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4,】電動力応用設備

4.1.1製鉄用電気設備

39くH生も前年度にづlき続き製鉄肝右左もー11】lのぞ†三度ほ活況を三i主したこ

おもな納人■払わよび完成■■-7】を′Jミせば次のとおりである二

(1)熱閃托娃磯田電気詔腑

イ ント■■･ヒ

用 途

ブルーー ミ ングミ/ン

ビ レ
ット ミ 心

/ヽ
-･ さ ノL

ダスタソスチール株式仝什トルカプール製鋼｢軒納

l二i盲動

2,250kW

2,250kW

l,500kW

l,500kW

300kW

500kW

糖 !台数 馬瀬話術 .･ 特 記･ii顎

敲芸†竺㌍√チッこ以騒動

賢弓≡≡
住友金属工業株式会社(小倉)納

ビレッtミ′L什三呂3≡器
住友金属工業株≠(全社(小倉)納

…;卜IR t界磁ブーーースグ

線材ミル増強‡l…………琵l…i‡圭:喜33豊富㌶琵陣亡
八幡製鉄株式会社(堺)納

ブルーミンダミルl2×2･250kWl2確認耳モ㌍ヤ叫雷撃卜巾グラム
南アフリカ‾連邦･USCO杜納

ブルーミソグミ′し】1,500kWいいばOHPIndMl可逆
トピー.t業株式会社(豊橋)納

廊ヒ汽サ㌣冒ヱトフランジl2,三器≡冨
カードプロ グラム

富士製鉄株式会社(釜石)納

言ノ丁ドフランシi3･000HP流用650kW

トノ■リ′モノチ･十三ー
Jノーコケラム

インド納入のものほ,モンスーン期のじんあい心よび定期の高温

巨

を考慮して,特殊通風力式を採用している㌧ ブルーミソグミ′ンは,

双駆動トップホワードソノ式を採川し,ビレットおよびパーミルは,

水銀整流㍑三さを主川路電淋としている｡いずれもインド規格に準拠し

たもので,周囲温度50℃で設計されている｡

富士製鉄株式会社(釜子i)納ワイドフランジ圧延棟用電曳くIllFJ･ま,

ミ′レ･エッジヤーの揃速制御,ミルまわりの日動プログラム制御が

採梢されている｡

日本冶金株式会什偶に,わがl玉ほ壷初のプラネタリーミル用電気品

を製作中であるっ ブラニツシソダミル,フィドロール,巻取機なと

に特殊な制御が行なわれている｡

このほか,F■二†木鋼管株式会杜(福山)用に分塊圧延機用電気品を

製作巾である｡主圧延電動機ほ9,000kWの大形機であり,電動俵

および発電機界磁にはSCRを採用し,スクリュダウンにほ]二川路

SCRを採胴した｡

圧延補轍にほAISE600シリーズの直流樅が多数使用さカt,竜劫

供給出力ほ7,590kW,総台数ほ490台に達している｡

(2)冷問圧延株肝毒気lT｢1

ブこ洋製鋼株i〔全社(船橋)納

用 途

ンヒネーシミ

′ン

東洋アルミ

ホ f/L ミ ル4 弓一

壬電動機

1,200kW

台数l電 源 設 備l制 御 方 式

2恨貰態ぎSyMl孟警腎雫
ユーム株式会社(八尾)納

300kWほかllほか!(窟㍍搭yMl自動鵬制御
ルミ株式会社納

4H ミ

ル【100kWほかlli‡諾訴訟ndM
R新製鋼株式会社(呉)納

スキンパスミ′レ】450kWい∈ば芸糀IndMr
東海製鉄株式会社納

2タンれミル‡宴……3≡冨l…l撮冨態ぎSyMl喜忘芸品冨
八幡製鉄株式会社(木更津)納

冒エビネ【ショソil,500kW12:腹芸態ぎSyM

第1囲 インド･ヒノダスタンスチール･ドルオフー′ン蟄圭鋼所納
ブ′レ【ミ ノダミル用上電動機
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東海製鉄株式台祉納2タンデムテンパーミル電気占占カミ

表 完成した｡+こミ′しは馴､厚み0.128mmという椒痔ブリ

キの冷間口二延.をゴよび普通ブリキ,みがき板の調質圧延を

行なうもので,けミ延速度が冷延時2,500ft/min,調貿時

5,000ft/minという高速であるとともに,梅薄ブリキの

タンデム圧延榛として国内第1号機である｡各スタント

駅励用電動楼の磁束制御,加減速時の板厚予測制御など

独白の技術を採用している｡

(3)プロセシソダライン用電な己｢＼i-1

39年度に完成またほ製作中のものに,大洋製鋼株式

会什(船橋)納サイドトリミングライン,R新製鋼株

式会什(市Jll)納連続亜鉛メッキラインなどがあり,

いずれも自動速度制御,張力制御およびルーブ制御な

どが採用さ才tている｡電動機としてほ,耐薬品絶縁姓

珂もを施したH立丁に実用標準直流電動機が広く用いられ

ている｡

(4)そのほか,東海製鉄株式会社納デスケーリング

ポンプ用1,400kW2P誘導電動機などがある｡
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第2図 東海製鉄株式会社納冷問r‾fて延磯用電気.冒】

4.1.2 荷役運搬機用電気設備

(1)輸出クレーソ

本年度ほ輸江=司が非常に活況であった｡

西パキスタン･マンダラ発電所納 2JO/30tインダクションフ

レーキ制御EOTクレーン1兆

神戸製鋼株式会社フィリソピン向 8tバケット什EO′rクレー

ント拭

インド･タタ製鉄所納10/10t ソーキングピットクレーンほ

かEOTクレーン5去∈

インド･ヒソダスタノスチール社(ドルガプール)納100/30/

20tレードルクレーン2月…ほか各種ク

レーン55基

インド向けはいずれもAISE600番直流電動機を偵川し総数25n

台余に及ぶものである｡

(2)国内向クレーン

おもなものは【F記のとおりである｡

水資源 公 団 納 13.5tジブクレーン3去⊆

八幡製鉄株式会社納 240/40tレードルクレーン2韮

22〕/35tレードルクレーソ1基

日新製鋼株式会社納

富士製鉄株式会社納

東海製鉄株式会社納

四国電力株式会社網

目本鉱業株式会社納

三井造船株式会社納

2)tソーキングピットクレーン1#;

170/40/5tレードルクレーン1韮

300t/hアンローダ

250t/hアンローダ

150t/11アンロータ

80t塔形水やJ【クレーン2号機

(3)クレーソ用電動枚の開発棟種

(i)高速小形クレーンモートルを開発し,従来.■】it.の容除毛量

とも約60%となった｡20kW以‾Fを6P,30～50kWを8Pと

し30分定格を標準としたもので,B種絶縁とすれば60分定格

を満足するものである｡

(ii)インダクショソブレーキは安定な微速度をうる方法とし

て‾次執こ普及してきたが新たに100kWの大容量機の開発なみ

た｡放熱方式の工夫により過酷な用途に十分耐えうるものであ

る｡なお従来からの小容量ブレーキもオーバハング形の機種を

新たに設けた｡

(iii)マノ‾ナネトロモートルは,従来の巻線形モートルに代わっ

て,新たに開発されたマグネトロモートルと,遊星機構の減速

評

)職 ･-

論 第47巻 第1-シナ

第3図 カーー′∴-/､ソブ形イン々'､クショソブレーキ

沓
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密 -■■一室■ 勺げ
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イキ ローー7hトロリ用′､ソド′し取り外し形
左 クレーーン翔一般形

第4図 主幹制御器(形式DVC-KR)
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節5図 スプリングリターソ式二】三幹制御器

第6図 クレーソ用新形電磁ブレーキ(形式LS-SY2)

装置とを組み合わせたものである｡トロリーホイスト,旋回ク

レーンなどの高頻度の運転用に好適で,出力3.7kW以下で電

磁ブレーキを付属させた各種の回転数のものを多数製作納入し

ている｡

(4)クレーン用制御器の開発棟種

制御器としては次の改良製品が完成した｡

(i)ノ､ソドル取りほずし形主幹制御器:小形化といたずら防
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目上道船株式会礼納リアク 第8図 フィリッピソユニバ

