
日 立 磁 気 遮 断 器 完 成
IIitachiMagnetic Type High Tension

AirCircuit BreakerCompleted

力回路用の交流遮断器には専ら油入遮断器が使用さ

れてきたが､火災の危険がなく保守点検も容易な油無L

断器が強く要望される趨 み今回日立製作所国分

分工場に於て､3,450V乃至6,900V用

断器を新たに開発した｡本

断器として日立

断給ほ耐弧性絶縁材

料からなるアークシュート内に放て電弧を磁力によって

細隊内に導入し､急激な冷却作用を与えて消弧せしめる

磁気吹消塑の高圧気中

(1)

断器であって､

断媒質として油を使用していないので火災の

危険がなく､且つ油の濾過等の手数がかゝらない.｡

(2)アークシュ←トほ耐弧性の 秀なジルコン磁署詩

を月れ･､ているので､長期の使用に耐える｡

(3〕接触部は渦中に於けるような異常消耗現象がな

いので､開閉時の損傷が僅少である｡

(4)小

小

流に対しては空気吹付け

流から大

での

と
｢
ノ行を断

至るまで短い電弧時間で 断

が行われる｡

(5〕従って開閉頻度の多い場所に使用して保守点検

に煩わされることがない｡

等の特長を右しており､都心の変電所､無人のユニット

サブステトション或は工業動力制御用等に好適である｡

策1図 6.9kV,1,200A,250MVA

日立磁気遮断機

Fig.1.6.9kV,1,200A,250MVA Hitachi

Magnetic Type High TensiollAir

Circuit Breaker

本遮断器ほ6･91(Ⅴ及び3.45kVに於て定格 断容

量を保証しており､JEC-57による型式試験に合格し､

更に湿度100%中に於ける6.9kV,20,000A,250MVA

の 断試験､8,500V,7,000Aの過 断試験､対地

及び相関､同相端子間に対する6号(60kV)衝撃 圧

試験､5,000回の寿命試験等の苛筋な試験にも合格して

いる｡

断器は最初の製品として関西電力株式会社大津変

電所に6･9kV,1,200A,250MVA(3台)及び6.9kV,

600A,100MVA(13台)をメタルクラッド型ユニット

サブステ←ション用として納入し好成績を収めている

が､引続き各発変 所用として多数製作可･-である｡

メ タ ル タ ラ ツ ド 母 線

MetalCladI】厄S

従来大容量発

繰の作業は､発

所に於ける発電機と主変圧器聞の主母

所の建設途上転項な仕事の一つとされ

ていた｡即ちケーブルを使用すれば大電流容量のためケ

←ブルヘッド､分蛙函､ケーブルダクト等極めて複雑と

なり､接続作 も困難となる∴叉碍子支持の裸母線を使

用するにしても母線コンパ←トメソト等のた吟､建築上

事は複雑となり､保守上の見地から支持碍子の汚損､

による接地､短絡､感電等の事叡の原因を残すことにな

しくない｡

今回日立製作所国分分工場で作成されたメタルクラブ

ド母線はこれ等の難点を一掃したものであって､碍子に

支持された母線を各相毎に密閉母線函に納め､三相を按

地母線と共にⅠビームに張付け組立られたものである｡

これは適当な長さに 準化された単位として 作され

る｡据付の際ほ各単位を連続的に壁或ほ秤に取付け､主

母線及び

で速ま

地母線を接続片で接続し､外函を連絡バンド

すれば据付工事は終るのである｡又屈曲部分､分

蚊部分､計器用変圧器､変流器函等も標準化して製作さ

れ､ 様にして据付られる｡

これによってケトブル或は裸母線布設工事中ような複

雑仕事はL--･掃され､所謂ファクトリr:ゲー.iド(Factpr-y

Made〕となり､発電所の琴設矧Ⅵを琴㌧く恕嘩する,こ

とが可能である｡保守上からも有利であり･､即ち全密閉

防塵､構造で素敵の原因となる部分がなく､､感 の心配
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第2図

Fig.2.

11,500V,

11,500V,

2,500A メダルクラッド

2,500A Metalclad Bus

線

第3図

Fig.3.

