
5.電 動 力 応 用 機 器

仙OTOR APPLICATlON EQUIP仙ENT

膚■■‖llllll一-■¶=m伸一一一l==｣一--■■■■■■■■■■--･-1‖…一一■-｢…■■■-■--｢===-一--■■■■…-■-1…‖l一■･･■‖‖l川-･一･=…lL一-111日州■

5.】電動力応用機器

本牛もまた鉄鋼合理化か両の進捗に†ナlく･う比延電動機の製作が多

これらの大郁分は直流機で細-とは9,000kWに及ぶもの,速度な

どの粧潜川鵬糾甘度ほ1%以~卜に及ぶなど,電動力応==こl那-る最~.t■;i

扱備を発揮したものか多く,~高度の=動制御接硝が乍るところに仙

川された_J

5･1･】熱間圧延機用電気設備

33年に納入した八幡製鉄納悍板分塊Jl-jに引きつづき34隼には同

社亘畑馳組㈲こ川一作局二の9,000kWイ′しブナ電気ぷ備を,またⅠ_l

木錮押水江憩鉄凧こ7,5001くWイ′しブナ電気設側を納入し,いずれ

も順調な営業運転に入っている._ 前者は双電機予双電動機力式を,

後省はナ】1電機一戸双電動機ノノ式を採川した

引絞き仔__l二製鉄宅蘭製鉄所川7,500kWイ′しブナ設備の他多数を

製rl三小であり,おもなものを弟1表にホす(〕

本年度ほ熱間比延機の鉦助運転装閏が開発されたし′_三蓑銅材深川

l二J易鰍一三重分塊圧延機川日動運転装跡よヒタログ回路を偵川L光電

伴およびひずみ計などを組合わせ,抑ボタン朋1朴絹1個によし='】動

伽こ比延サイクルを繰返す装~躍で,作業の能率両.卜が大いに邪寺さ

れている..

このほか 都製鋼豊橋工場~~二巾:逆転式分塊圧延機およびjl新型銅

1†脇二_L二場四重適転式机比延磯川として/ペンチカードによる計数形今

】-■t動プログラム運転装置が製作小で,完成の暁ほ1舶狙第lり･製封,と

してその威力を発揮するであろう

5.l.2 冷間圧延機用電気設備

33隼9りより好榔こ常業運転中のし1新製鋼南陽r:場川1l_】本鉄板

徳川~い別納掴廉第一一一り･センジマーミルに引絞き妊11frのlに‥窮また

ほ輪人センジマーミルがIl本Il主情に設;■ソほれたれ これらの電気.設

備ほことごとく廿立製作所が受汗し,iエロール用およびリール川′.~E

動機の打力の合計は,製†′川-のものも合勅29,0001くWの多数に上

/-,ている.
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このほか,9ホ電動機塵烏↓約23,000l(Wの円_屯冷間･け迎圧延機