トル制御盤 -サルセノソト会社的照光
操作盤

止を図ったもの

(.ii)スプリングリターン式主幹制御器:操縦性を改善した

もの

(iii)改良形電磁制動枚シリーズ‥長寿命と保寸点検を優にし

たもの

(5)リアクトル制御を日立造船株式会社因島造船所納60t

EOTクレーンの主巻上75kW誘導電動撥に採用した｡リアクト

ルの制御巻線はSCRによって電流制御されており無接点化と相

まってすぐれたイソチソグ性能を示した｡

(6)クレーン無線制御装置は,送信機,受信検を全トランジス

タ化し,特に操作用携帯局の小形軽量化と,ニこニパーサルノ､ソド

ル採用で機上操作と同様な感覚を持たせることができた0八幡製

鉄株式会社堺製鉄所納の装置は,特別な資格を持たないだれでも

が使用できるように,弱い電波を出すことにしているが･150Mc

帯の電波を用い,独特の回路方式の採用により雑音に対する誤動

作を防いでいる｡任意に高速･低速を選びながら同時に3～4無

操作できるもので一般のクレーン無線に対し自由度がはるかに大

きいものといえる｡

(7)トレーリフト用制御装置

本撥は循環式の荷役機械で8個のケージを有し,荷揚げの場合

一階で行先を押ボタンスイッ刊こより指示すると二階,三階で自
動的に停止しはこび出される○また摺をおろす場合は二,三階で

積み込むと一階で自動的にはこび王-Hされる装置である0

本棟には行先指示の特殊選択スイッチを,各階の着取持よび荷

の検出に光電リレーを用いている｡負荷の正負の変動に対して自

動着床装置をもっている｡

(8)空気輸送装置制御盤

三菱油化株式会社川尻,四日市工場,日産化学株式会社･日本

化学株式会社に合成樹脂の粉丸ペレットを窒素ガス,空気など

を利用しサイロ,タンクに送る装置を総括制御するものである0

この種の装置は日本セメント株式会社,フィリッピソのセメント

会社にも納入された｡

4.l.3 巻上磯用電気設備

各地の観光開発ブームによりこの方面での受注が目だった｡

(1)吾妻観光開発株式会社納吾妻登山ロープウェイは,米沢市

の奥,白布高湯から西吾妻山にかける全長約1,000mの3線交走

式41人乗ロープウェイで巻上電動機75kW,全速3･6m/s,交流

制動政方式,押ポタソ起動による全自動運転,プログラムによる

加速減速制御が適用され,乗心地は上々である｡

円 機 37

第9図 6,200kWグレーて制御盤

(2)南海電鉄株式会社納高野山ケーブルカーは,1編成2両連

結261人卦フ,全速3m/s全長約900皿で,巻上電動機は400

kW,制御力式は前者と同様である｡

そのほか,四国･八東l-⊥け-ブル,関東･大山ケーブルなどが

ある｡産業面でほ,l]本国有鉄道小樽駅ミュール･カーダソ/く‾

がある｡

ん1.4 ポンプ用および圧縮機用電気設備

(1)火力発電所の給水ポンプ駆動用2,360kW2P3･600rpmは

かご形として記録的大容量高速機である｡二重かご形で特に起動

電流の低減がはかられている｡そのほか循環水ポンプ,復水ポソ

プ悶など多数を製作した｡

(2)東京都水道局6,200kWクレーマセット

利根川原水を朝霞で取り入れて東村山に送水するポンプ駆動設

備であり,ポンプとしてもクレーマセットとしても世界最大級の

記録品である｡速度制御を行なうことi･こより,運転動力の経済化

と送水量一定自動制御を可能にしている｡特に考慮された点は,

ポンプ逆転時に誘導電動轢二次のシリコン整流器破壊を防ぐため

の卜+1臥 起動からクレーマ運転へ切り替える際の電圧平衡検出回

路,直流電動楼励磁回路の静止化,吸水井のダウンサージを防ぐ

ためのポンプ速度変化率可変回路などである｡第9図iこクレーて

制御盤の一部を示す｡

このほか東村州争水場に2,200kW12P全閉内冷形ポソプモー

タが納入された｡

(3)大容量水中モータの完成

わが国記録品の300kW4極400V50c/sおよび300kW4極3,000

V50｡/sが完成した｡水中モータは単に深井戸用に限らず取水,

配水ポンプ用として広く利用され,単機容量も増大の一途をたど

っている｡したがって3,000V用大容量水中モータの完成はきわ

めて意義深いものがある｡

(4)東京都水道局金町浄水場納沈砂地水位一定制御装置,沈砂

池水位による定値制御に加えて,高速沈殿他流入量の急変iこ対処

するため,急変流量をそれによって引き起こされる水位変動値に

ただち書こ換算し,速度制御を行なうことによって系の安定度を高

める方法を採用している｡弟11図は制御盤の外観を示す｡

(5)東京都水道局南砂町浄水場納末端正一定自動制御装置,南

千住浄水場からの送水管と南砂町からの送水管の合流点の圧力を

一定に侠つものである｡速度制御は液体抵抗掛こより行なわれる

が,その操作電動撥駆動回路は無接点サンプリング調節器の使用

により完全に無接点化されている｡
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モー.タ

ポンプ

第10図 300kW水中モータ

_)_L

第11図 沈砂池水位制御装置

(6)福島県河川課勿来ポンプ所納蝶形井関度制御装乱 無圧ト

ンネルで結ばれた二つの接合弁の水位を一定に保つものである｡

トンネル間の時定数が十数分に達するため,サンプリング制御を

採岡し,下口接合弁の水位変動量に比例した時間,ポンプの吐出

合流管の弁を開閉し(オンタイム)これが下口接合井水位に影繋キ･

及ぼすまでの時間制御を休止する(オフタイム)方式を採用した｡

(7)圧縮機用電気品としてほ,日産自動車株式会社追浜丁場納

同期電動機同期投入移相制御装置がある｡これは1基の吸気槽か

ら数台の圧縮機に給気する際の脈動による騒音を防止するもの

で,圧縮機の運転位相を故意に設定できるよう無接点器具を応用

した同期電動機の同期投入装置である｡

4･1･5 舶用電気設備

(1)新機種の開発

ブラシレス交流発電機完成:磁気増幅器式AVRと組み合わせ

電圧精度を±1･5%以内,瞬時電圧特性を白物復巻交流発電機と

はぼ同一程度にすることができた｡

SCR方式AVRの完成= 400c/s交流発電機において電圧変動

率±0･5%以内,瞬時電圧変動率9%以内,電圧整定時間0.5秒以

内とすぐれた特性を得ることができた｡

舶用交流発電機の自動運転装置,交流発電機自動運転化の一環

としての自動揃連装置,自動開合装置,自動負荷分担装置を完成

した｡すべてトランジスタリレー制御方式を採用し信煩性を高め

ている｡

(2)舶用交流発電機

船内電源用としての自助交流発電機の製作ほ輸出船の増人かざ1

38年喪の実績を上まわり約48≠㌻,23,000kVAiこ達した〕

(3)機関室補機用電気品

目立造船株式会社(CTC社)にボイラの軌眺東風磯用とLて

評 論 第47巻 第1号

第12岡 立形キヤソドモートルポンプ

140/65/35/28kWのかご形誘噂電動機による自動速度切換装置を

完成した｡かご形電動横の梯数変換による4段速度切換は画期的

製品である｡

(4)艦船用電気l--ドー

38年度に引き続き中形掃海艇川電気品一式,各種艦艇の自動消

磁装鼠400c/s電了機器用電源割前を多数防衛｢如こ納入した二

第1去 防爆形三相誘導電動機製作実績

(60～500kW未満)

防爆形電動機

⊥ヽ
FT

1963l l13

1964 149

合計容浣

_〔二年型;し__
15,010

21,500

内圧,耐旺防爆形
合言十容謎

(kW〕

2,625

1,450

安全増防塔形
合計容量

(kW)

18.385

20,050

4･トる 化学石油プラント用電気設備

(1)TOプラント用電動機

TOプラントの圧縮機駆動用として住友金属工業株式会社納

5･000kW,6P巻線形誘導電動機2台をはじめ,2,800kW4P巻

線形誘導電動機などが完成した｡

(2)防爆形電動機

第1表に示すとおり38年度を上川る実績を示した｡このうち

石油化学関係が全容量の70%を占めている｡当初はすでに60～

500kW未満まで標準シリーズをもっているが,39年度ほ防音カバ

ーを改良して低騒音化さjtた電動機が多数に上った｡

(3)シリコンゴム絶縁電動倣

コイル全体をシリコンゴムでおぉってあり,耐薬品性,耐湿性

iこすぐれ,耐摩耗性も強いので砂の飛来する場所でも開放防滴形

で安心して使用できる｡39年産も多数製作された｡

(4_) キャンドモートル

キャンドモートルとポンプが一体で用液の完全漏えい防_LLをF_!

