
日立ニュース

触覚はめあいロボット"Hl一丁-HAND''Expertl完成…‥…･‥･‥･91

関西電力株式会社奥多々良木発電所向け31万kW大容量ポンプ水車完成･…･……‥‥9】

株式会社三和銀行でHITAC8700,8500システムによる為替オンライン稼動開始‥……‥･‥‥92

専門店向け日立POSターミナル``KT-t61”を完成‥‥‥…･･‥‥92

ディスプレイ表示の複写装置"ビデオライター”発売･…‥………93

中華人民共和国向け大容量誘導電導機続々と輸出‥=‥=･……93

KH自動化冷凍庫完成…‥………･93

安全性,経済性を重点とした日立モートルブロック新シリーズ発売‥‥…‥……94

わが国初の全透明式｢オートライン+株式会社東急百貨店(日本橋店)に納入……………94

日立全自動食器洗い機新シリーズ3機種発売………‥･…94

日立セパレートカラーテレビ発売‥…‥……‥95

48年度形石油温風暖房器日立オイルヒータシリーズ5機種発売‥…･…‥･･‥96



日立評論 VOL,55 rlo.了 757 田立ニュ∬ス

触覚はめあし､ロボッ臣

"H卜丁一HAND''Expert月

完成

日二＼フニ与肘1二巾ではこのほど,叫妙な触

億制御によって20/J柑空′ノ)十きましか

ないピストンをシリンダに/＼Ⅰ7一丁l以_1二の

速きと;三三汁臼きでそう人できる触乍よは･め

あいロボ､･′ト ー`HトT-‡jÅNりへ-Expert

lを完成した-､

はめふしイノト某は ‾_/‾ノのこ物体グ)川村的

な†謀道合せか一姫■～;=二Ll寸カーしい､レ

また位巨2てモか-1′ナ∵〕ても1‾‾きまか′トきいた

めにそう人グ)過杵でいゴ1:･‾Dる いか-んつ

き規範､■ か斗じそう人‾↑こ能(二三･､･ってし

まつ 上いう問題がし‥タ〕る.二.二′)′7しこめミク

ロンの脚立を要一･う■るは夕し)ふい作業ごまっ

従来写己未きれてしゝる+ニーニぎー三ト1一口ポー･ノトや

百草柏巳う二′二樅械では不可能ときれてい′∴

また./､Rりでも二･7).よう･ニニ､作業は熱宗軒′打

でないとうまくそう ネ､することはでき

乙lい う:1そち糾i作業冶f.士枯沖ニュユー位置･汁せや

そう入創作をする硝子ナ,日.よilご士モノし/′二′

手先の毒戟細な悠√記に.より什た■ってし､る.二.