(含コンビネーションミル川J電気設備が製作された､J

センジマーミルは小旺ロールで圧~卜皐ちが大のため,張力~制御は広

開にわたって正確であることが必要で,400～貢献結増幅ポを便JT】

して無定位記憶制御によるコイル行補隈,l:j動ドラフト補償,無免

荷損失,低速度の奇術償,加減 補作■‡をし,仝加減速域にわたって

オンゲージをうる高精度の製品効果を納めている｡

可逆圧延機川電気設備中アルミ箔用のものは,帖1,090mm,惇

0.005mmの箔を最高速度1,090m/minで圧延するものでⅩ緑厚

計による特に高牲能の仁一~l動悸み制御を施してあるLj

また2台の鋼樟可逆冷間圧延機に対し,圧延腔力およびX線厚み

計による前後面厚みを検出し,圧下および張力の制御にき還する【'1

動厚み制御(AGC)が採用され,製品の歩｣Lりのよりい′_)そうの向

上が期待されているリ

5.1.3 線材および中小形圧延機用電気設備

昨年度稼動した住友金属小倉製鉄所納20m/sの高速通続線材圧

延設備用電気品に引続き,本年もま トた 20＼25m/sの高速

運続式中′ト形線材圧延機川電気占j■-が数セット製作中で近く稼抑こ入

る｡いずれも水銀整流器を電源とする直流電動機駆動で,要求度に

応じ各個瑠溺方式,昇任機付共通母絡方式,界磁制御共通母線方式

を採用しインパクト 度降下の地′トのものとしノてある｡

すでに稼動憐始した大同製鋼星崎Il場の什_上江延機川ほ電動機は

高速回転であるため平射こ整闇津別′とに考ぼが払われており

(1)急激負荷閃の整流梢聴凧Jザため補極に分路リアクトルを

採用

(2)電源の水銀整流器のリップルを~考慮1ノ補肛線輪溝ほ朋殊､l三

閉満形としている｡

など,今後の高速圧延機川として注目すべざ梢長かある｡

5.1.4 プロセシングライン用各種電気設備

34年産も多数の電気晶が完成した｡

この中で大同鋼板納305m/minクリpこンブラインに川いられ

たシームウニルダーほ従 のイブナイトロンの代F)にエキサイトロ

ン形水銀整流器を使用し,精巧な電流~制御を行うもので制御性能が

一段と向上している｡

最近製品の精度向上,品質管明から,シヤラインはかにデータロ

ガーを用い各種測定を容易に行うことか実施されてきたか,l+】出製

鋼納センジマーミル用に製作中のデータロガーほ,この目的にもた

たちに流用できる-･般形で,今後の広い応用かゃ想される._-

5.l.5 荷役機械用電気設備

ことLは製鋼関係の好況を反映して.レート′しクレーン,ソーカー

クレーンなどの製鋼クレーンを小心とL.て製鉄所向クレーンかきわ

めて活況を呈し,八幡製鉄所納45tストリ､ソ/∴一クレーン,20tソー

カータレーン,インドTATA製鉄府納200tレードルクレーンなど

の記録的製品も続々完成を見たっ特長ある-一一,二を紺介すれば,

(1)口本銅骨株式美里㈲110/ニiOtレードルクレーン

本クレーンほ交流クレーンであるが,⊥巻にほ発電冊劇制御を,

補巻にはCF制御を行ってレードルクレーン車Lて要求される安定

な操作を可能ならしめて,機能の札ヒが若い･､｡

(2)TATA製鉄所納200tレード/レクレーン

ー昨年末納入した数十台の各種EOTクレーンに引絞いて受注し

た大容量レードルクレーンであって,容苛二においても記録的男乱品で

ある｡

AISE形クレ→ン用直流電動機を他用したいわゆる吾流クレーン

で,容品が大きいので,巻上ほ2電動機方式であり,匁形開げほ削こよ

り非常運転としてモー世電動機運転にも切換えうるようになっている｡
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第4図 450kW(600HP)複胴巻上機

5.t.る 巻上轢用電気設備

近年中小容量以下の巻上磯に対してほワードレオナード方式より

も安価な低周波制御方式,あるいは交流制動機方式による交流巻上

機が比較的多く使用されるようになり,ことしも大平洋捉砿株式会

社訓路鉱 所に450kW(600HP)複胴巻上機1基を納入した｡

本巻上磯ほ交流制動機制抑こよる1サイクル日動運転方式であっ

て,巻室 ソマンコン1､ロールされるものである｡弟3

図は本巻上磯の主回路結線図であり,第4図は巻室の写真である｡

もちろん牲能のすぐれている点からレオナード方式の伍流巻上機

作されており,その一つであるIl~口和鉱業桐原鉱業所中火立坑用

800kW ワードレオナード巻.ヒ機用電気品ほ,次の特長を願えてい

●
､

坑底設腑と!某j通しノた日動運転を行う｡

切棒ハンドルー木の操作でプログラム運転と純手動運転い

ずれにも切揮えることができる｡

(3)

(4)全速度範囲にわた

う｡

し,一工程の短縮に役立つ｡

過てけ設を頑装視監度速る

(5)無接点式制限矧調者達を採用し

行を止防疫

床栴度を高めた｡

5.l.7 各種特殊電源装置

昭和34年度に完成した三和銀行本店納IBM 電源用安定電源装

置ほ,無停電装置付で3与与102kVA交流発電機出力を定周波数,定

電圧としたものである｡

周波数士0.8.%,

度ほ買電停電時も含め,瞬時,整定とも

圧土5%以内である｡舞5図はその制御キュー

ビルクを示す｡発電機駆動用直流電動機は半導体整流器を定電圧電

涼とする,磁気増幅器による界磁制御 調整方式とし,交流発電
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節5図 株式会社_三和銀行本店納IBM電源用