的としたもので,仕様ほ次のとおi)である｡

全閉自冷形,低圧,2P,B～H種絶縁,使用温度60℃

使用圧力2kg/cmヨ,吐純量10～80J/min,吐出圧力2kg/cm巳

(5)屋外形ICモート′し

･止､範岡の無段高速を子j二なうICモート′しに対して屋外用のものが

第13図 星外用一体形ICモートル 第14図 耐圧防爆形スターデルタ起動器のシリーズ
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多く要求され,全閉屋外

構造とH種絶縁のものが

多数製作された｡

(6)耐圧防爆形スター

デルタ起動器 d2G3の

防爆構造を有し金属管配

線方式のカム形スターデ

ルタ起動器のシリースが

完成納入された｡内部ユ

ニットは一般用のものと

互換性をもっている｡

ヰ･1
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葛尾最..茸

第15図 大解鼓巻線形誘導電磁様子

(7)各種制御盤

旺盛な需要にささえらズtて進歩の著しいものがある｡コンて､ロ

ールセンタは両面形8段航の完成を丸,グループスタータととも

こ大きい伸びをみせた｡

高圧電磁接触器の応用撃も甘1は一般と幅を瓜′ナ,従来のHマブス,

コンビネーションスタータなども′卜形化と某_鯛勺期化の実を結ん

だ｡詳細は4.3.1およびム3.2参照されたい｡

4.】.7 セメント工業用電動力設備

rl)電 動 機

39fF度ほミル川として2,200kW8P17亡ナ,1,500kW14P27与丁

の誘導電動機を製作した｡巾才子屋:枚としては開放防滴形Uシリ】

ズ誘導電動機は分解しやすく,昧′､1二′亡､く検が容賂なため,字引こダス

トのたまりやすいセメント業界に二机､て帆沖を博している｡モデ

ルチェンジして′J､形化した全閉モータとともにいっそうの諾安が

期待されている｡(4.2.2項参照｡)

(2)大容量インダクショソカップリング

広範囲の速度制御を安価にうるノJ法として誘増電滋継手の榔去

は広いが,大容量機でほ渦電流式より巻線式がすぐれている.｡39

年度もキルン用に150kW,830～280rpnl巻線式誘導電磁継手が

大阪窯業セメント株式会ネhこ納入された｡

(3)総括制御装置

大阪窯業セメント株式会社納4,5号キ′しン川.設備は高圧電動機

25台低圧電動枚約100台を主体とするもので,Hマブス,グルー

プスタータなどにより中央操作される｡キ′レンL==)の計装管理も

含んでいる｡明星セメント株式会社納入設備は高圧8台,低任65

台の電動機を総括制御するものでノノ式ほ前者と卜り様である｡舞】d

図ほその照光盤である｡

4.l.8 工作聯用電気品

(1) プレーナ用電気■【‖-1

プレーナ用直流電動機川の標準シリーズを尤成したっ【p.1転数丁別

御範囲を280～900rpm,450～900rpm,650～900rpmとし,標

準出力を11,15,19,22,30,37,50,60kW としたものである｡

またこれに伴う電動発電機セットの標準シリーーズを鋭意製作中で

ある.こ.

テーブル用主電動機に対しては,発電機界磁をSCRで制御す

るレオナード制御方式を,刃物送fり月電動撥にほSCR静LLレオナ

ード方式を採用しビルドアップレート帖還制御による能率のよ

い急速加減速を行なっている｡第17図はSCR制御態の内.･■粥を

示す｡

メタローチスイッチによる無接∴ミミ式テープ′レ吋逆用リ ミットス

イッチはすでに多数使梢されていたが,その高い信板性が認識さ

れ,メタローチスイッチと電源リレー装置とからなるセットの受

注が1-iだった｡二の原理説明図を弟18図に示す′､.電源リレー装

吊16同 朋ノヱセメント株式会社納セメ ント粉末系統1掛粥盤

第17Lぢ1‾ノレ川十用巾1充電動機用SCR制御髄

?プリ

'.チl

鰍=判子モ掛1

声司九汀L-2ト

岩:;‡ヒニ三戸i‡ニプ
k≡割1Tレ2R

F刀諾L二言:芸
検出川食掛トヒメタロ ーナスイ

との配置

htTI一-1F

九】TL-2F

MTし1R

トITl一一2R

ヒ タロ グ

ト

▲‾‾1_⊥+三

リセ･′ト

回路概略

輔幅

増幅

蓮り終

端で閉

削り終

立㌫で閉り[

第18阿 無援∴‡し(テーゾ′し=J逆用リ ミ
ットスイ ッチ

原押説明L更1

常にほ,テーブルの停l卜位倖を記憶するためのヒタログメモリー

素√,タイマーなどが含まれ,停電事故の際の安全が図られて

いる_)

(2)横長起髄I打電㌔描■ほか

株式会什オーエム製作所納BTS-80形横旋盤用電気品は,直径

80mm,良さ1011ュの加二上品を15kWの直線電動機で軸方向に送

F)ながら,‖周_Lを75kWの直流電動棟で回転させて切削する制

御を行ない,送り用電動楼と刃物用電動機との間の連動運転を行

なっているJそのほかプラノ ミラー∴Fゴよぴロール研削盤各1セッ

トを納入している.｡

し3) プレス用電瑞ハ■】-

220kW誘導電動機による4,000tプレス,150kW直流電動機

による2,000tプレスなどの電気｢らflを製作した｡またメカニカル

フ■レス用の100kW純/､イスリップかご形電動楔も多数巻隻作さ

れた.｢
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白岡 第47巻 第1号

第19図 九のこ用モートル 0.75kW

TFO-K2P 200V50/60c/s

第20図 角のみ磯用モートル0.75kW

VTO-K2P 200V50/60c/s

(4)工作機用小形専用モートル

研削盤用研削液防食モートルが完成した｡有磯アミン,亜硝酸

ソーダなどを含む最近の水溶性研削液は,絶縁物を著しく害する

ので,耐力のあるエナメル線とワニスを開発して製作されたもの

ですでに多数納入された｡

新たに木工磯用モートルの新シリーズが完成した｡全閉構造で

あるが小形軽量である｡仕様は

九のこ用 全閉外扇横形0.4～3.7kW 2P200V(弟19国)

角のみ用 全 閉 立形0.4～0.75kW 2P200V(弟20図)