メタ/レクラッド母線の内部構造

InternalConstruction of

Metalclad Bus

もない｡たとえ万一接地 故が発生しても各相隔離され

ているから相聞短絡に発展することなく大事故を未然に

防止出来る｡叉発電所内部が簡素化され外観も向上する｡

このメタルクラッド母線が本邦で初めて､北陸

道川第一発

力神

所に採用され､この程日立製作所国分分工

場に於て完成を見た｡引き続き同第二発 所用も製作中

である｡その仕様は次の通りである｡

定格電流 主回路…‥=‥‥‥･■･2,500A

分肢回路

周 波 数‥‥･

50A

.‥60凸○

定格電圧……･=……………‥11･500V

短絡電流(波高値)……………･50,000A

である｡

第2図はその一部の外観を示し､第3図は一相の内部

構造を示す｡

主母線はU字型導体を2枚組合せて碍子上に支持され

ている｡導体の接続部は鉄鎖金を施し接触面の劣化を防

止している｡碍子は強力型を使用して短絡電流に対する

機械的強度を確保している｡外函は硬質アルミニウム板

を使用し特殊熔接により製作されアルポソド処理の上

装されている｡各函に開閉蓋を設け内部点検を容易にし

ている｡防水構造となっており屋外にも使用可熊である｡

論 第36巻 第1号

試験としてほ､屋内及び屋外直射日光下の温度上昇試

験､商用周波及び衝撃電圧の絶縁試験､注水試験等何れ

も満足な結果を得た｡

以上メタルクラヅド母線の大要を舘介したが､これと

メタルクラヅド酉己電盤とを併用することより発 所内が

すべてデtソ1､フロント(DeadFront二)となり一段と安

全性を増すことが出来る｡又これほ変

であって､今後の発変

甚である｡

休

も適用可能

所の計画上の御参考になれば幸

朝鮮向巻上機､日立で受注

Signi鮎ant OrderCame toⅡitactli

from Eorea for Winding

MadlilleS

以来朝鮮向復興 材の買付ほ次第に活対こなって

来たが､今回日立製作所でほUNKRAとの間i･こ巻上機

6台の受注契約を結んだ｡

日立製作所は鉱山機械メ←カーとしても数多くの実績

をもって知られているが､巻上機に就いても古くから優

秀な製品を多数製作し鉱山､炭鉱方頓に好評を博してい

るので､この点を買われたものと見られ､今後の動向が

注目される｡

受注品目 150HP 単

100HP 月単

上磯 3

75HP 単胴巻上機 2

Jヽ
亡J

台

ノニヽ
亡コ

日本炭破遠賀碗業所柄
500EP 単 胴 巻 上 機 完 成

500HP Single Drum Electric Winder

Completed

日立製作所亀有工場に於て､この程福岡県の日本炭砿

遠賀鉱業所納500HP単胴巻上機を完 した｡本徽･ま坑

内設置の斜坑炭専用で､単胴､圧気操作式ショートポス

ト型ブレーキ方式である｡その主な仕秘ニエ次の通りであ

る｡

式･ SD2→NPβA上′

最大ロープテンション‥‥･･‥‥‥8,000kg

巻上速度…………182m/min〔50㌔･の時〕

218m/min(60凸っ の時二)

巻胴寸法 2,400mmDxl,350mmW

X3,000mmF

ロ ーー ナ.

巻込段数

動 機.

…‥32≠×1,500mL

(地巻共)………………‥6段

….500HP,12pole

同鉱業所には同盟のものが8台10年程前に納入して

あるので､ニれらと主要部品は互換性を持たせてある｡･

モータの_キ険､出し入れの時便利のように､従 の如く

手前に州つ張っていたブレーキエンジンを反対方向に配
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節4図

Fig.･4.

500HP 単 胴

500HP Single

Winder

置し､文運転台上の

巻 上 機

Drum Electric

計器を一一括Lて操作盤とし運転手

が見易いようにしてある｡

榎山炭碗礪業所柄

デスクセット方式による

250ⅡP複胴 巻上機完 成

250HP DoubleI)rum Electric Winder

WitIIDesk Set Completed

日立製作所亀有工場に放て､この程山口児の棲山

砿業所納めの250HPデスクセット附複胴

砿

上磯を完成

した｡本磯は当初は灰申拝卜さあるが将来はスキップ用に

使用するもので､複胴､両ギヤクラッチ附､油圧操作式

ポスト塾ブレーキ､デスクセット附である｡その主な仕

様ほ次の通りである二.

型 式‥‥‥
‥DD-G2PO

最大ロープテンション川.‥‥…‥‥.7,600kg

最大アンバランスブル.‥
‥.4,600kg

巻上速度.‥‥
‥‥‥.‥200m/min

巷胴寸法 2,000mmDxl,200mmW

X2,500mmF

ロ ー

プ･‥‥･‥‥‥‥…...30声×1,000mL

巻込段数(地巻共〕………………‥6段

電 動 機…….･‥‥‥‥‥250HP,12poles

電 源.‥.
‖.3,300V,60こぅ

デスクセットにはハンドルー式並びiこ 計器を取付け

てあり､各ハンドルは油圧サーボモータ操作用のペンス

ルハンドルに依り､間接的にコントローラ並びをこブレー

キエンジンを操作する如くしたもので運転操作が塞く容

易である｡

デスクセット方式は■前回の日窒鉱業江迎砿業所柄入の

ぢ00Hヤ巻上磯に次ぎ2台目である｡前回の油圧サーボ

モータほ油圧20kg/cm霊 を採用したが今回はブレーキ

エンジン用の油圧〔7kg/cInりを利用したものであるr

ス 445

第5図

Fig.5.