ネロポリ 卜はニグ‾トょうユ′こゝノ＼卜枇り持つ

すく､､れた軽綿旨を,十休ユ半的_､エリ抜で杓

.汁しノ,はめ才一,し､･作業トノビ､安な播脚iな悠
号よをロボ･ソトに持たせること::二_=､ 卜iトンL

戊Lたもグ)である′1

本ロボットは,弧 帆 卜‾トグ)3柑

に刺作する門形椛道ジー:jエロポ‥ト 姫

川とひわりの2･抽に別件する手J川Jロボ

､ソト+･-うよび部古■-イ壬‾1こ糸汗洪帯ち一らこノー∴二二れ

らを制御するシーーケン:こ｢i棚卸装1書:'】三か⊥■⊃

構成きれている

作業の順序は,2‾乍･7J千 =一エロポ･ソ

ト と1抽肋ロボ‥′ 卜､)でそれ･千､れシり ン

ダと ピスト ンをつかプゝ 巾lり7‾ゲ‾ノーニり抽

佑iい=抑二.よって圭ナシリンダク7)ノーこ･7〉位

iFてキj■賀Lそう人工的作にはいる.一 二･7り湯

.､…雲.喜浅腰軒言或峯一ギ

噂 唱 彰

ナ∴ シ=ンダブ111こに吋!ノピストンを位

芯′r㌢せすモノととい∴ ぺ･プニJ方向を確か

めなか⊥‥〕位置をイ【細工Lそう入すること

により,か･.もつき-呪敏をドノ〉け｡

二れらの1的作は,し日1jの手打に仙当

する一束批ニユ j.よひ､†立帯づれをf感じ

とる触でよセンサに.より行なわれる(指

.1‾川畑白ぃ数什1

l二i立至呈望作桝では.先に千探りで作-ごた

テ=二･プ‾)物ふぃを,iこ′､滅し,コンバクトに柿

.ミ.--i･≠､〉F
T一

桁.三ごi.rオ=コ未

収rJたロホ

メノーず拙早ち･

く コンヒュ一夕制御C･7〕鰍‾荘

･-.′トを党友し′た7こ′ご,今町立ミ

リ卜+上†コンビニr_一夕を仙

シーケンス利別き三溝で,(士

めあしミ1【卜去:‡という非ノf…い二iて上;_紙フ:ン機能を

安する作業を行な上るよう亡二した･つ 二

/ノ7)ように./㌧l川こ7〕丁こ先の持つ諾州な･機能
キノロJl- トニニ才､Ij‡たせる二±に.より,純

_こ川三業の日朝化をノセ凧巨芸術ヘ一人きく前

,江させたイ郷土世淋にさ+干;lい

おもなと特長

(1)±2mm川ヱ＼卜7Jトナ謹このば↓二〕つきかあ

ンても†20〃柑怒グ)クリアランス(す

きま〕こ′′)はこyL)_手=′イl‾三業かできる.ノ

(2)2本C;)千シり拙條‾F-1-iり耐により,部rF7-1

fリ諸ごけl⊥ニフはめあい;こ‾j′まて10紳以内で

作業させることができ,ニプ1うちはめ

てこL)いに饗する帖川は3柑不一を獲で薪)る⊂.

r3).州卸装丁羊!三は,シーーナン7､(作業手

順 をヒンポrドにi言‡左する▲.郎+巻き吊

で上∴ コン ビ1一夕J‡性わち■いのて

㌧j三川付Jも▲規校とフ;･っている二.
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図l 触角はめあい"H卜丁一HAND''Exper■=

関西電力株式会社

奥多々良木発電所向け

31万kW大容量ポンプ水車完成

【_i立鮒竹一昨では,例西電力株式台什

喚多々良木発召む中仙十31ノブkⅥr揚水発

1E設帽2セリトを′受注し,かねてより

鋭ノ計装川叫]のところ,ニグ)ほど1号俄

の水車本体がうこ成Lた;:1こ水中はわか

l別荘大石宗二機である七とい二,た古林大王

人茶壷恍の世肘jリなこ三L妄丸7■■-でもある√二

納人うとの奥多々比べヾす己1に吋土､卜脈句

しに力株ブじ会社が姫路心北方約60kmの地

キト兵庫県別卿け多ヤ山木)に払掛+‾1

の純指水発ノぎ_に巾である‥ 同党`■=に巾には

31二けkⅥ｢r｢■ンづ水中4セl･.ノトか設iこrf:され

る十7亡であり,ご′加丈グ)あかつきはわか

l‾郎之人の水力発′む叶となる.二

水車の仕様は汁1力31‾ケルW,i加古清光

406m,歳出指柁423.9m,300rpmc7)フ

ランシス形ポンプ水車であるり

この容量31‾けkW伐は完戌しノた水中

では…【抑卜喜撰山発電J叶納め24ノブkW烏城

を_卜匝lるわが何故大谷岩槻であるとと

い二,址糾抑二もアメリカ･ラナイ ン

グトン発電所約め34‾け3,000kW乙▲どと

非ぶ記錨品であるrコ

三けに400m絨七し､うr■Jj満ノて一三かつ300

t,Pmというi-∴汁帥覧で30ノノkW純ノ‾J水小と

しては､‥川トこ･､も和めてのも♂二〉であf5･-.

二し7､)ため.さヱぶ･告三三什にふた一つて+土.･呪

/Ⅰ一三机邦=二迎Llむミ小の:く川引Il発′F_か榊ノっタ㌧

ぅ 蔓

麦凄

紆叩､‰∨ よL車軽 量誓
こ､ぷ
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図2 関西電力株式会社奥多々良木発電所向け高落差大容量ポン

プ水車
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あるし､は指ノー三500m･グJ消僚芋己ノンに巾納め,

さらには自iJ記34ソノ▲3,000kⅥ′のラティン

グトン発電所椚･夕)乙･ヒ､の塑Hl三根術やう′如

転実践を子LかL-ご与川三rノている_

おもな特長

(1)高諮差,高風 大容量機の記録1打.

である｡.

