サチコン)

(左)H8362およぴ(右)H8375

光電特性からみて粘條管として望まL

い材料であるが,その光･;#電暇の製作

にあたって信根性の点など,裡々の凶

嫌があった｡それらの点を次の_ような

新技術の開発によって克服,誌癌化を

実現したものである｡

(1)従来､困難とされていた非晶官‡半

導体ヘテロ接合を実現するための新材

料の開発

(2)セレンを主体とするカルコゲンガ

ラスグ)熟的不安定性の克服

(3)カルコケンガラス成分元素ク‾)プロ

グラム制御による特殊分布の形成

(4)こ這産性ク)ある連結薬石概の開発

以_ヒ(内外山噸特許20数什)

1.｢サチコン+のおもな特長

(1)r∴川ノ】三保比である.-.ぅーinてもfノりこノ)

1in推みに使用でき,また,解條性に

波長依存性がない｢岳解條度の特上云を

生かして,フ､トライブフ一丁′レタを内J歳

きせた単管カラーカメラ円とLても他

月]できる｡.

(2)高感度､低残像であるリ ライブカ

メラにイ吏用できる｡､

(3)仁一ぢ･均一一竹である.｡連続蒸着装置

の採用により,ばらつきがなくち･り,

また,信号のガJ･･性がrJり__J二Lているし､.

(4)光感性の波長特性を有する.=.バラ

ンスの良い分光感性を持一=ノており,カ

ラーカメラ偶に克之適である.1.圭た,赤

色光,緑色光,古色北用に特別仕様の

球を必要と rノない｡

(5)フレアー1規範(強い光かあた一-1た

ときに起二るか∴りJ九範)は暇の)■L雌

収がユニいゝた♂),目だたない

ら-お,F卜占二では将来,放送fI+〃ノラ

に舶ノノす,_1‾二業川､放ffJl-j簡妨カラーー

カメラ‖‖肘象甘ヒして,｢サチコン_+を

枯柵帥+に販ノこしてルく 方針であるし′ 二

のため,】フィルタト小馴二壬r【サナコン_+の

試作亡二い戊+■ノノーノ‾てし､･る._

2. おもな仕様

(1)r-18375:一言-iIlけ三･､仇､1一汁三.

J卜と人外作20mm,バルブ外･i茸18m恥乍-1主

103m恥 巾‡li二22g､′■一にイ一統ば■丘磁化抑+,

`】_にイ滋-リ三‾叫川手､f畔條僅750TV‾1こ∴女性0.15

′′JA√∫′′101x.1けLに流1ナノアンペア.城
條4:ノ′ん,放送川′+､形カラーカノラ川

(2)H8362:1in彬

拉人外そ至29皿恥バルブ外子卓26m叫′1干上主

159mm,屯王†主58g､`一にj′一統+圭一■に石釧卜占｢叫,

1迂磁築･小‡ニラ,f畔條度900TV本,感性0.30

/JA/′101x,暗`一に流1ナノアンヘア,夕立

†象6チ占,放送川カラーカメラ川

多桁数字表示素子HE1541,

1551,1561を開発

日上二製作1叶では二♂)たび,‾‾巨七!∴⊂

`一に1∫い:り一.バ十算機の表示用の発光デイ

オー｢ド･各桁(けた)数字表示素十HE

1541､1551,1561を開発し子l主席を†制始

lノた(図5)

ニグ)発光デイオートはGaAsPモノ り

シ･ソフ ナいノブを川しゝたホ色充叱のl叶休

放て二表ホ素-j′て､あり,レジン レンス､に

.よ
り寸ポ∴ノヾされ,比べ+∴㌢し､人ささにち･一ノ

てし､る.一 表′J淵ユは,H E1541+土4けた,

1551は5けた､1561は6けたとち･/′-ノて

おり､二れノ〕を組ふ†?わすニヒに上り,

8けた,10けた,12けたゾ‾)′.にJ′･J-〔-:il･.

計節機の表′jミができる上一=_二ち･-ノてし▲

る-.ニグつよう亡二各桁化をすることに.上

り,放′jナニ去ホJ〕桁=jc′川月るさか
-1亡と

なり､また放r主ニグ)配列もそろノしやすい

ニヒにより､′【に十+テじ小卜】汁打機ノーーカ

ーでし′‾J机上二が不払になる.､

〕 t と

88 川)I28 柑D

図5 開発された発光ダイオード･多桁数

字表示素子
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回6 大容量排水ポンプのモテノレ

感
ト

おもな特長

(1)多桁化数字表ホ素イーて･､あり､標畔

的なDIL形パッケージをす末期Lている

･ソ‾ノで組立か谷易であるLノ

(2)法払1.】.のイ.一言板作が-し:一･jし､

(3)モノリン･ソク化Lたことにより′j′二

什ラか･様にち､る(､

大容量ポンプのモデル完成

トト正三出作巾ではこのたび,碓.没吊l法j

心地方建設局ilエア了川T‾▲い-+i碓一昨(∴二郷

排水粍j湯)納め大そ手品排水ホノン7し■グ)モ

デルを完成L,顧客立会検_杏も終J'し

た(図6)｡

一二与即排水機】湯は,小川と山二戸川七が

J止も接近Lている碕千把二∴j邸L町に水路

を1識別Lて埋設されるもので,JIl水帖

は中川の水をit戸川に排水Lて､r】1川

_上i太上衣におけるi共(二う)水被7古きの軽減
と小川の分流.である人士湯川i允土或のi甚(た

ん)水位`[;ぅこをl;ガ止するものである(二.一一力＼

活Lけは江戸j】lの水を中川に注流させて

小一llの浄化を行なう〔.