制御キユーピクル

機ほ自励式を採用した｡本セットの運転方式は高圧受電からき電回

路まで1偶のコントロールスイッチによる全自動運転が可能であ

る｡

自励交流発電機ほ励磁機を有せず,自己の発生電力を整流しで肋

磁するもので,複巻相性をもたせることにより瞬時電圧 が率動

さく,回復時間が速い｡また簡一甲な補正同路の付加により埜憲電圧

の変動を小さくできる｡

このほか,非常電源用などとして自励交流発

入しており,納入先15箇所,20台余を数える｡

5･1･8 紡織,繊維工業用電動機設備

各種多数のものが納入されたが,特異な二,

うである｡

(1)旭化成冨士工場に納入し好調に

機セットを多数納

転Fいのカシ ロン仲延機

用電気品ほ15HP直流電動機12台による各個駆動方式のもの2組

よりなり,苓組に対し電動発電機および制御装置1式が納入された｡

作業工程の性質より長時間の 綻運転を確保することが必要で,本

設備でほ8,000時間連続運転が可能のように計画されている｡すな

わち刷千坂換え,ボールベアリングの信頼度などに特に考慮が払わ

れており,また電動発電機2セットのおのおのは2組の仝電動機に

給電可能で,したカ∴-,て常時ほ1セットを予備としている｡また電

動機ほすべて耐酸処理が施され,外部の清浄空気により強制冷却さ

れる｡各セクションの協調運東のため電動機にほすべて速度検出用

パイロット発電機を備え定位および無定位朋用による一定速度制御

が行われたノ

(2)ルームクリーナほ紡績二1二場の織機宅において織機育仁に架

.殺されたレール_卜を巡い~り′ヒ行しながら,織機の脊部分を【:l動的に消
掃する装択である｡

織機の構造が視雅である.仁に糊を含む綿塵が飛散しにくいため,

織機の各部分をそれぞjいこ最適な放い吐～11流をもち特定の~加′りから

第6図 ル サ ム ク リ ー ナ
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第42巻 第1号

第7凶 農林省印旛沼手賀沼干拓建設事業所安食排水機場納

ポンプ制御盤

吹き払う必要があり容量のかなり大きいものであるが,(風量140m

/min,出力1.5kW)清掃効米,

でほかの水準を抜く優秀品を完成

行の安定性,寿命などあらゆる点

･
1
･
-
し読
詫
け絶の を博した｡

このほか,同じく紡硫1二場J~ijとして前臥室の壁に架設したレール

セを巡回走行しながら,天井,染,窓わく,氾混度調整需見や灘糊

灯などに粁宿する風綿を自動的に吹き払うためのシーリングクリー

ナが完成した｡.前記ルームクリーナとともに紡績コニ場の合理化に伴

い,需要の拡大が予想される｡

5.】.9 ポンプ用電気品

吸水位,吐出水位,給水圧,軸動力などを一定に保つよう回転数,

弁開度,翼角度などを自動調節してポンプ系全体を歳適状態で運転

する日動操作方式が新しく目立つ｡

設備の一例と 拓干沼賀手沼旛印省林農てし 所安食排水機

槻に納入された2,800¢立軸可動翼軸流ポンプの完負荷制御装置を

介する⊂J

ポンプほ2台1組にして3組よりなり,馬区動電動機は 540kW

(720HPノ剛胡電動機2fナ,5701くW(760HP)誘導電動機4台であ

る(.ポンプの叫二～lj佃け水位の変動により渦動力が増減する｡電動機･

次側電流をCTにより検J--tlし磁気増幅器にて増幅し,躁作電動機を

駈勤して配圧弁を動かすことにより~吋動翼を調整して常に電動機が

-▲違負荷で運転されるよう調節するハ吐Ⅲ水位がポンプ1台の規定

揚柑より~ll■青くなった場合には組になノ,ている2台のポンプを直列運

転1__て排水を行う.

この場｢ナ,21∠㌻の電動機ほし■1動的にn荷､ド衡される｡弟7図ほ本

制御装置をホす｡

5.】.10 印刷轢用自動見当装置

多色ダラビヤ印刷物で色のズレを生じたときt'l動的に修止するの

第8図 自 動見 帯出放置装当
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が今回製作Lた首動見1装置であるり

装rP■-:ほ検神路/くルス登′卜装jデモ,制御装i】ソ亡およびコンペンモーター

で構成されでお畑色のずれほ検Jl誹で検川され一制御部に送られる､ノ

制御ナ紳よ色のずれに抑､∫1した修正をコンペンモーターに行わせると

ころである〔.