(2)ニのため強度血に才一jいては､コン

ピュータを駅他Lての右打ノJ解析や沼収

発電所納め左･ヒ､グ‾j尖毒よ■ミキ+三かしてノノ‾i‡

の対策をイーfなった

(3)ケーシング‾はL耶三｢之シr)上う･:二J小川壬ケ

【シングで､ランナもiて】7i講井では納め

て･ク)∴分湖ランナをす末川する〉こ･ビ新ほ

抑丁を抹用｢ノている

株式会社三和銀行で

HITAC8700,8500システムに

よる為替オンライン稼動開始

このほど,三和鈍行が進めている総

合オンライン,--SANBAC''システム

の一環である為替オンラインシステム

の開所式が三和銀行村野頭札 日立製

作所久保副社長をはじめ関係者多数出

席のもとに行なわれ,本システムか某

様(か)動にはいった〔)

本システムは,株式会社二知抜行大

阪センタのHITAC8700といJ行東方トヒ

ンタの同8500を中心とするユニ【クな

システムである｡不システムは,ニグ‾)

2センタを中心に仝凶2101ミグ‾)支りFを

大阪地区,東ナ天地区に分け,それぞれ

に 350台,250千丁占十600子-トの窓L】装ir′,:

(H-9545形デ【タタイプライタ)を設

置し,オンライン化による銀行為替業

務の即時処理を行なうものである｡き

らにこの為替オンラインシステムは､

すでに実施されている同行の頂金オン

ラインシステムおよび本年4fう9日.よ

り実施された全国銀行データ通信シス

鞍′､.､j

92

テムとの結合を目的とLている､_.

二･刀窓口装置H-9545形デMタグイプ

ライタは,銀行業務1:二卜として為替業

汚=二過Lた新を望品であり,1台の装

講で何時に2柚頬のfム票がセットでき

るほか,人小浦字の使い分けが自由に

できるとともにiう王手の他用もできるこ

と,取‡及い不一こトHも5科口までボタンで

セリトできることなど多くグ〕持主妄を持

つていることから,今後単に同行のふ

ならず紙子‾ナ業界仝葡呈に多大の活躍が期

待きれる.二

乙､jj､今山1の為辞新システムの導入

によi),同行の小SANBAC''システム

へのR_､ソニ製占乙の納人三夫締はHITAC8700

×1子;,HITAC8500×9Tヨ,軒令端末

1,500亡i,為替端末600子‡の規校となり,

HITACユーザ中でも故人規枇のオン

ラインシステムであると同時に,わが

同有数･のオンラインバンキングシステ

ムを構成する｡.

専門店向け日立POSターミナル

"KT-161”を完成

日立製作所では,小売業の売上げ情

報処理システムの-一環とLて,衣料,

くつ,薬などの骨門店I/】jけスタンドア

ロンPOS(Point of Sales)システ

ムをニノヒb丈,/｢r卜末ごろプ己′ノこ十1Lである=

スタンドアロンPOSシステムとは,

各店舗での売上げ,クレノット情軸な

どをカセットテープに∃享きj_生ふ､二れ

を本部(センター=ニー臼三めコンヒュー一夕

処理によって売卜げL卜札 仙ヰ亘‖糾お

-よび商品の需要分仰などを才一fない,各
J占師にj返送†ノ効率的ち･商品背JF王ミを子-J二ち･

う も♂)である.‥

乍回完成した --KT-161Il+士,帖札

に記録ろ密度･の高し､､‡磁1も方式をす末梢して

いる｡顧客が品物を暇人rノレジスター

串磨滅麟智′

回3 株式会社三和

銀行為替オンライン

システム開所式の模

様(中央 三和銀行村

野至頁取)

/濾㌔

＼

ダー.〆′ぞ漣;y..三′〆こ耗′ゾ

叫､+二男

図4 日立POSターミナル"KT-161”

に持ってし′わくと,キャッシャMは値札

の上を佃札リーグ(磁こ1tペン)でなで,

それによi)レシートが自重力自勺に発行さ

れるとともに価桁のほか商品の色,柄,

サイズなどのコード番号がカセットテ

ープに記鈷される｡このカセットテー

プは,センターの処理装置によりカセ

､ソトの情報を整増するとともに,コン

ピュータに読みとれる耳遠気テープに吉

き携えられコンビューータに入力される｡

なお,本システムは去る5月18日東

方卜晴海で開かれた第46回ビジネえシ

ョーに出展された｡

付属機器

本システムに什械する各機器は,そ

れぞれ卜記の.ような捌きをするこ,

(1)値札作成機(KT一別0)

白紙値札にコ【卜番号,金額をプリ

ントするととい二磁㌔t吉きj△ふをする

機帖である(コード番号15けた,金触

6けた).｡

(2)POSタMミ十ル(KT-161)

他札リーダ部,レジスター部,カセ

､∵卜制御部から成り,レジスター部は

高性能LSI(大規校束枯回路)を採用

† 高い信村仲を有する.っ

(3)カセット磁乞もテープ

カセット制御部に耽り付け,情報を

書き込む｡

(4)カセット処理業置(KT-850)

