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5号

結果は明瞭な通話ができた。テVメ陶タPの方は受倍機
の入力で水晶濾波器を並列につないで搬逡波りぷ抽出
し，：らに増巾後振巾制限を行い，次に水晶周波数弁別

☆ペン記録式ポーラログラフの実用化☆
当研究所工業分析教室と横河電機製作所の共同研究に
ょり2ヶ年にわたり研究試作t：行われてきた

直交軸ペ

ン記録式ポーラグラフが今春写真のような製品となつた

出力を読むものである。又受電所で時々刻々の発電機出
力を知ると同時にこれに基いて逆に受電所から発電機の
出力を自由に制御する信号を邊つて遠隔制御を行うとと

もこの方式で可能であり，そのために所謂Frequency

もので，わが国としては始めてOものである。

Shift方式の実験も行v．祠様に好成果を牧めて所期り百

上部は電子管

的を建した。

式自動平衡記録

要するに本方式は既説の電話逞受信機に簡単な

計で，平衡電動

adapterをっけるのみで大した費用を要せデに・現在電

機によりペンと
「轟

器にかけて周波数偏移を直流電圧の変化に変えて発電機

電位差計を同時

力界で極めて要望されているテレメーター，テVコント

に二動かし，そオし

ロ炉ル図線を重畳することができるのが特長である。

により＊

一一ラロ

☆流体変速機性能実験装置☆

グラフの電流を

第2部では，かねてから流体変速機に関して種々の研

謎録するもので・

究をおこない，その実用化ならびに性能向上に努めてき

感度は全目盛で

た。例えば，奉所で理論的性能解析とそれを応用して主
要部分の設計をおこなつた自動車用の流体変速機はp純
国産第1号として，いすt 自動車株式会社に聡いて製造「

100μA〜4μA

の聞可変であ
る。下は加電圧

され，実用試験の結果その優秀性が確めらtL．既に実用

装置とその調

化される段階にきている。

最近種々の用途に対して高性能の流体変速縄の要求が

整，感慶調整，

高まるにつれて，その基礎研究の重要性が次第にまして
きており，そのためICは完全な台上試験のできる流体変

その他ダンピン
グ，微分回路等である。

大きな特徴はブリッジ式回路で，標準抵抗による電位
降下を常に補償して，正確なポPラログラムが得られる
低インピーダンにより接地＃れ，ハムを拾うことによる

動力計と200Hpの水動力計とを組合せた実験装置を完
成するtとができ，ここIC今後の研究促進に対して大い
に力を発揮し5る状態とitつた。なおζの装置には動ヵ

障審ガ非常に少いことである。

計の測定範囲を広くして十分な実験のできるよ5特別の

ことと，変換検流計使用によi），滴下極及び対極が共に

ペン記録式ポーラログラ7の製品化により，ポーラロ
グラフ分析法の迅速化．実用化がますます期待されるも
のと恩われる。a953．4．10．同宗1郎，仁木栄次｝

☆新しいテレメーター方式の現場実験☆

じ

電力線搬途電話1回線を持つ発電所と受電所問にさら
！、

にテvメーター1回線を重盤する薪しい方式の研究をか
ねてから東京電力より当研究所第3部高水教授，尾上助
手に依頼されていた。昨年夏には研究室内の研究を完了
毎

速機性能実験装置が必要とされる。幸い本所においては
昭和・27年度中聞試験研究の一つとして，150Hpの電気

し，本年1月26日から31日まで鬼怒川下滝発電所と草加
京北変電所間で現射掌験を行つた結果，ほL

目下この装置を用いて逆転式流体変速機の昏種性能実
験をおこなつており，貴重な資料が碍られつつある。な
お本年展においては，現在試作中の小型流体変速機の性
能を調べ，変速機羽根車の大きさが性能に及ぼす影響を
究明し，さらに小型自動車用やその他特殊た用途に対す
る流体変速機の研究をおこなう予定である。
（なお上記の中闘試験研究の担当官は宮津教授，平尾助
教綬，亘理助教捜，千々岩助教授，石原助教挽である。）
（1953．4．20）