4.1.9 印刷轢用電気品

(1)千代田グラビヤ納グラビヤ輪転機制御装置

昨今の印刷機は高級印刷物を高速度において安全,容易な操作

で生産する必要から,制御装置はますます復矧こなる傾向にある

が,本装置は大別して

(i)印刷中の紙の張力を常に一定に保つための日動張力調軽

装置

(ii)運転中に連続的iこ巻取紙を継いでゆく自動紙継装置

(iii)印刷見当を合わせるための手動調整および自動見当装臣

(iv)補助電動楼,安全警報系

よりなっており,特に本棟の場合は,10印刷ユニットが各クラッ

チの細.合せにより1～3群に分けられこれらがパラに運転される

方式であるが,本装置はこれらの連結状態を自動的に記憶し,主

モータおよび補機の起動,加速,停止を安全に行ない,また各押

ボタン箱のスイッチ煩も上記の連結状態によi)おのおのインター

ロックされ,不要個所からの操作指令ほカットされるようになっ

ている｡

(2)印刷機用自動見当制御装置

38年度に引き続き広範囲に使用可能になった日立自動見当装置

は葬2表に示すとおり受注が伸びた｡その中でも大蔵省印刷局に

納入した切手印刷用自動見当装置ほ印刷速度が低くまた印刷機が

小さいため,今までのパルス発生器と異なり3～4ユニットを一

つのケースに収め床置き形とし,1個所で調整可能なようにし

第2表 日立自動見当装置の納入実績

た｡

チータi±†‖裳道

づr∋生うイン

州11ラ

第21囲 プレス工場工程管理用FACTROL

中央管理盤

r…管理三三

1B九】ウ

テンタイ‾7

連丁.i装荷二

÷一夕i土仁言装置

壬1-ニミ‾紫乙打

Jこ‾Ⅰ二程作薬命令

第22図 ストレッノライソ用生産指示装置ブロック囲

また低速度でも確実なパルスが肘るようにトランジスタ化さ

れた｡

4.1.10 自動車工業用電気設備

(1) プレス工場用FACTROL

日産自動車株式会社追浜工場にプレス工場の生産管理用として

FACTROL-1000システムを納入した｡本システムは数十台のプ

レスの生産管理を中央管理重で行ない,各プレスごとに｢生産実

績数+｢目標生産数+｢不良時間+など計11項目の生産管理デー

タの表示を主体とし,各プレスの稼動状況を正確にほ接して現場

に対して最適なアクションを行なうことを目的としたシステムで

ある｡装置の構成は次のとおりである｡

入納

先陣慧賢∃竿霊欝F雫m賢トット数1屠印木日大

届印本大

大 日 本印刷株式会
(京 番

大日本セロ

京阪七

大 蔵 省

大 日

池

大

見

本

鉄

本

ソ株式会社

ソ株式会社
(京 都)

印 刷 局

印刷株式会社
(王 子)

工株式 会 社

印刷株式会社
(王 子)

40へ′230

40～230

40～230

40～230

40～230

11～30

40～230

11～30

40～230

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

[訂
l O･4

lo.65

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

用6色ダラビヤ

ーヒロフア ン∴ ア/レ

途

吊印刷

6色ダラビヤ(裏表合せつ≦
セロフアン,Tパック印刷 円

グラビヤ(裏表合せつき)
セロフアン印刷用

』選書
一三管苦言

ビヤ

ソ,Tパッ
ピヤ

ソ,Tバッ

5色切手印刷用

6色ブラビヤ

セロフアン印刷用

ク印刷用

ク印刷用

F韻完熟省印刷即
3色グラビヤ

セロフアン印刷用
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(2)

中央管理盤

電 源 盤

生産速度比較器

現場連絡BOX

7面(策2】図)

1面

2セット

41BOX

電話連絡装置

ITV 装 置

生産指示装置用FACTROL

さきに日産自動車株式会社追浜工場の乗用車組二弦工場

用生産指示装置を納入したが,今村組立工場の増設にと

もない.ストンックラインおよび塗装工場用生産指示装

置を納入した｡弟22図はストレッジライソ用生産指示

装置のブロック図である｡

キl
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第231文l′ト産桁ホ装置用FACTOROIJデータ送信㍑片

栗用申は同一申椎であっても､朋絹様の什様があり,その′卜推

管矧よ複雑である〔本装揖でほ,うミf‾1:様を符リーに変換してIBM

カードを各t程に流し複雑なf_じ産管糾業務をIL珊に進めている〔

喰装1二場用生産指示装荷は申の額装也の指示をするもので,撥

能はストレッジ用生産指示装荷と同一である〔受信装F鞋でほ受イこ言

されたデータを簡易印刷機ですぐ印てf:するため,什様の確認が解

易である〔弟23図ほ可1央データ送信装群を示す(

(3)プレス用電動機

自動卓産業糾こ納入されるメカニカルプレス川として,木勺二も

100kW級の大容量ハイスリップかご形電動棟が多数製作された-

その保護形式は開放防摘形ないし全閉形であり,8～13プgの+丈

格的なハイスリップ特性のものから5%程度の比較的スリッブの

少ないものなど,プレスdutyに適合したスリップ特件をナた石三し

で掛こ最適な電動機を納入している〔

(4) 日動中二用ダイナモメータ

39年度納入したダイナモメータにほ,ダイハツ1‾二業株式会礼納

両統37kW3,000～8,000rpm,H古製作所多賀【二場納但流110,

75kW4,000～7β00rpm各1f=ナ,東f■､=二業株式会社納渦流110kW

2,000,～8,000rpm2子干その他数千㌻あり,さ仁〕に,1二l産日動巾株式

会社納直流150kW2,500､6,500rpm,音■■l■.蛸己110kW3,00n､l(),000

rpm各1≠ナを製作中である〔

制御装置としてほ,SCR制御を採用し,llニー蛸己ダイナモメータの

レオナード回路の界磁制御,渦統ダイナモメータの界戯制御に

SCRの特長を十分に牛かし,±安定な高精度の制御装粁とな/､て

いる｡

一方,シャシダイナモメータも富上窮‾｢二業株式会什納として別

‾在製作中である∩

ム1.11繊維製紙機械用電気品

(1)大昭和製紙富十l二場にラインシャフト式抄紙機電～も■■■■-■トー

都既納品改造)を納入し守一々に調幣完了し営業運転にほいった〔

本抄紙棟は300kW厄流電動機を羊軸とし,クーチローノし(37

lくW),No.1プレス(7.5kW),No.2プレス(26l(W).サイズプ

扇滋彦〝着り密二.と

応 川 械 器 41

レス(351(W).汁5てを～の向流電動機をへ′レミー駆動しているへ

神崎製紙株式会社にコーテンダマシンJ二‖頼流レオナード捌fほ

納入し親在好調に運転小である〔

(2)大阪染1二株式会社にシルケット用電気.割声F沖納入した〔`iE

帆まシリコン慎統語帥j一き人容量磁気増幅芥(パワースタット)で

22l(W17⇒,5.5kW3子†,3kW4千丁,2.2kWl子｢,1.51(W2

巾,1kW6≠ナ計17frのギヤード向流電動機をレオナード)り転し

ダンサーロー′しによる摘速制御を採Jl〕している〔

(3)編機用モートルナロワ

くつ下編機の吸引用として,従来のギヤ増速iil段ブロワに代わ

り,2極モートル直結の2段モートルブロワを開発して,騒許な

大幅に低減し,厚人ナイロン_‾‾【二業株式会附こ多数納入した(

4.l.12 ゴムおよび合成樹脂工業用電気品

ゴム鮎宣機械用′電気■+ij■.として,東北ゴム株式会社よりカレンダロ

ー′し用に150kW恒二流電動機ほか電気■.■トー式,押H機川に75kWlTl二

流電動機はか電ちもl■打l一式を受江し納入した〔

合成樹脂_L業用冠去も.仙として,東京タキロン株式会祉に硬質塩化

ビニール製造機用として70kWSCR,押肘機用55kW和流電動樅

およびノブl取棟用1.5kW直流電動機を一セットとする7E気■■‖`-など11

セットを納入しノた∩制御一葉掛よ防じん柄造である(

4.1.13 ビル用電動力設備

(1)冷凍機用電動機

ターボ冷凍機用誘噂電動機ほ開放防滴サイレンサ付きあるいほ

乍閉l勺冷形のものと,フロン披冷式ハーメティンクタイプの乍閉

形の2種に大別される∩

開放防滴形サイレンサ付きあるいは全閉l勺冷形の帆騒荷電動機

ほすべり軸受を使用していたが,′ト形軽量化と肘､〕:の依`止な図る

ため全面的にこ/ちがF)軸受に改良した〔なれ こ/)がり軸受ほ十

分吟味した特殊スキてのものを使用しており,騒音上の心触ま梓

無である｡

ハーメティックタイプの乍閉形ほフロン旅にて1叫妾電動機を冷

却する方式できわめて小形化されているが,さらに弟27図に′Jミ

すとおり山側のブロワのケーシングと電動機軸受部分を`完令一休

の鋳造｢＼-!,として軸長を詰め,電動機側の取付足をて円畔したので･

冷凍装置全体の小形化にほ背い､ものがある｡

なおこれらの新シリーズには,全面的に標準数を採什lし,‾_1‾ミ安

寸法はもちろん標準刑力も標準数として,徴収｢巾な慄畔化剖Xlっ

ている〔

(2)冷鳩機一別iり御矧～丁亡

前記電動機の2機種に対応して,媒作舵にも2穐がある〔液冷

墓.き

第24囲 シ′しナットmキ∴1し†”ト 第25図 二段モl､一トルナロl‾7

巾流電動機 (0.75kW 6111:ソmin270nlmAq)
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筍26岡 東京タキロン化乍株八会社納抑Fl-1隙椚SCR.ト