カセットに書き込まれているデータ

を%inの磁気テープに書き換える･装置

で､ヤ押i‾土俵能を有する.｡

おもな特長

(1)値札には記録密度が高く,ほこり,

よごれに強い磁気方式を採朋している｡

(2)レジスター部はLSIを川いた電子

レジスターをベースにしており,レジ

スターの機能を十分に備えている｡

(3)値札作成機から中央処理装置まで

システム全体が自社製品で構成されて
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いる｡

(4)伯木L読取りが紙上ilであるニセ,キ

ーの操作が軽いことなどにより､キャ

ッシャーの員す削ま軽減され,しかも豊

誌なデ【タがとれる｡

ディスプレイ表示の複写装置

"ビデオライター”発売

日立製作所では,二のほどCRTデ

ィ スプレイ装置に表示されたコンピュ

ータ出力情報を記鎚紙に袖写するハー

ドコピー装置 いビデオライター1■ を発

売した｡

CRTディスプレイは有力なコンピ

ュータオンライン端末とLて金融機関,

航空会社の窓1‾lなどで広く性糊されて

いるが,これらの†朋トま中には記鼓長Lて

おく必要のものもあ1)∴ビデオライタ

ーー'はこのような末輩にこたえて偶発

したものであるr_)

本装置は高解像度ブラウン管と繕′ウニ

機構を内蔵して才一iリ,CRTディ スプ

レイに表示された情j鮎をビデオ仁子号グ)

形で内i歳してし､るブラウン管に取り込

むものである.⊃ 内蔵ブラウン管にちこし

上1-1された画面を感光紙に直接光半拉i;与壬

L,湿式1宣‾｢写真方式により侍り‾j二する.⊃

感光紙は酸化鹿給紙(ロMルへ-バーー

自動給紙方式)を博問L,偵二∠メサイス

はA5判,裡写速度は6校/′分となって

いる｡

またオプションとしてけい線､わく

組み,iうき午,特殊マrクなどブラウン

管に表示できないものをカバ【するた

め,35mmフイルムに′与二しておき(凶完

情報),それをブラウン管に`′うこし出され

た情報と重ねでナわせてコピーすること

ができ,宕リサーービス,その他CRT

ディ スプレイを綾川する分野にはくJ芯

何できる｡

鮎表

図5 CRTハードコピー装置

"ビデオライター'

頂

′
､
､

図6 中華人民共和国向け 日立大容量誘導電動機(600kWかご形)

おもな特長

(1)子女写‾文字数が900√㌻二以_卜叶能で解

イ卸空がすぐれている｡‥

(2)小形,軽量の･-;二i上タイプで設帯耐

柑をも少なくてすみ棺上物も簡単である.J

(3)髄古が少な一く-一汁務所内や怒l‾lにも

抑え†寸けられるし-.

(4)フ､【ノント拙作,悠ソ亡批,二呪像液の

純充,送紙トラブルの吼三1ミち･･と∴ すべ

て装置如何で行えるため様(か)三的,侃

1二♂)操作ノ性にすく､'れている.｡

(5)同 一画面を何4こ丈でもコビ【できる.-_､

(6)統一りJれ,液り+れなどの場でナ､赤ラ

ンプですへレ一夕に1鮎加するので,ミ

スコピーがなし■､｡

中華人民共和国向け

大容量誘導電動機

続々と輸出

｢‾i+華八代共和同とわか回とのⅠ叶交正

活化に†二い､昨年TO-プラント用および

焼結ブロワ羽の太古宣誘j一軒江刺機をノ壬

注し,鋭ノま製作を進めていたが,光二

ろか⊥1続々と1呂成IJ,剛‾馴幾械進出L+

総公司向け輸山されつつある｡

日別口47年‾F期小に出荷されたおもな

ものは,次にホすようにTO-プラント

朋4,100kWを含む6亡i.焼結ブロワ川

8f∴ 圧縮機川20子iグ)合計34f‾iにも達

Lてし-る｡

また今湖ヨも引き続き,[亡縮慌屑2,BOO

kW級5台,640klV根8≠了ボイラフィr

ドポンプ用1,600kW根7台などを′受注

し,現在鋭息製作中であり,今後のl司

同へグ)車舶1実縦として人きな糊待が寄

せられる｡

図6は最近フE成Lた600kW[子三縮機用

全閉外出かご形誘導電動機であるが､

新たに開発Lたii旭J方式とハイパクト

F根絶緑を利用Lている｡また大幅な

小形軽量化と同時に時代のすう勢にJ芯

じて.低騒音(85dB,無員荷Aレンジ)

メインテナンスフリーにも考侭を払っ

た彩川ぅのⅩ48シIj-ズと乙■っている｡

完成品は次に示すとおりである､･ノ

(1)TO-プラントj寸j

(a)4,100kW維:1子丁,(b)3､900kW

槻:1台,(c)1,150kW鞭:4fT

(2)焼結ブロワ朋

(a)2,500kW雄:6子∴(b)2,000kW

宗祖:2子;