実用化の見

込がっき，続いて本施㌦の装置を設計中である。

本方式の特長を記すと次の通りである。発電機の出力
をサーマルコンバーターによつて直流電圧に変換し，こ

れをもつて既設電力綜搬逡電話の搬迭波発振器（水晶発
振器）の周波数（140kc）を直流電圧の大きS

工夫がしてある。

tC

☆電波障害の基礎実験．☆
昭和28年3月16日題言己に関する実測小委員会を当研究
所で開催。

（本所

星合，藤高，高木，各教換．斉藤助

教授，麻生助手増田特研生等参加）当所の槙型邊電線
に就いて，生研，電気試験所，電力技術研究所，電波庁，

msじて

趣く僅か変える（数十サイクル）。tの程度の搬逡周波数

の偏移は電話の質に何等悪影響を及ぼtLず，実際の受信
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◇講師 後藤信行，教授 永井芳男，技研生 戸室美禦
男・加藤愛子「アセナフテンの利用に関する研究（第4
報）……アセナフテンのトリクロル置換について」及び

一講

「アセナフテンの利用に関する研究（第5報）……アセナ
フテンのポ リクロル置換について」同上

演一

◇特研生

蓮i家忠義

「Alexander型高速度油拡散真塞

ポンプの試作」真空技術研究会（1953．2・1）

◇助教援 鳥飼安生，特研生 根岸勝雄「重畳超昔波の
二次的千渉映像……重畳超普波の場によるフレネル回折
映像の理論的並びに実鹸的研究である」日本物理学会，
応用力学会，振動波動蓮合講演会（1953．3．14）

◇教授
脅会

高木

昇「超昔波検査法」第1回非破壊検査講

（1953．3．19）

◇教授

藤高周平「電気災害について」千葉地方検察庁

（1953．3．28）

◇助教授 小川岩雄「振動容量型電位計の電極面の汚れ
に基ずく誤差について……振容電位計の変換器電極面の
電位が不均一な場合に発生する零位点のぼけの程度を簡
単な揚合について計算したもの」応用物理学会第10回講
演会（1953．4．1）

◇助教授 小川岩雄，特研生 中田一郎，同 甦家忠義
「パラジゥム表面に酸素，水素を交互に接触させたとき
の表面電位の変化について……既報のNi， Agなどの場
合と異なりPdの場合はH2， 02の交互接触に俘う表面
電位の交替的出現がみられる。この現象を振動容量法で
牛定量的に観測した結果の報告」同上
◇特研主 這家忠義，助教授 小川岩雄「Alexander型
高速度油拡散真空ポンプの試作…一本誌28年3月号で速
報したAlexander型試作ボンプの性能の報告，とくに

其の後の実験で得られた背圧特性一臨界背圧0．4mm
Hg一もあわせて報告した」同上（1953．4．2）
◇助教授

千々岩健児「鋳物の凝固速度と押湯冷し金」

日本機械学会講演会（1953．4．3）

◇教授

兼重寛九郎，大学院研究奨学生

◇教授 永井芳男，助手 田辺正士，特研生 鈴木国夫，
大石和彦「同上（ee 4報）……アントラセンのヘキサクロ

ル化について」同上
◇教授 永井芳男，助手 田辺正士，技研生 小山智驚
「ジベンズアンスロn一ルのソーダアマイド処理」同上
◇助手 田辺正士，教授 永井芳男「アミノペンズアン
スロンOジアゾ分解反応について」同上
◇教授 永井芳男，講師 後藤信行，雇員 青山正肚，
技研生 荒井 孝，阿由葉一雄「スレン・ブyウRSの
熔融合成の装置について」同上
◇教授 永井芳男，技研生 家倍義人「ピレンの利用に
関する研究（第6報）……ピレノリン酸化について」