印刷機i･こほこのはか衣裏合せ,折シーターの合jっせ川の日動

装置も含まれている｡

5･1･11集団ベルトコンベアの総括制御装置

輸送の合サ酎ヒからこの種装跡まますます大塊僕かつ高度化してき

ている｡

制御何路も,従来の電磁接触帯の組合わせのみでなく,ヒタログ

やトランジスタなどによる論棋押1路の組合わせによって複雑な輪謎

系統も巧みに運用されるよう計画されるものも少くない｡またこれ

らほ静止器であるため,回路構成が複雑になり器具の数が増えた場

合でも,接点取替などの保′､1:の労がないのが特長である｡

本年度納入品の一例として凪l榔製鉄納町総措制御葉蘭をノ1ミす｡

陸揚げされた育種の原料の運搬川であって,50台をこえるコンベ

ア群ほ,6本の主要系統にわかれている｡制御装置ほ,模擬照光盤

1面,机形擾作盤1式のはか,制御盤16面からなっている｡制御蘭

は,8箇所の電蘭潮閉所へ分割設置し,模擬昭光盤を見ながら,操

作盤より;l胡御するようになっているほか,広大な場所へ謂猫'∈された

ベルトコンベアの運転を,安全に行うため,起動警報箱,非常停止

箱など約200台を要所艦備えている｡

5･】･】2 セメント空気輸送設備用制御装置を輸出

株式会社神戸製鋼所のフィリピソ向けセメントプラント輸‖のひ

とつとして,セメント空気輸選濃蘭2セットを,[l立製作所におい

て完成納入Lた.､おのおの3組のセメント圧送装;■甘を備え,タイマ

を自在に駆使して,52台におよぷバルブやフィルタ駆動川モータを,

順序運転するものである｡奇縁琳挽讐四川つ,インターロックを完備

しているので,輸 先の選択,アクリル製慎擬照虻磯への照光

受,圧送の甘勘運転などを,抑ボタンスイッチの一操作で行うこと

ができる｡第9図に照光盤と電磁制御盤を示す｡

5.2 電 動 機

耗業の活発化に伴い電動機の製作台数はきわめて多かった｡

誘導電動機が外観,性能ともに著しく改良されてきており,小形

化も著しい｡特に大群呈火力発電所補磯駆動川および製鉄向けの大

存量誘導電動機の進歩がHだった｡

汎用電動機は昨年に引絞いて小形軽量化が行われ, JEM寸法

による新系列化は完成され,その製作体勢も肺立された｡

また,各種の特殊モートル,モートル応‖J品の需要も激増し,

製品としてノ隠踪速モートル,粕殊設計のハーメチックモートルや脊

柱新形小形モートルなどが製作された｡

5.2.】同期電動機

動機の偵川範囲は,比較的【根られていたが高能率であ

り,さらに力率を任意に選にできる人きな特長をも一,ているため,

最近広 な分野で利用されるようになり,′i需要t･ま増加の-･途をたど

っている｡･ノ 牛封こ鉄 ;エ激に増加Lている.､

(1)圧潮磯川=期電動機

各掩化学工業向同殿惰蘭機は33年に引続き,第2表に示すように

多数製作された｡-,口 4,200IiP 閏年lほ

運転するため,集電弧祁を特殊構造にするとともに,刷子およ

鑓の材質選定に慎重を期して製作され好謝こ運転している｡.また

大阪ガス株式会社納2,350kWほ分割巻線

補器の節減をほかった｡

動〟式を採用し,起動
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第9図 模 擬照 光 盤 と 電 磁 制 御 盤