(3)拝毒棚卸十J

(a)600kW揖:10デ丁,(b)450kW鞭:

10て∠;

KH自動化冷凍庫完成

臼､工肘1一三析は,かわてより児島ノ埋設

休Jじ会社ヒ共同で中火冷i火株土t全件か

J)′_乏注L7二日制化;古株峠の拉,没を進め

ていたが,二･のはど裡白三およひ'内部施

.iご上のはとんどかう山ブ丈Lた(6Jjリほ空L
終了).｡

本白劇化JT‡凍坤の建設にあたっては,

そ･7川;二j発および.主立こさ‾1‾‾かJ〕施コニまで一i■互'

して鹿氏Il立向杜グ)-､ト｢【けと朴子弟一によ

って舶b丈されたプロシュクトナーームに

.よ
り行なわれてきた._.

冶拭か車は,嘩】ノ1カミ､-300cという椒

岨fふ1.のため､(1)1献左ぢ勿のイ氏iん‡.-t･ぎいJI■勺1

(2)断熱性,(3)低f比における配線や制御

米吉左のイ丁摘(性,(4)人空川を形成する坪

内7占.1.度を#+一にすることなど,純々の

稚｢了壬]題があったが,耐什で梢成するフし

ロゾユクトナー-ムが川]発Lた新托術に

._より,ニれらの問題をすべて了昨決L･,
/ト川)こ成を見たものである.｡

不日主軸化冷凍Jホの小火処+哩装前には

制御FHコンピュータHIDIClOOが採用

さj‾し,人山蛾のl上l助化および仰(たな)

管即♂〕王1刺化が阿られ,倉嘩安1一旦の人

幅な省力化が実現した｡

一ノブ＼ダブルリー一千(21設式フオ【
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図7 日立スタッカクレーン

〉
∴
最
恕
望

ク)式スタッカクレーンの採用により,

スペース効率は従来のスタッカクレー

ン方式より20%以上向_L｢Jた._､.

おもな特長

(1)普通形冷蔵嘩との併設により,い

ろいろな荷に対ん打できる柔軟件あるレ

イアウトとなっている｡

(2)コンピュータの判断により入庫品

は嘩内ラックへ分散,格納されるため,

人嘩品の急速冷却が米たきれる｡

(3)ラックの荷はl一桁綬,卜下,右三右の

6佃カlら冷気にきらされるた･め,完全

で#J--一一な冷蔵を行′ニ･うことがてきる｡

(4)低法L下における慌号㌫･織笠物の信

締性はもちろん,万一一叫幾器放掛時に

もあ⊥1ゆるバックアップが考慮されて

おり,スタ･ソカクレーーン,コンペヤ､

コンピュータが-･体となって信柑性の

向上を阿ってし､る∪

(5)ダブルラlソクのため発生する管理

の煩雑さ,入亡1--1庫能率の低下は,コン

ビュMタの働きにより完全に解f央され

る.｡

安全性,経済性を重点とした

日立モートルブロック

新シリーズ発売

日立製作所ではこのはど,荷役,運

搬作業の高効率ならびに安全,経済性

を強調した新形モートルブロック`-BS

シり【ズ”22機柿を発売Lた｡

従来,200Vであった押しボタン操作

電圧を特製ダウントランスで24Vに下

げ,感電のおそれを除いたほか消費電

力を20ヲ′右下げるなど,新シリーズは特

に安全性,経済性に細かい配慮を凶っ
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図8 日立モートルブロ 図9 稼動中の｢オートライン+

ツク 0.9BS形

た設計となっているけ手許29作中話中)丁

おもな特長

(1)_L ‾Fフックにはずれ1ヒめ1‡具を

坪り)付けたので,荷物落下の心配がな

い｡

(2)人拙つり検知ケーシーを付紙し,十

ェーンヒリ断など･7=､ラブJしを【卜加にIl】

仲て･■きる二

(3)新開発のパワーチェーンを採用L

ているので,重岩が20%低ゞ域し,運転三

吉も10%低減きれている(当社比′1こ､

(4)巻下げ制動距離か従米･グ)%となり

高精度の作業ができる.､､

(5)ブレーキ,ギヤ､モート′レ部かユ

ニット化きれ,また電源,押L一十タン

ケーナルがコンセン ト方式とフまゝり,flと

守ノ打検が布端となってしゝる｡

わが国初の全透明式

｢オートライン+

株式会社東急富貨店(日本橋店)