｡[び了Iil仰Jキユーピク′し
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第27図 ハーメティックターボ冷凍機用電動機の構造

ユ⊥

/､-メティック形電動機用は冷凍機上にマウントされ,他ほ自記

形である｡それぞれ半自動と全自動の方式に標準化されこれに応

ずるスタータなどもすべて標準化し,保守の便とサービスの敏速

を図っている｡

(3)クーリングタワー用ギヤモートル

ビルなどの冷房用として,クーリングタワーの需要がふえ,こ

れに用いる冷却フアンの駆動用に,出力2.2から22kW,l叫転数

300rpm郎†後の屋外1t形ギヤモートルを多数製作した｡

保守の困難な高所に設置されるので,歯車･軸受には特に寿命

の長いものを選んでいる｡

4.】.14 交通運輸用電気設備

(1)トンネル内換気装置

首都高速道路公団三宅坂インターチェンジ換気所に納入したも

ので,高速道路4号線の千鳥ケ淵独1‡換気所に電動機盤17面,

ダンパ盤6面,起動補償器盤6面,計29面を6換気所に配分し,

トンネル内を通過する自動車の排気ガスより出る有害な,COガ

スおよび煤煙を換気する出力25/11/4kW,6/針12Pのフアン17

台と付属ダンパ28台を組合わせ換気する｡電源電圧降‾Fを防L卜

するため,グループ起動方式をとっている｡

(2)踏切自動警報用装置

本装置は車輪検出用メタローチスイッチとシリコントランジロ

グより成り,鉄道信号装置と連係して使用される｡

前者は,列車車輪の近接を検出するため,新たに開発された高

感度形メタローチスイシナであるが,列車洗浄装置,地‾‾F■鉄ホーム

自動放送装置,クレーンなどにも利用されている｡周閃温度-20

～＋70℃,電源電圧変動18～28Vの範開に使用しても支障を生

じない｡

後者はシリコントランジスタ式論理ユニットで,列車速度と位

置により適正な警報信号を発生する論理制御部と警報装置に故障

を生じた場合,安全側に動作をさせる発振部とより成っている｡

周温,電源変動に対しても同様の信頼度を有している｡

4.1.】5 食品工業用電気設備

日清製油株式会社磯子工場納食油抽H前後地坪設備総柄制御

装置

大豆,なたねなどから油を抽出するための前後処理工程すなわ

ち原料の輸送,粉砕,混合,加熱をはじめ,袋詰めに至るまでの

工程にある高圧および低圧電動枚約300台,総出力約2,200kW

を,中央道転宅設置の肌付き象形操作盤および制御億36面によ

り集中制御することができるっ

第31図は象形操作盤を示したものである｡

4.1.1d その他応用品

地対空ミサイルナイキ･アジャックスの各種操作電源用として,

クレーマ駆動400c/s定電圧,走周波電源装置6セットを防衛庁陸

ヒ自衛隊に納入した｡木械は,電肝および周波数のノ女志度,変動特

ー.或

準

l.

妄嘲

評 論

第28図 クーリ ング

タワー用ギヤモート

/レ

第47巻 第1号

空運

第29図 三宅坂イ ンターチェソ

ジ換気所納換気制御盤

第30図 車輪検出用メタローチスイッチ(形式KLS-SMR6n)

菱≦∃
妻≡蚕宴
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第31上司 日活製糾株式会社磯了▲丁場納象形操作髄

性,電圧波形,電什不､ド衡などについて非常に高い精度が要求され

るものであるが,7刷動巻線付きP‾】簡みぞ形高周波発電機や分割界磁

形厄流電動機の採用によって,これらの高精度を十分に満足すると

ともに,高周波発電機,誘導電動機,両統電動機を一体化して小形

軽量化することi･こ成功した｡

4.2 誘導電動機および整流子電動機

4.2.1中容量汎用電動棟

(1)新標準簡易分解形開放防抹形電動轢

簡易分解形開放防摘形(Uシリーズ)電動機に引き続き,Uシ

リーズの多くの特長をそのまま/lこかした簡易分解形防抹形電動機

巾42-
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第32凶 クレーーノ駆動400c/s近電旺滋周波電源装置

を開発,39年下期よF)全面的にモデルチェンジを開始した｡寸は

は国際電機専門委員会推薦‾､j一法(IEC‾､い法)に準拠しており,わく

番適用は開放防滴形Uシリーズとほほ同じである｡

第33図に構造を,弟34図に外観を′Jけ｡よろい戸の取付けを

考慮して通風損失を極力′トさくするとともに,よろい戸に方向性

を持たせて吸排気の循環を完全に防止するよう考慮してあるので

冷却効果はたいへん良好である∩

(a)吸排気1--Iよろい戸をネジ締めとしたので取りほずしが簡

†ilであF),l勺部の山検,清掃も容助である｡

(l〕)J吏員何側エンドブラケツトの上側を御各した簡場構造と

するとともに,負荷側,比負荷側ともカートリッジタイ

プの軸受構造としたので,分解組＼一/二がきわめて容易であ

るはか,はめ合いがゆるくなることはない｡

(c)かご形電動機では負荷側を,巻線形電動機では負荷側,

反負荷側ともベアリングカバーを二つ割としてあるの

で,負荷と連結のままベアリングカバーを触りはずしベ

アリング点検やグリース取替えができる｡

(2)新標準全閉かご形電動機

全閉形誘導電動機について,従来のリブ付き冷却力式に改良を

加えた全閉かご形電動機の新標準を完成した｡

出力は4Pで250kWまでとし取付け寸法ほIEC寸法に準拠

した｡従来と比較してわく番号で1～2段,重量で15%の軽減

を達成した｡

そのほか■F記の特長をもっている｡

(i)部品の標準化による生産性向上

(ii)積層鉄心の固定丁儲心への焼ばめによる熱放散の向__ヒ

(iii)負荷側エンドブラケットおよびベアリソグカバー2分割

(3)超耐湿絶縁電動機

耐湿性のきわめて高いシリコーンゴム絶縁を採用したかご形誘

導電動撤を昨年に引き続き多数生産した｡

シリコーンゴム絶縁はコイル全体をシリコーンゴムにて一体に

第34図 簡易分解形開放防抹形

三相誘導電動機
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第33図 簡易分解形開放防抹形電動機構造lヌ1

被覆した絶縁法であって,H種絶縁として使用できる｡そのl耐熱

性,耐湿性が高く,化学的にもきわめて安定しているほか,コイ

ルに直接砂のようなじんあいが当たる場合にも十分耐えることが

できる｡

ム2.2 整流子電動機

特に需要の多い75kW以‾Fl.5kWまでの小形化による新シリー

ズを完成し,大日本インキ株式会社納75kW(200V50c/s965～

48rpm)を始め多くの実績を得た｡従来のものと比較し,

(i)平均30%の帝量低減

(ii)低速における速度変動率の向_L

(iii)リミットスイッチの外部装着による保守の簡易化

がはかられている｡

4.2.3 汎用モートル

(1)E種絶縁三相誘導電動機

このモートルほIEC規格のわく番寸法を採用し,絶縁階級をE種

にしたもので200Wは鋼板製フレームで開放形を採用した国内で最

初のE種モートルである｡一刀0.4～11kW4Pは全閉外扇形であ

F_),今後各方面での需要増大が期待される｡

このモートルは次のような特長を持っている｡

(i)絶縁信板度の高いマイラーとポリエステル樹脂を組合わせ

使用しているので,耐熱性が向上し寿命が長い｡

IEC規格の寸法を採用しており,国際的に互換性がある｡

完全な保護構造の採用によりモートル内部を損傷させる危

険がないうえ,冷却効果の高い軸流通凰方式(開放形)と

一重通風方式(全閉外扇形)を採用しているので温度上昇

が低い｡

(iv)従来のA穫絶縁モートルと比較してわく番号で2段下に小

形軽量化したもので,掛こ開放形は鋼板製フレームの採用

により著しく軽量である(従来品との比較を開放形ほ第3

表,全開外扇形は弟39図に示す)｡

第35図 75kW6P3kV新標準 第36図 三相交流整流子電動機11kW

全閉かご形電動機 200V50c/sl,350～450rpm
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打‡37JxIE種絶縁200W∴仰モート′L200V50/60c/■s