木機械は,世界責主人級の排水機場で,

始終的には50m3/sポンプ3子i,30m3/s

ポンプ1≠了およぴ20m3′/sポンプ17≒が

.こ辻置され,f㌻貢汁200m3/sク)水を排水す

る.さ1‾画であり,J建設省関係の/｢彼の超

ノヾ形封巨水機場の基本となるものであるJ

慌J‾射勺に含まれるすべての慌昔旨は,†∴

相性の高い蘇新グー)技術を探り人れたも

ので,操作もすべて遠ド福利子卸ノブノ〔を′抹

丁目している〔〕

/rl_l+は､二のうち30m3//sボンTl子i

を磐望作納人するものである､-.
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図7 工業用知能ロボット

パターン認諾主によるエ業用

知能nポットの実用化に成功

口_立製作｢叶では二･ノ､)こ三ヒ∴子机ま,触

′:どこなビグ)パターン.認.端寸川こ+ニプ‾)ネた壬j三:二上

り､ぎ三界紬グ)卜‡三け‖二L†能ロボソ】ン'‾)り三

川化に戊ユ■力L/二(図7).

二J7しJ二ぎ三相七=能ロボ､･′ト+三.ノ＼l‾～りプ‾)

よiにあたるテレビカメラ ヒ,指1いこあ

たる触克センサ,リ〔｢りい′l∴十=一土【1′子‾るけ川こ

イ_､ユニ置認識装置と制仕り洪てイ生JづよL川和亡二_音)

たるロボ1ソトにしよノーンてヰ満成されている

作業対象を視√克装置てヒー､ノえ形状什二胃

認識装置て∴ そグー什ラJく+トンニ芯を■い=印する

ととい∴ 触苛二柴搭で締こJ.土子去ロ+1∴ソト

に作業指令を=す.づこ装i苛は,二れノノ

慌音詩の油菜により人l…りに近しゝ繊抑ち･判

断を行ないつつ,兆わ亡に応じたi‡1占性ち

作業を行なうことができる､一

二丈川前1号犠rよ,コンクり-トポー

ル,パイル業界グ=､･ソブノーーカーーであ

る日イニコンクリ【卜工業付こJT〔公什川,】∴1

‾｢楊(茨城り.し二･に納人､コンク【j rトホ

ールおよぴパイ/しゾ=戊作手‖]アワ壬わく･プ‾.)ポ

′しト締付ラインに†王む川卜｢る.汁L臼J_iである

碓氷,ニグ)作業二土人トニよ一-こ′ていた

か､レンチのす吐ミ寸心が瀧しい二 ±こ･ヒ､で

作業二月一グ〕f‾1ヰ‾U_かノこきく,:∫l瓜+化か川望

さjLていた._ しかしJてrlメ)く′j純化カ∴多

し､二と,梨わL･い-･7川手カ…不日雛}ユーニヒノニ･ヒ

リうため完1モ自白わ化∴三川抑±さj′Lノ:い7∴

二れに対し,′rlE-りノ)_†■.諾二=-=]泊巳ロボ

いノトは,連続して柁別してしゝく∫弓.+メ〕こ

に対lノて手札`法貨道三てホ･′しトム･:j′一た起物ノ;･

ヒ'･シ叫i壬こ亡二古物を比1ナけ/ノーー‾‾ノーそノ=叶rl三与別

一叢懸濁′㌦

､抽-∴‥題

【),触項二装荷で確認緒,ボルトであれ

ばインパクト レンチで締め付け,て突起

物であればこれをj址けるようロボット

を訓ポ印IJ手k誰ち･n三業を止碓に続けてるL-.

イこ尊王置1Tこ丁でi卓や上之さの単なる多純

増グ)J‡■りっくに1也川でき,1ノトク)ボルト

をす【セLて締め付けるプ‾)に､ド上勺2.5秒とい

一ノーミ■い､作業能力をもち,プヾ帖な箭ノJ化

がl･丈lれる.､_.また,締め付けグ)ガJ一作が

向卜Lたこと,J一言リオ〕く寿命か土主くなる

ち-ビク〕付l柑'l勺効斗さも__l二が/ノている｡

1こ装荷くま/｢山り三川化したコンクリー

ト+1-1ル.パイル与望j生__l二手-ⅠミにとどまJ)

す,組_‾､工､検ナモl二不｢】ミなど多椎多様な生

Jヰ三‾｢車1.与･の黙■ノJ俵一汁三吉と!∴ての応柑か期待

できる､

1. おもな特長

(_1)祝眉二,触克托郁のJ垣捕に.上り碓氷

の生産設備に手を力=えなくても自動化

かト』れるt.