◇教授 永井芳男，雇員 青山正肚，技研生 福間末吉
「ピレンの利用に関する研究（第7報）モノペンゾールピ
レ

ンの環化について」同上

◇教授 永井芳男「アミノレゾルシンの合成とその性質
に関する研究」同上
◇教授 福田義民，講師 河添邦太朗「流動暦における
液相の吸着……ガラス粉末及び造粒活性炭によつて流動
状態で水溶液よリメチVン青を吸着し，その際の物質移
動係数を測定した。係数とレイノルヅ数との関係を報告
した」同上

◇教授

福田義民，講師

河添邦太朗，特研生

趙容蓬

「充嶺厨内の流速分布・・…・充墳厨内に熱線風速計を挿入

堀

昭史「加

圧式蒸発装置の静特性（第1報）」同上（1953．4．4）

◇助教授

◇教授 永井芳男・助手 田辺正士・蝶研生 鈴木国失
「アントラセンに関する研究（第3報）……アントラセン
Oテトラクロル化について，（第5報）……アントラセン
のクロル化物の性質について」同上

石原智男「多段流体変速機の性能計算」同上

（同上）

◇雇員 藤代光雄，雇員 長島清治，助教授 野崎 弘
「マグネシウム漂白粉の生成機構に関する研究」目本化
学会・，第6年会講i演（1953．4．2〜5）

◇特研生 本多健一，教綬 菊池真一「白金廻転電極に
関する研究一基礎的無関係塩溶液について」同上
◇教授 岡 宗次郎，助教授 武藤義一，雇員 永塚澄
子「自動定電位電解法によるアルカy金属の定量」同上
◇助教授 仁木栄次，助手 白井ひで子，大学院学生
皐瀬忠次郎「硫化物螢光体の結晶系の研究及びrk

・一ラロ

グラフ法による分析的研究（第3報）」同上
◇教授 友田宜孝，助教授 中村亦夫，助手 吉弘芳郎
大学院学生 生沢昭三「澱粉及び水飴申の蛋白分解物の
クmマトグラフ」同上
◇助教授 浅原照三，特研生 富田 穰，大学院学生
し
平井長一郎「不飽和脂肪酸のボーラログラフによる研究

し，内部流体流速の軸方面並に断面における分布を測定
した。叉出口におけを分布を測定し，これらの結果を報
告した」同上
◇助教授 石井義郎，他「可塑剤の合成研究（第19報）ポ
リァルキレングリ＝一ルェステル系可塑剤」同上
◇助教授 山辺武郎「イオン交換平衡に関する研究 （第
2報）陰イオン交換平衡について」同上
◇助教授 浅原照三「二塩基性脂肪酸モノ金属塩に対す
る臭素の反応」日本油脂化学協会関西大会（1953．4°1）

◇助教授

松下幸雄「製鋼反応理論の進展と現場作業へ

の寄与」日本鉄鋼協会第45回春季講演大会（1953・4・7）

◇助教授

松下幸雄，他「溶融二元系スラッグの電気化

学的研究（1）……CaO−SiO2系， BaO−−SiO，系のAsio2の
測定」及び 「溶融スラツグの電気化学的研究1（II）……
CaO−・A1，03−SiO2系，CaO−MgO−A1203−SiO2系のAsio2，

ACaOの測定」同上
一嵜

●

稿一一

（第2報）」同上

◇助教授 鳥飼安生 特研生 根岸勝雄「重畳超晋波に
よる光の回折と昔波の映像……表題についての理論的並
びに実際的研究である」目本昔響学会誌 8，3（1952．9）

◇助教授 浅原照三，助手 高木行雄「マロン酸ジエチ
ルエステルとホルムアルデヒドとの反応機構」』 ｯ上

◇助教授 鳥飼安生，特研究 根岸勝雄
The Applica・
tioh of the Phase Method in Visualizing Ultrasonic