250HP複胴巻上礫(デセクセット付)

250HP Double Drum Electric

Winder with Desk Set

巻上磯操作ハンドルは従来運転手が大きな労力を賀Lて

いたが漸次改良されつゝある｡

綺クラッチとプレ←キの互鍵ほアングル型のグルーブ

に沿トーー･本ハンドルを動かす如くして誤動作を無くした

ものて､従ってクラッチはハンドルストロ←クとクラッ

チストロ←クを常に比例させるバルブ機構にしてある｡

新製品日立ADD型

20ⅡP小型複胴巻上横完成

Ⅱita血iType ADD20ⅡP portable

WinctleS Complcted

日立製作所亀有工場では､さきに炭砿､鉱山､土木及

び建築等多方面にわたり使用される荷役磯械として､新

製品日立ASD型(単胴)20HP小型巻上機を製作し好

を博したが､この程､日立ADD塑(複胴〕20HP小

巻上機を完成した｡この小型巻上機は水平又は緩傾斜

の運搬軌条に於けるメンテール巻用その他にも使用され

る一層広範囲の使途をもつもので､従来の小型巻上機と

の遠いほ､減速ギヤを一括してギヤボックス内に咽め､

第6図 日立ADD型20HP小型巻上磯

Fig･6･HitachiType ADD20HP Portable

Winch
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ドラムの外に出してフレ←ムに取付け､ブレーキ及びク

ラッチバンドにも改良を加える等､点検､給油及び分解

組立が容易なように設計されている｡モ←タは横型フラ

ンヂ式を採用した｡区帖外観を示すもので､仕様は次の

通りである｡

標 準 仕 様

式…………………･ADD-B2BH

源 200(400)Ⅴ/50`わ 220(440)Ⅴ/60日∇

ローププル…‥‥.1,700kg l,400kg

ロ㌧-ブスピrド....45m/min 54m/min

動 機……‥20HP,6‡〉,TOYX-KK60

ド ラ ム 425mmDx350mmWx700mmF

ロ ー■ プ………………‥1坤×400mL

巻込段数(地巻共)………………‥9段

総 重 量‥..‥･ ‥.1,500kg

小野田セメント株式会社納

タラツシングクレーン宋成す

CruShingCraneforOnodaCementCo･

Comがeted

現在セメント会社に於て石灰石の採取は大発破によつ

て岩石を大きく砕き､更に小発破によってこれを細かく

割る方法をとっているが､この小発破による破砕は多く

の時間と労力を要するのセ､これが磯械化が要望されて

きた｡これに応えて日立製作所亀有工場で製作したのが

第7図に京すクラッシングクレトンである｡

第7圃

Fig.7.

UZO6型クラブシングクレ←-ン

TypeUZO6tIitachiCrushing

Crane

商機は万能掘削機のフロントアタッチメントのみを変

えて､ブームの先端に重錘を吊りこれを落下させて石の

破砕を行うもので､工場内試験では良好な結果を得た｡

なお写真に見る如く建屋､運転席には破片飛散による危

険防 されている｡

本磯の主なる仕様は下記の通りであるが､ショベルの

新分野として大いに注目されている｡

仕 様

型 式‥.
.UZO6

ブーム長さ………………‥t･‥‥･･15m

作業半径‥.‥ …‥12m～4m

重錘重量………………‥1･5t及び2･5t一

巻上速度……………………50m/min

旋回速度……………………‥5r･p･m一

倍仰速度…………………… 7m/min一

定行速度…‥･‥1･2km仲r及び2･4km/血r▲

原 動 綴‥."･‥ 最大100HP,1,300r･p･m-

富士製鉄株式会社室蘭製鉄所納

1tポリツプパケット付ディーゼルロコモチブ

クレーン完成

DieselLocomotive Crane withl･tOn

Polyp Bucket for FujiIron乙Mfg･Co･

日立製作所亀有工場に於てこの程昭和16年に富士整

鉄株式会社(室蘭)に納入された10tフック付スチー

第8図1tポリップパケット付ディ←ゼルロコモナ

ブクレーン(8tフック付のときの荷重 験:〉L

Fig.8.The LoadingTest of DieselLocomo･

tjve Crane withl-tOn Polyp Bucket

Equipped with8-tOn Hook
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ムロコモチブクレーンを1tポリップバケット付ディ←