第2表 同期電動機34年度納入一覧表

ただし750kヽV以上のみとし,製作中のものも含む

(2) 動発電機用同期電動機

両二流発電機駆動用電動機としてi･も 高能率であり他方力率を適当

に選ぶことによっで大師な受電電力の節減をほかりうるので誘暮電

動機より有利である｡特に大容量,

多数製作された｡

(3)セメントミル川巨利一計電動機

機が多く,第2表のとおり

超同期電動機5台を製作した.)制御機構の攻良,制御装置の進歩

と相伴って,その運転保`､如こ一段の進歩がなされた｡

(4)ポンプ用同期電動機

竪軸傘形l甘親電動機2台製作した｡多年の傘形交流発

技術が十分に加味されている､〕

5.2.2 屋外形誘導電動磯

機器群量の増大化傾向とともに機才是の′ト形化ならびに

機製作の

屋設備の

簡略化の傲向が年とともに強くなり,屋外形電動機の需要も大幅に

伸びてきている｡従来より撞外形電動機に対しては,全閉膨でほ日

よけカバーを付し,また閉鎖膨では岸外カバーを取付けた構造のも

のを探川してきているが,外形､J▲法の大きくなる欠点があった｡

北電力仙台火力発電所納ボイラー補機用誘導電動機においてほ設計

4,000V 50～10P 600rpm 形式 EF-KK

第10図 新星外形誘導電動機降雨試験1,000kW (1,350HP)
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第11同 新旧屋外形誘導電動機の構造比較

を一新し,拍殊購読の屋外カバーを電動機の上部にかぶせるだけで

下部寸法は屋内形電動機と変らない屋外形電動機が製作された｡

第11図は新旧両岸外形電動機の比較図であるが新形電動機にあっ

ては,屋外カバーの下側より外気を吸入,吐出するので凪

ても安全な構造となっている｡

5.2.3 全閉外扇形誘導電動横

全閉外扇形喜

し対に

導電動機においても屋外形の需要が多く見られ,ま

た単機容量の増人化傾向に伴い,昨年ほ全閉外扇2趣かご形機とし

てはわが の記録品である380kW(5101iP)が製作せられた｡本

機ほ構造上にも特別の考慮が払われ直管冷却方式を採用して冷却効

果の増大をほかるとともに外部通風,!特にファソの冷却凪出入口に

考 を払って騒音を小さくおさえるように設計製作された｡弟12

図にその外窮 を示してあるが 外形であるため,固定子外わくをほ

じめ,各部を鋼板製カバーでおおい,電動機本体にそそぐ雨水を制限

するとともに,直射日 による局部的な温度上昇を防止している｡

弟3表に日立製作所における全閉外扇形誘導電動機の記録品の歩

みを示す｡

5.2.4 ミル用誘導電動機

大形ミルの耶設にともないイルグナ設備の駆動用電動機の生産が

活発になっており4セット合計21,200kWを製作した｡

このほか,中小形ミル用ほ前年iこ引続き活況を呈している｡

5.2.5 高速度誘導電動壊

大容量誘導電動機の生産も活発である｡1,000kW以上の

2極および4極機の生産状況を舞4表に示す｡

高速度誘導電動機ほその構造においても改良が加えられ,通風方

式の改善によって電動機の小形軽量化が実現された｡すなわち,

(1)両吸込式の通風方式を採用することにより,両コイルエソ

ドの冷却が一様になり,コイルエンドの長い高速機においては冷

却効果が著しく増大される｡

(2)冷却効果の増大により,通風量を減少できることとともに

通風路が短縮されるた動こ,ヘッド ロスが減少する｡したがっ

てフアンを小さくすることができ風損の軽減に役立つが,特に高

速機にあってほ通風損失の全損失に対して占める割合が大きいの

で,その効果は著しく大である｡

(3)フアンを小さくすることは通風騒音の減少に資するところ

大であるが,さらに両吸込式にすることにより消苗装置の取付が

容易となり騒音の小さい電動機を製作しうることになる｡
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第3表+仝聞外扇形誘導電動機記録品の生庶実績

形 式

TFI.-KK

TIl､L-KIゝ

rrF-KK

TFOXX-DXX

TF-KK

T】.JX-KK

用 途

｢7 1｣ リ

ボ ン プ

ワ イ ン ダ

ポ ン プ

コンプレソサ

第4表 高速度人容量誘;葦電動機生産り三綜至(1,000kW以上)

2 転 機

累日~卜む数 累計谷_迫りくW)

4 極 機

累計容量(kⅥり

1955

1956

1957

1958

1959

製作中

6,000

1,300

2,800

9,000

15,600

8,900 12 21,770

形式 TF⊥KK

第12図【J去外形全閉外扇誘導電動機

3,000V50～2P300rpm

380kW(510HP)