◇助教授 浅原照三，助手 高木行雄 「α一オVフィン
に関する研究（第1C報）一「ドデシルペンゼンの合成」

Waves

同上

に実験的研究。
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，

J．

Phys．

Soc．

Japan

8，1（1953．1）・・一超書

波の映像における位相差法の応用についての理論的並び

◇助教授
Waves

鳥餌安生

through

Material
Soc．

a

Immersed

Japan

8，2

Transmission

Plane

Plate

made

ip

Liquid

Medium

a

of

一現地実験一

Ultrasonic

of

Viscoelastic

，

J．

◇教授

Phys・

藤高周平他，同研究室全員（麻生，田代，三須

田，藤田）「F型簡易ロij

（1953，3）

一一タ

の実地試験」依佐美変電

研究。

所において，強行邊電時に使用する実地試験を始めて行
つた。藤高研究室総動員で実施，今回手に入れたポーラ
ロイドカメラでブラウン管像を撮影，好成績を牧めた。

◇助教｛受 植村恒義，特研生 菅谷勝彦「写真機用シヤ
ツPt ・一の性能に関する研究（第1報）」精密機械14，3

◇教授

粘弾性体平面板における超昔波の透過に関する理論的

（1953．2．24〜3．3）

◇助教授
会誌

藤高周平rF型標定器の基礎実験」電気学会誌

73，P．127

（1953．

1，3）およびIJ・田急

◇助教授 安藤良夫，特研生 飯田国広「進水時に進水
固定台に加わる応力分布の計測」10，000トン型貨物船栄

2）

福丸の進水に際し，石川島造船所において，（1953。3．14）

◇助教授 浅原照三，技研生 黒岩茂隆「各種合成樹脂
ワニスの稀釈度と粘度との関係（第2報）」工業化学雑誌

東大，理工研吉識研究室に協力。

◇教授 平田森三，助教授 植村匝義，助手 伊藤寛治
「捕鯨砲発射実験」日本捕鯨協会，並びに丈部省科学試験

（1953．3）

一邦訳書出版一

所研究班により，愛知県・日本油脂，武豊工場試射場で，

高橋安人，

コントロe−一ル・エンジニヤ

新捕鯨砲の発射実験を行つたが，当研究所からは上記3
殆が参加し高速度カメラによる弾道弾速，砲の駐退速

別刷

4−1誠丈堂刊￥260，これはプロセス自動制御の概念と
実際の最新技術とを平易に展望したアメリカ，ブラウン
社の解説書である。邦沢は研究員 増淵正美，特研生鴨

度，駐退筒油圧等の測定を行つた。

一授

井章君も参加した。

賞一

◇助教授 松下幸雄「基本系溶融スラッグの電気伝導度
に関する研究」論丈に対し，昭和28年4月6日，日本鉄
鋼協会より，俵博士記念賞を授与された。なお本論丈は

一座談会一
◇教授

豊，

並びに国鉄技術研究所と共同で普通車による横圧と，カ
ルダン車による横圧との比較測定を行つた。

石原智男「流体変速機について」目本機械学

◇教授

◇教授

金子

線栢山駅附近（1953．3．22〜4．1）で，蓮輸省技術研究所

会誌56，410（1953．3）

162

榎本歳勝，雇員

のため国鉄茅ケ峙附近（1953．3．2〜3．

大島康次郎「サーボ機構の展望」日本機械学

（1953．3）

◇助教浸

56，

沼田政矩，助手

雇員鵜沢茂「ヵルダン車による軌条横圧力の測定」

（1953．3）

藤高周平「電気学会超高圧送電懇談会」出席

（1953．2．2）

◇助教授 富永五郎「科学の目」座談会出席（ラジオ東京）
¥連の科学を語る （1953．3．16）
t

筆

者

介

紹

◇菊池真一 教授 工博，専攻 電気化学及写真化学
◇本多健一 大学院特研生，専攻 同上
◇浅原照三 助教綬，専攻 油脂化学及炭化水素化学

◇岡

◇野村民也・助教授，専攻電気計測・電気制御

◇早瀬忠家郎大学院学生，専攻有機工業分析学

◇石井義郎

助教授

工博

専攻

宗次郎

◇武藤義一

教授

工博，専攻

助教授，専攻

無機工業分析学

同上

◇栗原鎭夫助手，専攻同上

有機合成化章及高

◇荒井

宏大学院特研生，専攻繊維機械学

分子化学

編
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