に納入

日立製作所では,ニグ)ほどわが出初

の全透明式｢オートライン+2千丁を株

式会社東急白I貸店(日本橋ノL享_f)に納入

し,営業う茎転にはいった｡

｢オートライン+は,同J占2階中央部

に設置され,2階の売場と売場をつな

ぐかけ倍として現在好調に様(か)勤中

であるが,売場の視界の拡大および豪

華な意匠効果を高めるた･めに特に全通

明欄干を採印L,ユニークな存在とL

て注目を集めている｡

おもな特長

(1)欄十部分に透明強化‾lド枇グラスを

採用L意匠卜の効果を上げ､建物との

衣鞠転

調和を図った.｡

(2)全長17mの｢オートライン+を乗

降部分の2点‾支持構造とし,中間部の

支持をなくLたたれ｢オⅥトライン+

下部の売場が広くすっきI)Lた｡

(3)降り口表示とLて降り口部デ､ソキ

に点i成式ランプを設け,乗客に注意を

喚起する方式にするなど安全について

特に配慮した｡

(4■)運転スイ､ソチ,非常スイッチを並

設｢オートライン+グ)トト間乗降部に設

け,逆転者が操作しやすい構造にした｡

おもな仕様

形 式

有 効 幅

+壇 度

輸送能力

傾斜角J空

操作方式

1,200CSG-P

l,200n瑚

30rn/min

lO,000八/h

5度

キースイ､ソナ操作可逆式

日立全自動食器洗い弓幾

新シリーズ3機種発売

日立製作所では二√)ほど,食器洗い

機の今後の普及に備え全自動食器洗い

機新シリーズとして3機種を発売した｡

現在食器洗い器は,台所における家

事合理化商品とLて,その｢省力性+

｢衛生+という利ノ烹で多数の家庭で愛用

きれているが,今後も(1〉労働力の不足

から生ずる女性の家事への負担が高ま

り､実質的な多忙化に伴い省力化期待

感が強まること,(2)消費の拡大と女性

･の勤労意欲が強まり,必然的に共働き

のイ噴向が強くなること,(3)女性が家事

以外の活動(サークルや趣味)の参加

がふえ､主観的な多忙観は,省力･合
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回10 日立全自動食器洗いヰ幾

"KF-3500T'

埋化志向と結びつきやすくなること,

(4)女性か快適生活を希求するうえから

家事の煩推さを解消する欲求が強まる

ことなどの一(､(か▲二っ,｢省力･合理化+Crう

安田は 一+設と変化して行く傾向にある.二

日立ではこのような状況に対処する

ため,全日勃システムであること､街

生的･ノr㌢埋的な｢洗いのシフ､テム+て■

あること､恍胞′】てJで仙いやすいニセキ

.設計グ川壬本として,荊‾ンり一ズ3桟杜

を発売するものであるしJまた,KF-3500

KF-3600両横純におし1てほ逆転デちこを一

指･と砕かにLた｢静吉設計+となって

いる.〕

ニの新シリー-ズク).溢七により,也指ニ

が月]途に応じて白山なi 退+尺が行左

えるようになったl=.

おもな!持長

(1)ゆとりが生まれる仝自助

洗いから殺菌乾燥までタイマーをセ

ットすれば,すべて仝自利で手間(7､⇒カ▲

かる壬痩日♂〕主軸のノ方‾わを代行する､:

(2)ゆとりのある｢洗し､′7)システム+

水流とf揚と洗剤とが効果的に捌く土

うジェット噴射水†充(iTかノ･二)｡上かご〕｡

斜めから強プJに揚が唱■きあげらメLる:)

およぴiふょ度訓御システム(端l‡上i65r)cの

f祐に変えつつ洗浄が続けられる)によ

り食器のよごれが清潔に洗浄される一｡

(3)高≠左jL殺菌乾燥で街生的である｡

(4)KF-3500形,KF-3600形では,告

が静かな静吉設計を抹絹Lた｡

(5)KF-3500形,KF-3600形では,確

実に安全に使いやすくなったドア操作

方式を才采用した｡

(6)熱に弱い食器を守る乾燥ストいノブ

ボタン付となってし､る｡

(7)タイミングよく洗剤が投入される

閻立せj･一言虹一夕1凹長勺

カラ出テレ旺′発売

[=トンニ告望作巾では1二の仁王と1'1fてのカ

ラーテレビをレンーー′哨ミとブラ｢7ン管

淋ニーりJi■=准L生捕ク■､}草紙化に対机L＼来

ろノトキ吋【i■jテレど｢‾lトl.′-_二′･し■レートカラ

ーテ=±_Jタフ己イこした

ニケノセベレーート カラー一千レビは､ レ

ンーハ部(CY--133R)と20形ディス

プレイ(CY-633D)で臓成さj‾し,レ

ンーべ郎とディ スプレイは7mのコネ

クタコードで三桁ばれ､チャンネルーーり+授

/__,株主言さなどはすべてレシーバ部で行

′-+√うものである｡このたタ′っブラウン℃=

‾弧ま完全乙lりモートコントロール雑作

とち･り,またブラウン管には虔像装iこ′こ

ミ･と■が付しゝてい‾乞･いので設置スへ-ス

ごフ■‾‾)有効利鞘か卜葺け1_る.