ゼルロコモチブクレーンに改造したが､工場内試験も好

で優秀な成績を示した｡

本機は高架塵橋上にてスクラップ荷役をなすもので､

改造前に比して走行､旋回､ 上速度共に早く､運転の

奄快性と相侠って荷役籠力の倍加が期

改造の主な点は､

されている｡

廟部分は旧都晶を使用し､旋回体

及びフロ∵/†アタッチメント部は新製品で､日立UO6塾

万能掘削機のものを引当てたものである｡

又特に高架機機上に放ての荷役に便利なように走行の

ブレーキは足踏のサイドブレ←-キの外に

出来るオイルブレーキを備えている｡

本機の主な仕様ほ次の通りである｡

仕 様

型 式…‥

転席から操作

‥DJT-DP

ポリップバケツ†掴み容量….1t 自重..‖2t

作業半径 支持桁使札.‖……最大 8m

最小 4.5m

支持桁使用せず……最大 6m

最小 4.5m

程 軌条面上.‥.6.4m 南下‖‥1.6m

度 掴 上…………22.5m/min

支 持･‥･‥‥‥‥ 22.5m/min

旋 回‥‥...
.5r.p.m.

軌

僻 仰‥､………‥ 7m/min

走 行:.‖………100m/min

問…………………...1,067mm

原 動 機…･ディーゼルエンジン最大90HP

迂路75HP(1,300r.p.m.)

叉木機はポリププバケットを外してフックに取換えフ

ック付ディ･-ゼルロコモチブクレーンとして使用するこ

とも出来る｡その時の仕 は次の通りである｡

支持桁使用 支持桁使用せず

作業半径(5tの時) 6m

作業半径(8tの時〕 3.5m

4m

12.5m/min

大口 径CS弁に就いて
もargeliore CS Valve

ポンプに使用される弁には各種あるが､ 揚程5m以

下の低揚程ポンプでほ喋塾弁と逆流防止弁を併用するの

が普通である｡しかし蝶型弁は和が弁座を貫通している

ため気密を保つことが出来ないからその必要のある場合

ほ使用出来ないし､逆流防け二弁ほ多く銅板で作られ而も

常時水面下にあるため耐久力少く点検修理にも不便であ

る｡CS 弁は両者の作用を兼ねながら以上の欠点を除き

而も両者の合計より安価に製作出来る点が優れている｡
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第9図 CS 弁 一 説 明 図

Fig･9.Skeleton Drawing of CS Valve

第10図 工場内に於ける口径1,500mmCS弁(弁
彼の自重で半開状態になっているところ〕

Fig.10.1,500mm CS Valve

小口径のものは従来も製作したが28年9月葵城県茎崎村

外五箇町村土地改良区の注文によりこの程日立製作所亀

有工場で完成した軸流ポンプの附属として始めて口径

1,500mmのCS弁を製作し良好な結果を得ることが出

来た｡

CS弁の構造の特長は第9図に嘉す如く

(1)弁板の中心から離れた回転車由

(2)円錐型の弁座

(3)回転軸と駆動歯車の分離(図示せず)

の3点からなっている｡これによって上 如く逆流防

止弁として作用する外にノ､ソドルにより流水に抗して弁

の開度を滅少することが出来､更にポンプが止ればどの

閃度からでも自動的に閉鎖する｡回転軸が弁座を貰いて

いないから弁シ←ト面にゴムを張れば完全に気密が保た

れる｡これは最近納入L七茨城県森戸の口径1,300mm

のもので成功している｡又流水によって開弁する時の抵

抗を減少するために僅かに しした軸を持っているので

逆流による閉鎖時のいレクが小さく衝

止弁より少いが､油圧

は普通の逆流防

衝装置をつけることにより閉鎖

衝馨を全くなくすることが出来た｡

第l咽の写真ほ口径1,500mmのものであるが弁胴は

鉄､弁掛ま鋳鋼を使用してある｡写真の左側にほ開度

調節用ハンドル､右側には油圧緩衝装置が見える｡
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直流送電への一歩前進