形式 EFBL-CXXRT

第13図+高速I要大容L】二誘導電動機1,800kW(2,400HP)

3,300V60～2P3,600rpm

(4)機械の小形化による当然の雛果でほあるが回転イの間遠お

よびGD2が小さくなり回転イの設計が容易になる｡

第13図は協和醗酵1業株式会社納1,800kW(2,400HP)誘導 動

機の外観を示す｡本機は騒音に対して特別な考慮を払って設計製作

されたもので,振下に空気冷却器をそなえたいわゆる全閉内冷形で

あり,またハウジングエンドブラケットは特殊欄造にして騒音を極

力小さくするようにしてある.｡

5.2.る 中小容量カゴ形モートルの小形化

昭和33年度までに,~閉鎖形22lくW,4梅以~卜を新形JEM寸法に

より小形化したが,これに引続いて閉鎖防滴形55kW4梅,37kW

6極,全閉外扇形37kW,4極,6極までを量産に移行し,新系列
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37kW 4梅

第14国 新形閉鎖l妨滴形カゴ形三相モーートノし

(形式 EFOJKPノ)

坑15図10Wコンデンサモート′し

を完成した｡

新しいかご形モートルほ研JEMll10に準拠したもので従来の

ものに比較して,容積で60～70%,菰i読で70､80.%に小形軽糾ヒ

されている(⊃ しかもヒタエステル電線,マイラー絶縁物などの新し

いポリエステル系の絶縁材料を使用して,腔能と耐熱寿命の向上を

計っている｡また,

ご形2

に

､
､

､｣形 動トルクの向上(JIS,特殊か

の規格),新しいグリースの詰替矧2r亡の設置などの相良を

才】`している｡

なお,従来,4極ほ聞釧形,6極ほ朋放形を標準にしていたが,

これらをいっそう高度の開銀防摘腰艦

5.2.7 小形電動機

･l･ 形汎JIJ分相モートル

･した.っ

耐熱二寿命の長い日二立写~E椋製のヒタエステル線を用いた新形を完

成させた｡新形は外わくほ従来と同一･のものを使用し互換性をも

たせてあるが, 筒は約5%前後軽減されているほか,窮要なト

ルク特性および絶縁寿命は従来より向｣二している｡

(2)新形クラッチモートル

さきに発 した工作機用クラッチモートルについで,工業用ミ

シソを対象にした ッチモートルを完成した｡本機ほモー

トル軸とクラッチ軸を分離した機構を採川し,モートル極致を2

極としてフライホイール効果を大にして相性の向上を計った｡

(3)小形コソデソサモートル

最近の事務機械,理化学機械の普及とともに小形のコンデンサ

モー1､ルのう し大増力要 20W前後の数種研のモートルを製作

した｡これ｢)の共通の粕長は杓 しても炊出しにくいこと,小形

の割斜こ～lけ]の大きいこと,磁気振劇の少ないことなど,ほかの

隈取組輪モートルや分川モートルに比しすぐれた特長を布してい

る｡

(4)工作機川′J､形モートル

工作機械に使川されるモートルは最近梢に小膨化を要求される

ようになり,この要求を溝した三川モートルを数柏類製作した｡

一例をあげれば100W三和モートルで瞭準寸法に対し外径で約

65%,重昂二において約60%まで小形に軽減されたA掩絶縁のモー

トルが製作された｡

(5)その他の粕殊小形竃動機

複写機などの事務川機械をほじめ脊柱の特殊m途に使用される

動機として,直:流あるいは交流の整流子電動機またほギヤーヰ

ートルが作られたし∴LけJほ数ワットのものから4()OWの程度まで

で,回払数も数 rplTlのものから17ブ数千rpnlのものまでにわ

たっている｡

また工作機州の′超高速Ⅰ叶転刷.服皮モ←トルでほ,内径研灘慨砥イ｢

軸用として製作した～-りJO.1l(W.州拉致45､On(ト120,()00l-P111(ハ

ものがあり,極超精密級のポー′トベアリングを仲Jl~j仁,オイルミス

第16図 工作槻川25Wl真二流分巻電動機

トにより潤滑を子-J:っている｡また機械の精度を保つため温度上昇を

極力卜げるように冷却水を通し効果的な冷却を行った｡

5.3 制 御 器 具

~l拍車度に引続きますます無接点化の傾向が拭く,トラソジスタや

磁気増暗闇凍呪附した瀞直形の一昭■チ1モ検=器(制限開閉揺)や接地髄

塩船が完成した｡

標準電動憫州胞畑拍たほ制御J■TJ機暑詮の小形改良化も進んでいる(｡