4P油綻足格†抄人EFOU･-K,IEC63プレ【ム

第3表 三相-モ【卜′し重量,容桜比較表

立

＼

ザ主上】

機
椰

･n二1 比(%)

締 付i比｢夕方)

K
"

一塾
一

H
■
リ

61

43

～1三
_屯Flけと,容仁l■i比とも妄メf紙
比率で′Jミしたもの

NEMA48‾7レーム

A杜絶舷

(■鋼鮎ソレーームノ
G_)200W EFOU-K

JEM910S フレーー∴

A踵絶縁

し鋳鉄ソレーム‾ノ
F)200W EFOU-K

三…【:::
ー∴ノ)｢F1200W EFOU-Kを100% とLた

(Ⅴ)モートルの慣性能ヰミが小さく,起動ひん度の高い川途にも

使用吋能である｡

(vi)振動騒音が小さい｡

(2)鋼板フレームril相モートル

鋼似フレーム′J､形汎用モートノしとして,400Wのコンデンサ起

助ril柑モートルを完成したっ特性がJIS規格に準拠した400Wr■-.--

でほ,外形寸法は鼓′j､のものである｡起動トルクおよび停励トル

クほともに,このクラスのものでほ巌大にしてあり,加速性能は

きわめてよいゥ またさらに良紺生のコンデンサランモートルへの

政道が容揚にできるようになっている｡

4.2.4 小形専用モートル

(1)小形専用モートル

NEMA48フレーム(外径142ml¶)に過f-1荷風進リレーを内J鼓

したハイカット付きモートルおよび起動リレーを採用した専用モ

ートルを多く完成した∩ また,これまでの事務機械用,撹押機(か

くほんき)用フ7ンモートルなどから,ギヤポンプ札+二rF機械

川,バーナ用と用途が拡張した(

一九 鋳鉄フレーム専川モートルもバーナ札 ルームコン,エ

アーコソのフ了ンモートルなどに順調に仰長したっ

(2)悦打用ギヤモートル

各種材料の合成,混合判別､f瑠描の駆動には,小形軽量な遊∠1〔

機隅のギヤモート′しが好適である∩

光汗精+二株式会社に渉炭零火炉の油槽撹抑月0.75/0.1kW4/8

P360/180rpmの江形ギヤモートルを納入した｡

新日本窒表株式会祉には,;亡錠｢†勺な舛量の脱げ和ギヤモートルと

して55kW,秘数6P,【_吐悔三数25rpmモートルを納入した｡

車.1

17(】

評 論
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孝吉38LズIE種絶緑200W‾三相モート′し外形寸法区】

第39図 新形E種モート′しと従来ん!.との比較

TFO-K O.75kW4P

争‾

感

冴;401芸1鋼板ソレ【ム■製+ンテンサ起動単相モートル

EFOU-KR 400W 4P

(3)i(蛸ミコンベヤ11jモート′しプーリ

ほえなわ漁業などの′+､形漁船印=ンベヤの駆動川として,flりJ

llくWの漁船円モートルプーリが多数納入された｡

耐食性に対し特別な考慮が払われている.､

(4‾)小形多翼竜勅送風槻

†榊ストープ用′ト形多翼竜軌送風機を完成した｡くま収リモー

トノンを使榊し50c/sにおいて,人ノJ22W,い1Ⅰ転数2,600rpm,風量

1･11-1こソminのものである.f_f州1ストーブ川以外にルームクーラ,

節41図 トロコイドホンソ川立形‾三村モ 祈42L¥l+-†′し′∴-ナ川=!ン一千ンーl｢二〉ン

ート′し100W
VEFOU-K4P -t- いし100W EFOU--KP2P
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第43凶 かくj‾､F用立J抄ギヤモートル
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第44囲 漁船用モートルノーリ

力 応 月] 機

第45凶 ′ト形多賀電動送吼機
25W OOS-MH

エアコンディショナ,{H由温風機,復`ゾ機,旭伝■機,電｢機㍑;･‡な

どに使用される｡

(5)新形200Wクラッチモートノし

l二業用ミシン駆動用に用いられる新形200Wクラッチモートル

を開発した｡1日に1～2万回の高ひん度で断続操作を行なうた

め,過酷な使用に十分耐えるよう設計されている∩_ri叫日2梯およ

び4極,3相2極および4極の4機種がある｡

(6)小形ギヤモートル

近年急激に需要が高まりつつある各種l上l朝敵ノノ【亡機,音響機器,

電‾チ計貸株などに使用される小形ギヤモートルを完成した｡本機

は,クラッチ機構を備え,くま取りモート′しにより駆動される｡

出力は出力軸で0.1Wから5W,担】転数ほ5rpmから].10rpmの

純l州のものが製作可能であるっ 用途としては上記のほかにドライ

グリーナ,複写機,カーテン榊関川などに使用される｡

(7) マイクロモートル

携帯用テープレコーダ,特にリールサイズの大きいテープレコ

ーダに使用する高出力マイクロモートルを開発した｡

仕様ほDC6～9V,定格トルク15g-Cm,L‖I転数3,000rpm,

起動ト′しク35g-Cm以上で外径､J･法は22¢,全長57.5mmであ

る｡アルニコマグネットを使用し,整流装掛こは鼓金属材料を使

用しているので,長寿命である｡ガバナは回転変動が少なく,高

精度の制御性を有しでぉり,振動,衝撃にも十分耐え得る構造と

なっている｡

4.3 汎用制御盤

ん3･1高圧気中電磁接触器応用品

(1)新形Hてグス

軽量化と体裁の向上 量産方式への過分化のため卜.iJ〟-のモデ

ルチェンジを子fなった｡

3･45kV200A Hマグスは構造的に多くの考案を騰って軽量ケ

ースに収納された〔

3･451くV 200A断路器付きHマグスは従来の二分湖ケーースを一

体のキユーピクルにまとめて体裁上の問題を一如した｡

6･91くV 200A Hマグスは主体をなす電磁接触器を山糀拙作と

したので,床面積を大幅に縮′+､することができた｡

(2)6.9kV乾式リアクト′し起動貨拝

さきに国内他社にさきがけて6.9kV乾式リアクト′レ起動器を

開発したが,6.9kV200A高圧電磁接触器カミ直流操作方式の立形

にモデルチェンジされたのにともない,これを使用した新形6.9

kV紐乾式リアクトル起動器が開発され,すでにインド',ビルマ

ユーゴスラビヤに計23子㌻初輸出された〔

器

第46図 新形200Wクラッチ

ーモーート
ル

第47凶 小形ギヤモートル

(樟脳】形)0.33W SG-KG

45

第48図 小形ギヤモート′し

(開放形)0.71W SG¶KG

第49図 携帯用テープレコーダー用マイクロモ〉トル

(シールドナースなし)

(3)沙L川コンビネーションスターータ

限流ヒューズと高圧気･こい電磁接触旨詩を組み合わせた高圧コンビ

ネーションスタータほ簡便な取扱いと優秀な性能によって,あら

ゆる産業にその`ぷ要を高めておF),姉妹IJl/lを含めて,39年度の納

入実績ほ介計700面を越えた｡

こうした汎用件に対応してより安くより早くを主眼に,沙LJ‾tlコ

ンビネーションスタータと2段積コンビネーションスタータを閃

充した〔

汎用コンビネーションスタータは,l勺祁を大別するとハエ線およ

び限流ヒューズr■粥分,高虻気･‾い電磁接触器～雑分およびドア部分に

分けられ極度に簡潔な構造をしておf),組立配線作業時間の短鮒

とともにノよ検をいっそう容錫にしたものである｡

(4) 2段積コンビネーションスタータ

2段積コンビネーションスタータほ,限流ヒューズと高仕気中

電磁接触器を組み合わせたり牡l形ユニットを重ね合わせたもので

値幅をとらず,紫･‾卜監視Tli日嗣jと保守点検が輯易である｡予備ユニ

ットを設けることにより,事故復旧も早くできる特長があり,汎

ー45-
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第50図 3.45kV200A Sl)形WHP4ご式H-ノブス

‾浮肇妻喜ご
軍撃‾野義‾､‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ヨ≡■藍‡索

第521ヌ16.9kV 200A SO形

GHI)1ご式 rlてグス

立 詐
ニム.