またIl享空■一軒.ぎ‾首1試斗などで｢ニヒレシーバ

古室ユ主ゝレゾスターー一郎に置き｡

卜)も十ラ｢し7 て一Ij 二仁

ー･′しできるフしこめ1帖-+(いう

了■i,さする上うユ■咄わしさカ､･

そ._
言フ∵,一千ー与トニJジ′〕ステレ

F･〔ちし1ユ坊戸斤に
ト コ ントロ

‾)に乗って

レ+解放され

すに接続L

て- テレビ･エフうー打キち竺番組などをHiFi古で

一斗ヒLて+二.とかできる〔つ

おもな三特長

(1)思いと■'ブゴりし㌻一道帖拭作

7J坦のコ了､ニフJこ′コ椚卜でディ スフしレ

′1′と]封乍部チト主催一子告されるため,従来

し･-2jモコンテレビでは不可能であった

7rン,すフ村立い㌢十ンネル切抱えお

孟1乍頃･i叫家訓節などすべて

､､卿

瀾弘

匡=一 日立セパレートカラーテレビ

20形ティスフレイCY---633D(上)

レシーバー･C＼ノ133R(下)

グ川J根｡朋節かチもとの碓作部分で行

′二∴こる‥

(2)～jビングスぺ--スのイJ▲効f古=J

セバレーートタイプのため.設置こ暢析は

_1てく=し‖で,従水耶(十なかった仰(た

′ユー〕ア)卜などにもテ■†･スプレイ～■･祁1)を;;′l二

くことができる.こ また,ユニー･ノトノ家ハ

との｢拙†ナ性が-一十f主上l■.■fiまった._.

(3)オーディオ儀一;壬さきとの接肘舶巨

オーディす洪i#との結fナか筒-iil一にで

き,一占二楽番組など映像を見なから臨士抜

感を味わえる｡

(4)ビデオ機器との接続も‾吋能

L.j≠==フグrブターーーセ柁祇コーート(別

′′-こ)により,EVR(Electronic
Video

Recol､ding),VTR(Video Tape Re-

col-ding〕と描航して仙Jt‾1‾き‾ることむも

ナjろん‾吋1詣である.-､

セパレート カラーテレビの使用例

他用法についての一例は以下に述べ

るとおりである｡また,このほかのオ

プションパーツ,ユニットノ家具の開発

利鞘により.他作+扶は無限にある｡

(1て)⊥家嬢1】1

(a)オー-ディオマニ7:手持ちグ)オ

ーナイオ装置と組み丁㌻わせてホーム

シフ､タⅥに､すなわち打と映像･体

プ〕1すばらしい世界をトTl分の店1ミで楽

し′める｡.

(l))生泊1′丁理派:仰の_卜に.さ三上;i-■･二してり

三--一トコントローー′し拙作､‾ナ1■わ‾rノ

l-:･二うiク〕スへ･-スをム上ノこ以にご【1川でさ

る._.また‾｢ノ亡スヒ∴--カーーーーを仕っ‾こベ

トサイドテレビとLてい山ノしる

(c)インチ■ノア派:ホ叩ムユニ･l-′卜

に組Lみ込んで,すなわちコンパクト

設計となっているからラ･ソクに完全

に毒見み込める｡

(2)業務 用

(a)喫茶店各柿放免店:棚の上に言琵

きレジスタr郎などでりモ山トコン

トロー【ル操作,すなわち従来と追っ

て桔十の__l二に来ってチャンネル拙作

するといった煩推きから解放される｡

(b)ホテ′い旅館:す”デイオ装置

と組みfナわせてロビ肝に,すなわち

映†象.と臨場感あーj､れる普判与の′トンア

クーになる｡

(c)会社:ロビーに泣いて受付係が

りモーートコントロール拙作,すなわ

ち水谷ノー＼のサーービスIrり卜に手ぎょ仁/〕･-

(d)病院:身体不自由な嫡人の納主

に,すなわちリモートコントロrル

機能とレシMバー1の手元スピ【カー･
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イヤホンが有効に役だ.つ｡