また最近にj)かに好評を得つつある甜1三電磁接触器は電動機l‖1路

川の見ならず利和-ば飢こますます広く用いられてきており,粕こ標

酌Ⅰ≠Hてグスはその機能,外観の向上に従い急激に製作台数が伸長

しているt｣

5.3.1新形3.45kV200Åおよび400A Hマグス

Hマグスはその甜-′一三能と使利の良さから,電動機の起動持止川そ

の他としてますます広く用いられてきており,昨年度における200

A形Hマグスの製作台数ほ数百台砿ものぼった｡

年ほさらにその 旧形に比して,その幅および

占イJ▲恥両横が75%に肺少され,そのほか高さを1mとして全体の体

裁の改書をはかり,端子箱およびケーブルヘッド付として】口形の主

回路接続線引山しノノ式よりも外部配線作業を低利にし,また遠方操

作用補助接触器を追加して遠方操作可能距離を延長したなど,種々

の特長を加えたものである｡

である｡

とまったく同じ

また3.45kV400A,50MVA屯磁接触器を主体とする400A形

Hマグスも,新形200A形Hマグスと同様の特長をもったものが完

第1.7図 新形 3.15kV 200A Hマグス
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第181東l新形3.45kV400A

Hマグス

立

第19】粟1位 置検出器外観

成十数台納入された｡

5･3･2 高感度位置検出器

差働変圧器形位眉検H器の形郡寺微少fl_りJを,トランジスタと磁気

増幅器で構成されるメモリアンプで記憶増幅し,大｢lけJをうるもの

である｡メモリアンプはトランジスタのフリップフロップ回路で瞬

時微少信号をすみやかに記憶し,磁気増幅 力に増幅するも

ので,継電器などの負荷を直接駆動できる｡

木器は10m/sの速度で動く物体の位置を確実にとらえることが

できる｡同和興産柵原鉱業所納800kW巻上機のケージ位置検川に

適用された｡

5.3.3 非接地式接地継電器

本非接地式継電器は,配電線の接地保護にもちい接地変圧器の一

次側を接地する必要がないので設備費用が安くなるばかりでなく,

ほかの接地継電器の感度低下をおこす心配もないっ

また,主増幅器として磁気増幅器を■l沌置増幅器としてトランジス

タを用いているので感度は高く,また感度の調整もたやすく行うこ

とができる特長をもっている｡

5.3.4 風圧継電器

内圧防爆機箸削こ清浄なる空気を送り爆発を防ぐとき,この空気が

規定値よりも少なくなった場合にほ,爆発性ガスが機渦内に流入す

る恐れがある｢- その場合,風 に取りつけられたこの風圧継電器が

動作して機器の運転を停止せしぎ),内圧防爆機器の保護をなすもの

で,本継電器R休はもちろん爆発怖気休小でも使川できるように丁~r二

域防爆指針｣に基く耐圧防爆構造となっているく｡

5.3.5 電動式操作機

プロセスにおけるダンパーや絞り弁などの開度,角度を正礁に自

動的に制御する目的のもので,サーボモーターの回転運動を能率の

よいギヤで減 し,操作レバーの州転トルク(最大トルク15kg/m)

として取り～1けもので,小勢力の信一けを強力な潮1トルクとして位擬

制御を行うL:

本機の応用として,セメントクーラーの圧~力制御のためのダンパ

一関関川として修一lほれたが,そのほか火力発

の各種ダンパー,弁の日動開閉,自 動｢

所水力発電所など

焼装苫の重油バーナーの墳

射角度を変えるなど,位置の遠隔制御に広く使用できる∴_､

5.3.d 新形浮動開閉器

従来の浮動開閉器ほ,水面低下･上昇の斧1段の変化で動作する

ものであったが,本給ほ10段の制御を行うことができるもので,水力

発電所の給排水装置におけるポンプのR動運転用として,東北電力

上野尻発電所および高知県電気局杉山発電所のはか多数納入され,
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第20図 位置検｢l-1器1l-;メモリアンプ
､
､

山間

雛21図 非接地式接地継電器 第22図 凧 旺継 電器

第23図 動 式 操 作 機

好成抗で運転されている.｡

本轟ほ10偶の接点を有し,動作調整が回転力ム式で任意におのお

のの接点が調盤できるようになっており,開聞帯箱は防滴構造でく

さりほ~小銃鋼製を使用し,故人水位変化3mまで佐川できるもので

ある..