AStep一甘orwardTowardD･C■

Tramsmissiom

今日交流送
斗よ

狛技

カの輸送が競って

比されるべき直流

日 立

高度の発達をなし､長距離､大電

現されつつある｡交流 電方式と対

電は､過去に放て一部研究の萌芽が

あったが､その後立消えとなっていた｡しかるにドイツ

で実用化Lたエルべ､ベルリン問の直流送電､スエーデ

ンで実現中のゴソトランド島

戟されて､最近直流送

なった｡直流送

本土間の直流送軍に刺

が再び真剣に検討されるように

圧がこのように取上られるようになつ

た原因は､水銀変換装置の製作技術の進歩によるもので

あって､装置自体の信森度､直流送 の運転､制御､保

護方式が完全となれば､次に記するような数多くの特長

によって､交流送電の分野に進出することが考えられるc

(1)ケーブルにより送 する場合にケーブルの費用

が交流送電に比し安くなる｡

(2)ケ←ブル送

流れるために

るに直流

の場合交流では大きな充電々流が

電距敵こ制限がある｡

にはこの制限がない｡

(3)架空線の場合は碍子の数及び銅線の量が約2/3

ですむ｡

〔4)直流送電には交流 で問題になるリアクタソ

ス及び位相差を考えなくともよいので送電々カを

制約する安定度の開国がない｡

(5)交流送

(6〕

では無効 流の存在及び導体の表皮作

用による抵抗増加のため直流送電の場合に較べ損

失が大きい｡

系統問の連∃ を直流送 で行えば､両系統間の

力の受授が極めて容易且つ安定である｡

(二7)直流送電では大地帰路送電を行うことが出来

る｡

日立製作所日立工場ではこの程､我国最初の高圧直流

送電用水鋲整流器を含む変換装置を完成し工場に於て試

験中である｡

今回製作せる変換装置は

交流 力を直流電力に変換する水銀整流器と直流

力を交流 力に変換するインバ･一夕､それぞれの変

庄器及び制御装置である｡

工場試験終了後本装置は 気試験所に納入され電力変

換の研究並びに種々なる性能の試 が行われることにな

っている｡

本装置の主体をなす7】く銀整流器ほ

50kV,20A,1,000kW凰冷式である｡

木器の完成によって直流送 の実用化の基際は一

進Lた訳で､今後の研究の発展が期待される0

別
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欝11図1,000kW50,000/25,000V20/40A連続

定格風冷単極整流器

Fig.11.1,000kW50,000/25,000V20/40A Conp

tinuous Rating Air-COOled Single

Anode Meacury Arc Recti丘er

日立Ⅱ種シート絶縁物に就いて

Hitadli,s ClassⅡSheetIn和1ation

最近に於ける 気機器の性蘭の高度化､苛酷なる条件

下に於ける運転等のため､その構成材料に要求される性

質は著しく高級となってt･､る｡就中 気機器の性能､寿

命等を倒する絶縁材料に対しては掛こ著Lい高級化が要

望され従来のA種､B種のものではその用を弁じえない

情勢である｡

日立製作所日立絶縁物工場に於てはこの点に就き早く

より研究を始めH種シート絶縁物のエ業的製造に成功

し､程々の 気 応に器機 用して好結果を得ているので､

これら日立シ←ト絶縁物に掛､て二三紹介する｡

H種のシート絶蔵物として先づ考えられるものはガラ

ス布をシリコーンワニス処理したもの､及びこれ等をマ

ヽ

イカと組合せたもの等があるeガラス布は本来耐熱､吸 イ
湿特性は勿論のこと機械的に抗張九抗圧力等が掛∴

更に熱伝 率が優れたものである｡シリコーンワニスは

半無機性のシリコン化合物よりなり､このものゝ乾燥皮

膜は耐油､耐湿性は勿論､無機物の耐熱性と有税物の可

揆性を兼備したものである｡これ等を組合せて得られた

ワニスガラスクロス類は耐熱､耐湿､耐油､耐薬品性に

富み､更に可雄性に富んでいるので電工作業の際のコイ

ルの袋巻き､テ←ビング､スロ､ソーライナ

利である｡特に耐熱性､熱伝 のよいことは

非常に便

気機器

の設計にあたり､スペースファクタを有効にレJ＼型､軽

量のものを作ることが可能となる｡
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第1表

Tablel.

′ 略

絶縁破壊

滝引

電

(Ⅴ/)(短時間)

荷
g

韻律

(%)

号

最
…
患
∵
牢′l

圧

縦

硫
′-1竃

笹施び

耐 湿 熱 性

可 換 盤

耐 熱 性

-
ン=･-い

､■-===

高

低

均

日 立 シリ コ
ー

ン ワ ニ

Characteristics ofIiitachi

VGC-IT-0,08

0.07-0.09

>1,000

7,000

4,500

5,300

6.8

6.7

2.8

2.5

良 好

良 好

V(ユC-H-0.10

0.09-0.11

二>1,000

10,500

6,700

8,000

10.7

ミ1∴.

3.2

∴}:

良 好

良 好

最高2500C,常時1750Cの仮用

謀摘15mnl.標点間の距離150mmで間貸した値である｡

第 2 表

Table 2.