(e)学校:レン【バーは教師の手一止

に､ディ スプレイは生徒が見やすい

場所に,すなわち授:装や学習に有効

二至使である｡

48年度形石油温風+暖房器

日立オイルヒータシリーズ

5弓幾種発売

日立製作所ではこのほど,4的三度形

石油f_とり軋暖房器とLて,日立オイルヒ

ータシ】j-ズの愛称で,排気筒方式4

横純,強制給排与ミ(Forced Draft

Balanced Flue)方式1機純計5機椎

を発売Lた｡

日立オイルヒータは燃料に価格の安

い灯油を用い,室内の空与ミを汚与史Lな

い屋外排気形のfJ‖1風暖ら三器である｡従

来から維持費も安く,衛生的な暖レ壬器

とLて寒冷地を中心に仝凶各地で好評

をイ一三阜てきたが,本年J空は従来の排;i筒

方Jい二加えて新開発の強制給排1り了式

もあわせて,日立ニオイルヒ【タンリー

･てとLて発売する｡全部で5機仰がラ
インア･ソプされるため､顧客の帖Jムい

需要にんしじられる体制が喋った.′ノ

おもな特長

(1)≠温風士(を･ので立上り時一日]が退く,

かつ主!勺全体がむらなく暖房きれる｡

(2)尾外排気式･強制瞳外給排1(式な

ので,室内は浦にi前額に保たれる.っ

(3)対震自動消火装置,過熱;ガ止装置,

停電時燃料しゃ断装置および爆燃防止

機構が付いており安全である｡

(4)暖房能ブJが大きく,ワイドスペM

スヒーティ ングができる｡

(5)本体を壁面に近づけて設置できる

ので,村勺のニノ;モ間が有効に使用できる｡

(6)油量調節器か付し､ており,室内を

快適な温度に調性することができる(ル

-ムサーモ接続可)(つ

(7)加湿装置を内蔵Lているので,室

内の極度の卓乞燥をl坊止できる｡

(副 排乞ミ筒は,_L軋 背血の2‾方向い

ずれにも取り付けられる■ので,設置場

所に合わせて取り付けることができる

(FF方式では排与て筒は不要)｡

≠

図12 石油温風暖房器日立オイルヒ一夕
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タービン発`l‾に機の大祐宗化に伴い,発電機

が･二にプJ系統に及ばす影響はいっそう大きくな

りつつある｡発ノ【に機は機械的,熟的および電

1t的乙‾問題から制限きれる限度内にて出力を

Jl■+†太させるたれ k!J転-r-およひ■L古は‾rの各コ

ンナ‾ネントは,従来にも月ウLてその使用l災

性にj互い逆転を余儀なくされるたれ その信

抑件の向上二かますます紫求きれてきた｡

日立製望作三析では,タービン発一道機の最大事

放をI坊Jいノ､そのイ言_さ相性を確保するため,コ

ンポーネントテストに毛布を置きつつ,R砲＼

`夫物人モテル実験､長期逆転試験などを小心

とする鵜礎研究を苺才.1てきているこ｢人ぞi二打とタ

ービン発電機の信柚性.1では,す己ノ上_E慌kり転J'一

および発屯機関誌了一の†L摘i一任確認グ)上さ1じ験方法

とその結果を詳述し/二ものである二､

■ ■

弘道輸送1廷‖系におし▲て,【1立√出作叶で亡土町子

仙4師二に､列車集中制御rCTC)化を1こ城L,

;ト､

＼☆.;ミミも?ミ

き1翳
き 9芋

㌔ も

こw瞑憾

編集後記

保安度の高いナ∴号設備の充実に寄与Lてきた

が,二のほど,列車架■l偶り御をL汁算機の制御

化ここおき,ヒ川ミ▼業務をでナ埋的に恍純化L7二日

軌列中越行制御システムr′PTC二〉引}H発7ノ,人

J払fJ■交通ん,り也‾F≦扶1号練にリミ洞化与れてし､る｡.

｢大阪市交通局地下鉄1号練 山助列車連

子ナ制御システム rPTC)+でご土,本システム

グ)椛成,機能､ソフトウエ7など成米の概要

を件と-こ1ナ7/ている｡

■ ■

トランジスタの研究開発にはじまる半や体

技術は著Lく発展L,拉近では各純の製占占分

野に広範なん仁用が予想されている⊂.

本号では,日立製作巾におけるlトj淫体製品･

托術の開発およぴエ訂用ク〕成果の
一端を∴家庭

肝屯気品,民生機器,屯-f･式卓上計貨機,自

動車関係にスポットをあてて.｢半導体応用特

集+とLてとりまとめた｡

■ t

巻頭を飾る
一′家∴言らんには,人阪大学名

皆教程 丁二苧博_1二 山Lj次郎氏より,海外な

J〕ぴにわが国におけるトランジスタの開発緯

維を.三党カゝれたトドj引イこ製品の進歩+と題する

∴上紙をちょうだいすることができた｡

ご紫刷小にもかかわJ〕ず,本誌のために特

に枯を背きれたご好一正に対L,心から埠くお

ネL巾Lあげる次第である亡
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