5.3.7 新形すべり調整器

~大柳-1ミニ誘導電動機の=劃すべり調整川として.角形調整器が完成

し,八幡製鉄所三大形工場に納入されたし′

従来のものは,冷却轟ほ別詔聞で,什･タンク軸こ行相電極を入

れていたカ1本船ほ各相届瀾滝別々の絶 タンクに納め,各柏電極

問の電流の不平衡を少なくしたもので,電極位置調整装置が付いて

いるノこ

本器の定楕暦~和も7,000kW,3,500V,2,000A,娘大すべり40%,

､ド均すべり20%である｡
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第24図 FS形 CRZ式 辞 勧 開 閉 器

第26国 電動機にオーノミ一一ハソゲ

された′電磁ブレーキ

祈27図 Yo--KJ形スターーデルタ

起動栄誉外観

第5衷 Yo-KJ形スタ∴一デルタ起動器仕様

Yり-K.†

ーL㍍円ミ V

250

6DO

局動隠捏,l二 klV

ll(15IIP′)

22(30HP)

2∴i

5.3.8 小形オーバーハング形電磁ブレーキ完成

小形軽完二を巨†的とした`電動機オー′こ--ハング膨電磁ゾレ･､-キか宣

成した._ノこれの電磁イ用;分は､lリ錐形のIiI∫l定木よび可動鉄心をイ｣■l

二～イ′しに電什をJ≠えると頗ノJな抑リJか発/卜L,ゾレーーーキをレ])る〟)る

立たゾレーキi･ま,叫■動鉄心への柑リJかな､こなるとゾレーキはj.1に.し

りブレーキする構造であり,電動機柚にほ【11:楼スラストかカ､力､rノ山

よう考慮されているしJ

従来から製作しているES-SA形に対し.容積比で25､65

に′卜形化され,かつ謂ひん度∴駐在命で取扱が容易など,数々の特長

を和しており,現在工作機川として,多数納入されている｡舞27図

に電動機にオーバーハングされた外観を示す.__ 手動ゆるめ袈閏刊･の

ものも 作てているし)

5.3.9 Yo-KJ形スターデルタ起動器完成

銀合金接点を1一日いた2頑二 断方式のカム形ユニットスイッチを積

重ねたもので,遮断拝_:-むが大きく,かつ長寮命をイJ-するなど,多く

の粕長を有している｡従来のYo-J形に比較し容砥が約35_%,重量

が約50%に小形軽量二化されており,ハンドルの操作も非常に軽快で

ある｡

5.3.10 750Å形シリコン整流器式直流溶接機

本溶接機ほ最近開発され.すぐれた諸相性をもノ｢たシりコン整流

器により整流を行う方式の直流溶接機である｡
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(､形式 MWPlOrLCI)

第25図 新 形 す べ り 調 整 器

第28図 750A形シリコン整流器式

直流熔接慨

必要な電圧電流相性をうるのに磁気増幅器による制御方式を採用

しており,倍耕作,取吸いの良さなどにすぐれたものであるリ

シリコン整流器式直流溶接機の什様

沌別

形J(

定裕一▲次竜Il:

ぷ楢出力電流

定桁玖荷電圧

･●･∵∴

､l■扶

1)W 75り

AM-S

ニう柑2り()v-†20v 5U/60c/s

750A

45 V

7り〃よ

帖90U∴l.軋‖1,2川)〉こ 高さ｣_,5りl)

日立製作所所有外国特許権,商標権につし､て

日立製作所が昭和34年10月末日現イ†三所有している外国粕.許

肺,商標樅は次のとおりである｡

特.打 棒 18什(アメリカ,イギリス,西ドイツ,

ランス,ベルギー_)

商 標 権 98件(エジプト アルゼンチン,インド,

リー､ペルー,シンガポール,タイ,メ

キシコ,ブラジル,アメリカ,カナダ,

ベネズエラ,ビルマ,イラン,シリア,

インドネシア,イラク,パキスタン,オ

ランダ,レバノン,ギリシャ.香独.台

湾など〕