シリ コ ー

ンガラ スマイ カの特性

CharacteristicsofHitachiSilicone

Bonded Glass Mica

名 称

公 称 区 さ (mm)

匡

マ イ カ

引 張荷電

政 壊 電 圧

捲 付

耐 ､

さ (mm)

有 意 (%)

(kg一/幅15mm)

平:均 (kV)

性

性

シリコーンガラスマイカ

0.13

0.11-0.15

50%以.L

16

3

良 好

0.25

0.23～仇28

80%以上

10

10

良 好

2000C連続倭用に耐える

ス ガ ラ スク ロ ス の ∠特性

Silicone Varnished Glass Clothes

VGC-H-0.13

0.12～0.15

>1,000

11,000

8,000

9,200

日‖=引

9.6

3.6

2.7

良 好

良 好

に耐える

VGC-H-0.18

0.16､0.21

>1,000

11,600

10,108

11,400

22.6

18.4

4.0

3.9

良 好

良 好

VGC･ヰト0.25

0.23-0.28

>1,000

14,200

9,600

12,000

30.5

27.1

4.0

:i.6

良 好

良 好

マイカ←ペーパは､いかに上級良質の亡･■ょがしマイカを用

い均一に貼付作 を行ったものでも､その委ね合せの‡

からみて､絶縁物のうちで最も厚みの不均一一一のものと

シリコーンワニスガラスクロス

日立製作所目立絶縁物工場では精選せる無アルカリガ

ラス布に独特の技術でシリコーンワニス処理を施した高

性能のH級ワニスガラスクロスを製造Lており､テープ

巻用とL′ては所要の幅のテープを製造t_ている.･その特

性の--一例を第1表に示す｡

シリ コーンガラスマイカ

H種のマイカペ←パは和紙の代りに精選せる無アルカ

リ硝子布を用い､接着剤としてシリコーンワニスを使用

したもので一般卑寺性の一例を第2表に示す.｡マイカの耐

熱性､ 気的性質､機械的性質を十分に生かL･､こぅ~tを

ガラス布により更に補礪Lたもので､可

のである,｡

性に富んだも

マイカペーパの全面絶縁試験装置
Whole SurfaceImsulation Testing De▼iee

for M:iea Paper

プレスボード､マイカプレート､その他のシ←ト絶縁

物で､機槻狛･こ強く､厚さが均一のものゝ全面絶縁試験

ほ､1対の金属ロール問に絶縁物を挟み､ロ･-ルを回転

Lながら することによって､その目的を達し得るが､

いつても過言でないノニノ従ってこの唾の絶縁物の全面を達

観!伽こ絶縁試験するには､単に1対のロ→-ル間では不十

分であるため､絶縁物の る程度の凹凸に応ずるように

上部ロールを数糎に割って行ったこともあるが､こかで

もマイカペーパの複雑な凹凸に応ずる

成し得ないから十分でない｡.

櫨をロールが形･

マイカペーパは厚さが不均一であるようにその絶縁耐

力も不均一であり､その弱点を予め除去することがコイ

ルの絶縁上極めて重要なことである｡.日立製作所日立絶

縁物工場では､20余年前よりシート絶縁物の全面絶縁試

験を実施し､この間この絶縁試験装置にも幾多の改良が

加えられている｡即ち上部ロrラを細分割する方式で好

成 を得ているが､更に下部ロ←ラの平面による欠点を

補うため､両面から絶 物を特殊の金属刷子で鋏み､ロ

ーラは単なる被検シートを移動するに用い､凡ゆる凹凸

に応じ全面を連続的に絶縁試験する所謂金属ブラシユ式

第12図 細分割式全面絶縁試験装置

Fig.12.MinuteDivisionTypeWholeS一ユrface

Insulation Testing Device
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第13図

Fig.13.

金属プラッシュ式全面絶縁試験装置

MetalBrush Type Whole Surface

Insu]ation Testing Device

を考案し､高圧コイル用マイカペーパの品質管理に理想

的な効果を発揮している｡

弟12図は上部ローラー細分割式､第13図ほ金属ブラッ

シュ式の 験装置の一部を京した｡

印度国鉄より大型蒸気検閲車重注

GlobalOrderIs Given toⅡitadli

byIndian Govemment Rai1ways for

Large-Si2;ed SteamI.ocomotives

日立製作所に於ては去る9月初旬､印度政府の尊鞠増

備計画の入札に参加し､世界各国の一流メ←カ←と激烈

な競争の結果､この程WG塾蒸気機関華75葡を受注し

た｡_

このWG塾蒸気機関車は､印度国鉄としては最大のも

のゝみならず､西独のクルップ､へソシェル等蒸気機関

茸の世界的メーカーと肩を伍して日立製作所が受注した

ことは､ 我国の革舗装作技術を相当高く侍 された結果

で､ひとり日立製作所だけでなく､日木の将来のために

も大きな喜びと考える｡

この機関等は日立製作所笠戸工場に於て製作し､1954

年秋より出始め､1955年末までに納入完了するもので､

大略の仕様は次の如きものである｡

執 間………………5′～6′′(1,676mm)

輪配置‥:………………2-8-2(1-D-1)

途..
…...…‥貨物列

牽引用

式…………….過熱蒸気､テンダ十塾

最大寸法(機関車)幅10′～6′′ (3,200･4mm〕

高さ13/～101/2//(4,229･1mm)

長さ49/～21/21/(14,992.4mm〕

(炭水事)幅 10′～0// (3,048mm)

高さ13/～6Ⅰ/B//(4,118mm〕

長さ32†～01/8//(9,756.8mm)

運転整備重量(機関車)‥‥.