(2)竜一‾r一.汁界機をJ‾一口いず専用の電丁装

置･:二Lてし､るので,比較的ローコスト

で塙辿処才一llを1真現している｡

(3)同L1日のl+月るさや振動,温温度の影

響を′乏けないタフな視見装置となって

し､る′_.たとえばある柑畦コンクリ-卜

松なと√で汚すま一旦†ノても.識別力は変わらな

い√⊃

(4)視づと装置は紬椎な形･状を識別でき

るほか､高速物イ本でも眉実に形状を見

きわめたうえ応い分解了指で†立置を測る

ことができる(二の視′党装置は日_､上二製作

戸斤中央榊′究1叶で開ヲ己Lたもので,イン

ダストリ7ル･7イHIVIP Mk.7と言古

六トノ
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(5)墟純Lて格別する対象に追従乙_つ

つ制作するロボ･ソトを開発Lた♂)で､

柊歩わ‡一な■か⊥-フ行ち･う作紫に過応てきるり

(6)末構造グ川苑を｢採梢Lた二･とり ノ左全

装置ノ)ノヾ帖乙l･杭州により機器の仁て柵件

がl/り卜し/∴

なJ;木装i宣は上る10ノJ23～27口

l】本う斗1手技机純でl-i臼かれた小'73il

術態′′で発表展ホされた､J

宝で

亡汁丈

22形豪華コンソールタイプ

日立カラ【テレビ

｢CB-970+を発売

lT_立二製作l叶ではこのはど,新川+先の

22彬ブラ･ソクマトリックス方式110佗カ

ラーブラウン管を採用Lた従来に比べ

也l■.ん=二.甘■にギこ統亡二Jjtこ,.;+坦汀軒仁ノ′亡Jだ叫rり

トヒ1∫上で卜')1JニノJ肌宗｢丁,さ-■ノに系統f∴仙‥と･ン)ドり

卜与卜く1る/ニタ〕､1Llこ話し∴て▲仙11川り2サイクル･ニノJ

い■ノ‖∴如り生シ′う払+1=‡ノくノ′iJi王.1こし▲ン胤詩:さか･滋∴求さ.=

てし▲る.2サイクルJ-･こノ晰十川小.土.ニノ.ウニもし

桝1そごいく+■.巾■_Jトノ川三ケア-,し_十枇;そここにJゴしlて′享

に俳_､一′二さ≠し多くのrfい什ノ王寺L■iがムるか.】▼rL二

ノJ′＼･ソ【′ノj･彬サミし十料｢;†ニト′J主立丁ナ､越.∴J=

ノくノ〆こ:1卜㌢ター)さして=り了と一l≡貨】耶て_与--1ナー

ⅠトンニJ与=1三川｢てさ七,カ■1しヾ+桝】まり了己ノ)-1細か

⊥ノ,/､･ソ7‾7 彬カ''1しゃ桝;ケここノ)2-1ナイ フル化

r.ト比､▲ガさ1こくこと･ノ‾♪丁■きユ･しゝL･ノJヒぢ‾ノき_そ山川j

て己川ニイヒノ工･.;(ら〆1てきノ_二が,ニノJニュヒl‾‾240.ノ′300kヽ′

40kA 2サイク′し′､■､リ｢､-′､彬-ケア､しノー､･i+叫iそ:主ノナ`′+

収し.=′∴

｢ノ､･ソ‾711什き=ケ1し州三川さ(二上る2-H-イク′しr

･州Ii‾レ′■)托仙+おょびイ240′′■300kV40kA2,000､

3,000,

附ミモノさ__.

/しケ17

いく)√

4,000A′トソフ｢･け三2サイクノLウ▼そ､L

でご士,l†lノノノいソ7て･什き2サー1■ ッ

･てJl糾†川:りiヒひ‾ヰ､;そ㌣き(ノ〉概【綻･今池/-く′二
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ム･ノ〕-+脂†粍-F臥なJJひ■にJ心満子約り三腕システ

ム･こノ=/､Jノff,ジミ快打牡を.i羊袖rノユニも〔ハでしJ′)る_.

■ ■

ピノし】･1j祁化ノ川帥りにある妊-rl∴ ビル火ジミに

り‾‾j‾‾る+;い7ミl!り5日か什三チト川j｡当ク‾卜一つとし‾‾･ニクロ

ーーて丁､ノブrされてきた- また火災規範のトリ排
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こ三カ▲4如で｢‾ビル仙ジミ特り㍉ とL/∴ 倒條.i石
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