[il相 第47巻 第1ぢ･

還

第51図 3.45kV200A SD形WIiPK22式

晰路器付きHマグス

第53図ⅠノⅤ巳5形A式6.9kV乾ペリノクトル起動器

川エンビネーションスタータとともに販路の拡人が見込‾まれる｡

(5)その他止こ用山

以上のほか高旺のコンビネーションリアクトルスターメ,スタ

ーデルタスタータ,‾■寸逆スターメ,極変換スタータも多数製作さ

れた｡

4.3.2 コントロールセンタおよびグループスタータ

39年度は8段積コントロールセンタ(最小ユニットの遮断容品

220V/5kA)巾,片面を完成した｡寸法はi‾il■j而式幅550×奥行520

×高さ2,300mm,片面式幅550×奥行520×高さ2,300mmである〔､

ユニットは共用で,最小寸法は240mm以下,480,720,960mm

第55図 2段銭コソビネーションスタ【タ

上部ユニット引出図

第54岡 汎用コソビネーショソ

スタータ内部

の4種妹である｡電淑,負荷側ともプラグイン式接続を叫能とし

た｡コントロールセンタの姉妹l■lTIグループスタータも需要が伸び,

肌～≠健児株式会社納150面をはじめ約400面を納入または製作中で

ある｡

弟57図はグループスタータを示す｡

第56囲 8 段積 コ ント ロ ー ル セ ン タ

ー46-

う■l
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第57阿 グ ル ー プ ス タ
ー 々

ん3.3 パワースタニット

さきにパワースタットと称する大容量静r卜増幅器を発表して電動

力応用分野に多数利用されてきたが,今回大容量･高利得･l割朝巨

磁気増幅器の開発を機会に,一段増幅･基準電源内蔵直流電源であ

る特殊パワースタットを製作し,450kW同期電動機の静【l二励磁装

経として口産口動中株式会什に納入した｡各種制御増幅詩話や‾吋変電

げ定電圧装F穿としてもー-･段と使いやすくなっている｡舞58図にそ

の内観を示す｡

4.3.4 低圧配電箱および鉄箱開閉器

電動撥,電熱器い1路の分岐開閉器や手元開閉器糊として広く綾川

される配電箱ならびに鉄箱開閉器の新形を開発した｡

新形ほいずれも220V以卜用の3梅で,30Aフレーム(3.7kW以

7■)と60Aフレーム(7.5kW以下)の終2機稽があざ′),速断械構を

もっている｡

4.4 盤 用 器 具

4.4.1S⊂R用位相制御器具

電動力応用分野において急激に使鞘されはじめたSCRのゲート

回路に必須の自動パルス移相器および人容量SCRの恒並列組√†せ

スタック点弧可能なパルスアンプ,パルストランスを開発し,この

分野に多数使用している｡

(1)磁気式自動パルス移相法≡さ(略MAPPS)

移相部分に磁瑞増幅器を佐用し,その点弧frJの変化を移相特什

として使用したものである∩ 本然の特長は,

(i)制御巨_】‾I路が絶縁されているため多入力演算制御が可能で

あり,信号の突き命わせが容易である｡

人力にリップルを含んでいても影響がない〔

移柑範仰が広く,電灯変軌,波形ひサーフ丸iこ対しで衣定で

節58岡 特殊形/い7-スタット

観

節59岡 60Aフレーム配電符(左)と60Aフレーム鉄補間間貸詩(右)

第4末 SCR用位相制御許諾具による標準ゲート

主回路SCR構成
SCRゲート回路構成 備 考

日立SCR素子名 員数

50ASCR以下

ZCSU13(帥

ZCSR15(16A)

ZCSN13(50A)

1～4 ｢芯S scRx4

出力は全て絶繰出力

5-8

MAPPS---一叫SCRx4
rM20)

リ｢急冒岩S巨SCRx4

MAPPSrM21川(九120〕

乃軒端装置

150ASCR以上

ZCSMll(150A)

CJOl(250A)
1-24

呂粁抄だ毘

パルストランスは単体にて
SCR2個点弧可能

PulseTr.UN汀はパルス

M人PPS PulseAmp

(M20)(PAl)
PⅦlseTr.SCR

トランスを下記のように内蔵

形式P.Tr内蔵数
UNIT IL12 UP2C 3

UP2F 6

ある｡

(iv)応答速度が速く,1サイクル1ごユl勺である｡

(2)パルスブ'ンプ

CRの充放電粋l生を応川し,けりJパルストランスをリセットす

る方式のため,小形パルストランスで人出力のパルスが行られる

と同時に,出力パ′レスの1∵__Lり時間が某毛まくパルス幅が山､ので校

数偶のSCRの抑埠ノこ■よ孤が‾叫能である｡

(3) パルストランス,ユニット

_卜.言上パルスアンプと机み行わせて他用し,′く′しストランスを複
数個【勺蔵したユニットにまとめている｡

以卜のSCRIH位ft二爛j御講[壬其の標準梢成を第4表に示す｡各穎;壬

具はおのおの小l司形附こユニット化され,彷ユニットは/‖喚性を

¶-47〟-て
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第61固1kc磁気所得増幅器

保つとともに外形体裁をそろえている｡各㍑詩具の外観を舞dO図

に示す｡

このほか全トランジスタ式の｢l動パルス移相器も開発され 多

数使用されている｡

4･4･2 磁気演算増幅器(仙OA)およびその応用製品

(1)1KcMOA

高応答の制御用アナログ演算器として電源に1kc力形波を用い

増幅率1における周波数応答を-3朋iで370c/s(商用電源MOA

の25倍)に向上した｡同時にサイズは小形化され部ふ与はいっさい

プリント配線板に取i)付けられ樹脂モールドされている｡出力電

圧フルスケール±8Vで100K-100K係数器誤差ほ±0.5%以内

である〔入力巻線を2組持ち,うち1組を絶縁人力またほ同符-ぢ･

入力用として利用できる｡徴′J､人力増幅器としては1,000倍の増

幅率では応答時定数が600ms程度である｡電源は定電肝商流を

トランジスタインバー列こより交直変換して得るので,電庁三,波

形とも安定で,演算は外乱を受けない〔

(2) ミキサーアンプ

ー般MOAの演算ほ最大±10V直流電圧によって行なわれ

演算アースは共通であるが,外部よりの入力が電流出力形丁業計

器や絶縁入力を複数個混合する場合に適合するよう,入力相虹臼

よび出力との絶縁を強化したものがミキサーアンプである｡出力

は最大±10V,±10mAであって一般MOAに等しく混合加減算

のみならず積分も可能である〔SCR制御糊MAPPSも駆動hr能で

ある｡

(3)無接点サンプリング調節器

たいがいのプロセス制御においては系の応答が数十秒を越える

ので数秒間隔のサンプリング制御によってもほぼ連続制御と同じ

効果を果たせる｡またこの場合調節器操作器の価格を低減寿命を

延長できる｡本器は磁気増幅器式論理素了･ヒタログの記憶素十と

CR時定数回路を主構成要素とし,出力直流電圧10Vが無接点式

にON,OFFされるので信煩度が高い(人力の正負,大小,変化速

度によってON,OFF頗件,間隔が変化するので実質的に比例微

分制御に近くなる｡また人力イく感帯を持っていて調節動作をて女走

化している｡本器によって大形磁気増幅器を駆動したり,小形リ

レーを駆動し,その接点によって大きな接触器を駆動することも

可能で,適用範囲の広い小サイズ(幅70×高さ150×奥行400mm)

の汎用品である｡

4･4･3 高周波用電磁接触器

本器はおもに高周波電気炉のソJ率改善印コンデンサの関目即1了とし

て製作された電磁接触器(形式GPCS--6N)でインド･ヒンダスタン

スチールへ納入さjlたn

ft 様

二に 回 路 1,600Vl,000c/s200A

】‾‾J‾‾｢】

(甚準入力)

._l____-_

-48叫

第63図

入力/しI2

11

演算式

11くC磁気棋界増幅器原坪国

キ サ 7

Z/

Nl

E｡(出力)

.】+,
Eo=Z′(歌い哉Ⅰ2J

第64圃 ミ キサアンプ原珊図

第65図 無接点サンプりング調節器
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第67図 GPCS-6N 高周波用電