(炭水車)...

(合 計)..‥,.川

.103.3t

. 73.Ot

‥176.3t

空車重量(機関車)………………….93.5t

(炭水車).‥

(合 計)‥..

連結器種 両側

….31.9t

….125.4t

衝器､中央フック式

ブレーキ(機関車)‖…………蒸気ブレーキ

(炭7k専)…………‥真空ブレーキ

その他､規格はI.R.S.(Indian Railway Standard

Speci丘cation)により､検査は印度国鉄の指定する検査

員が行う事になっている｡

日立電線工場研究室新建家落成

New Building Completed forIIitadli

Eleetrie Wil･e WorksI｣aboratory

日立製作所に於ては､大正6年に電線及び伸銅品類の

製造を開始しており､現在迄に36年の月日をけみして

いる｡

ところが最近の電線業界は作業の繁忙を ける一方､

今次大掛こよる諸外国よりの後れを取戻すために､外国

技術及び資材の導入によって､飛躍的発展を遂げている｡

日立製作所日立電線工場は､かような客観情勢に対処

しながら日夜製品の改良､新材料及び新 品分野の開拓

を目指しつゝ､電線製造技術の飛躍的向上を図っている｡

この度これらの試作研究業務を円滑に遂行するため

に､工場内に鉄筋コンクリート2階建の新研究室が落成

した｡この研究室は目下建設中の高 圧研究室と並び､

日立製作所に放ける電線製造事業の中にあって頭脳的仇

きをなすものであり､社内に於ける日立研究所(日立)

及び中央研究所(東京･国分寺)の協力を得て業務の推

進をはかつている｡

第14図

Fig.14.

日 立電線工場研究室全景

GeneralViewofHitachiElectricWire

Works Laboratory,Hitachi,Ltd.
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この研究室は電気､化学､機械､金属の4研究室及び

試作工場とに分掌されており､それぞれ

分担する傍ら､共に協力しあって

作研究業務を

躁製造事業の技術的

推進力としての機能を遺憾なく発揮している｡即ち､電

気研究室は 気材料､高周波ケーブル､通信ケ←ブル､

高電圧ケーブル､超高圧送 振等を､化学研究室はゴム､

合成ゴム､合成樹脂等の高分子絶縁材料及び紙､油､ロ

ジン等のケトブル材料を､機械研究室では押出､伸線､

連続加硫等の製造条件を､金属研究室では銅､アルミニ

サム等の導 材料及び鉛､アルミニウム等のケーブル被

覆材料等を担当しており､試作工場では の備設造製繰

改善､プラスチヅク､アルミ被等の新仕様ケーブルの按

及び非鉄金属の熔解､加工等の試作研究業掛こ力を注

いでいる｡

大もの幸二輌連結､潤大賀物の

記録輸送､日立から大阪へ

Tw■O Extra-Size flreight Cars Were Com-

nected to Transmit Hitachi's Propane

Tamk fromⅡitachiWorksto Osaka,

Establislting RecordinI.arge

Size Cargo Transmission

28年3月日本石油から横浜精油所用として､日立製作

所に発注されていたプロパン貯蔵タンクはこの程日立工

場に於て完成し､一体焼鈍のため､はるばる日立より大

阪迄この れた｡このタンクほ大阪で据付脚等を

取付け一体焼鈍の上最終仕上げを行い､海路横浜製油所

に輿入れするものである｡直径3,200mm,長さ14,200

mm,重量50tの大もので国鉄もこれが輸送には少なか

らず頭痛していたが結局シキ40という起低床大もの貨

2禰を連結し､転換枕木で支え､一端を固定し､他端

ほ港動式にし底床貨車の応用に新機軸を生むという大輸

送をした｡

本タンクの特長は､

(1)高圧ガス容器として特別に設 されている｡

(2)全熔接線に亘って放置なⅩ線検査を行ったがこ

れには日立製作所日立工場新設1,000,000V,Ⅹ-

Ray を本格的に活屈した｡

(3〕全熔接完了後一体として焼鈍してある｡

(4)熔接は特に慎重を要するため日立工場の特級熔

接士がこれに当った.｡

〔5)このような大型の高圧ガス容器は本邦で製作さ

れた最大のものである｡

〔6〕使用材料及び熔接加工方法等凡て日永規格はか

りでなく米国の規格にも完全に合致する製品で

ある｡

第15図ほ特別輸送中のプロパンタンクを示す｡

移 動 無 線 用 空 中 線

Antenna forユⅦobile Station

日立 作所戸塚工場で最近新たに試作に成功し､量産

体制の完成を見た機種に､特殊用 の移動用車載の空中

線がある｡これらの空rF~一線は､主として超短波無線機を

せた草軌こ取付けられ､移動中の無線車相互の連絡を

緊密に保つ目的で使用され､近年大いに発達を促されて

来た機種である｡

多く 30Mc附近の周波数で使用されるため車体に比

較して長大な空中線素子を保持して走行する必要があ

り､緩衝座､素子部､絶縁碍子等は振動､衝撃等の外力

に対して十分な礪度をもたせるよう材質的にも加工上か

らも入念に吟味されて製作されている｡

又この空中線は､量産的な考慮が払われており､絶縁

碍子を始め緩衝座から素子に至る迄すべてユニット式に

構成されており､用途によりこれらのユニットを組合せ

て､希望する周波数に適合した空中線を組立てられるよ

第15図 大型貨車2緬連 にて輸送されるプロパンダンク

Fig.15.Two Extra-Size Freight Cars Were Connected

to Transmit Propane Tank

451-一

うiこなっている｡この組立は全く簡単で

あって特に智識を要しない点､又随時随

所に於て組立てられる点､ユニットの寸

法は短かく餐く作られて携行に至便な点

等､多くの れた特長をもっている｡本

空中線ほ原型を米軍制式の器材にとり､

これと全く同等のものを製作する意図の

下に､材質上からも､加工上からも､検

討を加えた結果､大体に放て 色ないも

のを得られたものである｡一例として素

子ユニットに就いて 明すると､これほ

卑寺殊鋼の薄肉管をテーパーに引き落し､

この両端に螺合するためのねじ を切つ

たもので卑近なる例をひけば恰も釣竿の
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第16医王

Fig.16.

如く組合せられて

第17図

Fig.17.

立 評

串載用特殊空中線

Whip Antenna for

Mobile Use

特殊用途鞭秋空中線

Base Loading Whip

Antenna for Mobile

Use

成される空中線素子である｡これと

ゴムを以って被覆されたスプリングを内蔵する緩衝部を

主体とし､同様にユニット化された碍子を以って構成さ

れている｡

これらの空中線に就いては今後も引続き需要が予想さ

れている｡

建設省関東地方建設局納(藤原堰堤工事用)

新形13.5tケーブル廷重機製仲完成

New StyleIIigh E瓜ciemcy13.5七Cable

Crane for FⅦjiwaraI)am Con･

Struetion Com頭et･ed

28年以来鋭意製作中の新形高性能13.5tケ←ブル起重

機がこの程日立製作所亀有工場で完成した｡商機は従来

のケーブル起重機に比して著しく能 的な機械で､その

完成ほ関係各方面から注目の的となっている｡日立製作

第36巻 第1号

第18図

Fig.18.

13･5tケーブル起重税の300kW巻上装置

300kW Hojsting Winch for13.5t

Cable Crane

所でほ昭和10年隼商都最初の堰堤コンクリート封設用ケ

ーブル起重機を完成して以来各所に各種ケ←ブル起重機

を納入したが､本棋はそれ等の経験と最新の技術とをと

り入れた国産機で､日立製晶として内外iこ誇り得るもの

である｡.その主な特長ほ､巻上横行装置は日立独特のH

式でH･T･ダイナモを使用してワードレオナード制御で

能率よい運転ができること､保守点検を簡易にして使用

中ほ磨耗損傷が皆無であること､材料工作に注意して熔

接構造を広くとり入れたこと､操縦し易く特に操作に直

接必要な器具ほ運転室内の操作台にとりまとめたこと､

主索ほ国産ロックドコイル(76≠)を使用したこと､そ

の他各部分的にも全面的に改良されている｡因みに本機

の仕様は次の通りである｡

型 式‥‥.

打 設 能 力‥‖‥.

巻 上 能 力‥.

.‥.FR-TC

‥ 90m3/br

‥.13.5t

コンクリートバケツl､(空気操作式)….4.5‡が

径 間‥.
...323m

揚 程‥.‥‥.…………….130m

巻 上 速 度 全負荷巻上……‥鮒m/mjn

全負荷巻下……‥125m/min

軽負荷巻上……‥180m/min

横 行 度………………‥250m/min

走 行 速 度‥.‥‥‥‥‥..‥.‥ 6m/min

電動機班力

上 用……………‥.300kW(D.C.)

横 行 用…………‥,.200kW(D.C.〕

走 行 用……10kWx4,5kWx4(A.C.)

主索調整用………………10kW(A.C.)

電 源(受 )‥‥A.Cリ3,000V,50亡b