磁接触器

第68図 MC形N5式電磁カウソタ

操 作 回 路 DCllOV撥械的保持式

分路引はずし DCllOV

4.4.4 電磁力ウンタ

本器は電磁計数電磁零復帰式のカウンタで,計数用電磁線輪に印

加された電圧パルスの数を表示し,その復帰ほ復帰用電磁線輪に電

圧を印加すればただちに復帰する｡動作は高速で正確かつ長寿命で

ある｡生産管理装置用としてすでに日産自動車株式会社へ420台ほ

か多数納入している｡

葬る8図は電磁カウンタの外観である｡

4.4.5 有段変速電動操作開閉器

本器はおもにTOプラントなどの酸素および窒素蓄冷器を時間的

に切替えて制御する回路用の指令タイマーとして使用される｡電動

タイマーの簡易形として開発されたもので,操作電動機に誘導電動

機を用い,時間切替ハンドル2個によりギヤ切替で1周期の時間を

5～16分の任意段状に切り替えることができる｡現在標準として

5,6,7,8,10,12,14,16分の各8段を採用している｡

ん4.る マニブレーク用マスタースイッチ

原子炉パワーマニブレーク用操作開閉器として開発されたもの

で,左手右手一対からなり約40個の接点を有しマジックハンドと

同様の働きをする｡左手は∬,弘之方向,右手は∬,肌ろ 之軸回転ツ

カミ2段の操作方向を有し,マニプレータの運動方向と一致させて

ある｡各方向には,正道の選択接点とハンドルのストロークにより

速度を切り替える4個の接点がある｡

4.4.7 新形単極ヒューズフリー遮断器

単極ヒューズフリー遮断器B形Kl-SF,K2-SFおよぴB-50Aフ

左:B形Kl-SF 小:B膨K2-SF 右:8-50AフレームK-SF

第71図 新形単極ヒューズフリー遮断器

第69国 有段変速電動操作開閉器

史;

第70図 マ ス タ ス イ ッ チ

レームK-SFの新形3機種が完成した｡

B形Kl-SF,K2-SFほ従来より生産されてきたA形の動作機構,

端子構造などをさらに合理化したもので,B形Kl-SFは100V級回

路,K2-SFは265V級回路の電灯分電盤用である｡また寸法はA形

と同様JEM-R-2022で決められた協約寸法で,性能もA形とほぼ同

一である｡

B-50AフレームK-SFは,さきに発表したB-50Aフレーム2

極,3極の姉妹品で,A-50Aフレームに比べ性能はA形とほぼ同

一で寸法が約87タ左に小形化されている｡

第72国 電磁操作式ヒューズフリー遮断器B-22Aフレーム

MK-TFおよび制御ユニット押ボタンスイッチ

-49一
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第73図 ヒューズフリー遮断器新形外却操作装置
Hl形FID式

第74図 プラグイン取付け付属品の分電盤への取付け状態

4･4･8 電磁操作式ヒューズフリー遮断器

電磁石を使用した遠方操作式ヒューズフリー遮断器が完成した｡

構造は遮断器本体の上部に"ON”用およぴ"OFF”"RESET”

兼用の電磁石を取り付けたもので,補助接触器を介し押ボタンスイ

ッチで操作する｡

電磁石は,直流30秒定格で操作電源が交流の場合ほセレン整流

器を併用し,これら補助接触器,セレン整流器などは制御ユニット

としてまとめ,押ボタンスイッチとともに別置する｡

適用フレームは,B-225A,A,B-400Aフレームである｡

4･ム9 ヒューズフリー遮断器付属装置

(1)新形外部操作装置

盤面,ドア面に取り付けて,外部より遮断器を開閉する新形器

具である｡

遮断器との連動レバー,操作ハンドル,取付け板から成ったユ

ニット式で,ハンドルインタロック,ドアインタロックの取り付

けもできる｡

これはヒューズフリー遮断器全フレ

ームに適用可能である｡

(2)分電盤用ヒューズフリー遮断器

プラグイン取付け用付属品

分電盤用ヒューズフリー遮断器の電

源側端子をプラグイン式として,遮断

器の交換を容易にするとともに,電源

とブスバーとの接続を裏面で行ない,

分電盤の寸法を小形にするためのプラ

グイソ取付け用付属品である｡

取付け台はモールド成形品で,2分

岐用,4分岐用および6分肢用の3種

類あり,分岐回路数に応じ適宜選定で

きる｡

第47巻 第1号

第75図 直流操作電磁接触器(K15F-DP)

接続導体は,各種配線方式に応じた3種頸A,B,Cおよび遮

断器本体の電源側端子に取り付けるプラグDがある｡

遮断器の表面接続式のものにプラグDを取り付けるのみで,プ

ラグイン式として使用できる｡

4･4･10 直流操作電磁接触器

水平操作交流電磁接触器の完成に伴い,D形のシリーズの一環と

して,直流操作電磁接触器を開発した｡

形状は交流形と同じで,接触器は6,10F,15F,30,60,75,120,

150,250の9器種,補助電磁接触器はK-4Ⅹ2D,K-8Ⅹ2Dの2機種

である｡

4.5 制 御 器 具

4･5･1大容量切替開閉器シリーズ

洗浄槽およびメッキ槽の極性切替用に大容量切替開閉器を開発し

た｡木器にほ空気操作方式が採用され,カムにより開閉動作され

る｡主要部分は洗浄槽およびメッキ槽の電流を通電するための主接

触子とその回路を開閉するための電弧接触子より構成されている｡

本シリーズは主回路電流値DC24V5,000,10,000,12,000Aの3

巧や
鼓..

第76図 DC24V12,000A切替開閉器

晦-

第77図 DC24VlO,000A切替開閉器 第78図 DC24V5,000A切替

開閉器

-50-
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第79図IM制御用リアクトル 第80図 新形電動コントローラ(表面カバー 第81図 スリップリング無し単板クラッチ

を外した外観)

器程よりなり,それぞれ,太平洋製鋼株式会社,富士製鉄株式会社,

日産自動車株式会社に納入された｡

4.5.2 仙速度制御用リアクトル

日立造船株式会社因島工場納60/15t EOTクレーン主巻用75kW

誘導電動枚にリアクトル平衡制御方式を採用し,第79図に示す可

飽和リアクトルを製作納入した｡木器は制御性能が高く,小形でか

つトルク逓減の原田である残留リアクタンスを減少するよう十分の

検討が加えられている｡

4.5.3 小形電動コントローラ

小容量巻線形誘導電動機の自動起動用として,電動コントローラ

を小形,新形化した｡容積比で従来形の53%とし,二次短絡用

スイッチとしてモールド製の特殊カムユニットスイッチを用いて

いる｡

4.5.4 スリIソブリングなし単板クラッチ

励磁制動形電磁ブレーキ,形式MN-SDシリーズの製品化につづ

いて,これを応用した単板スリップリングなしのクラッチを完成し

た｡主要部分にブレーキの部品を共用し,スリップリングをなくす

るため特殊機構を用いてある｡

ム5.5 光電検出器

2機種を開発したが,一つはさきに熱塊用光電検出器のシリコン

トランジスタ化に成功して,熱間圧延工程の自動化に多大の進歩を

もたらしたが,今回冷間圧延分野からの要求に応じて投光器と組み

合わせた冷鋼用光電検出器をシリコントランジスタ化した｡本器は

熱塊用に比べて耐雑音性,速応性の点で回路的に改良され,構造的

にも一段と小形化,かつ完全モールド化されて,据え付け場所に対

する構造的制約を取り除いた｡現在製鉄工場における鋼材のループ

制御や自動定寸切断,製紙工場における輪転機の張力制御に用いら

れて好評を博している｡そのほか本器は各種産業の自動計数,警報

装置にも用いられるが,特に高温,高湿,振動などの過酷な周囲条

件にさらされる場合や高い信頼性を要求される場合に好適である｡

他の一つは簡便形というべきもので工作機ワーク検札 自動とびら

用に利用され,回路はすべて無接点化されている｡

4.5.る 粉体流れ検出器

本器は空気式輸送装置における,セメント粉体の流れの円滑ある

いは停滞を検出し,コンベヤの円滑な運転を助ける保護器具とし開

発されたものである｡】要点ほ定格AC250V3Aで,シールは厳重

にしてあり,流れが不規則でも適用できる｡

4.5.7 降雪自動検知器(スノーリレー)

降雪地区の雪害予防の一方法として,屋根に降る雪を検出し,ポ

ンプで井戸水を流す自動融雪装置の検出要素である｡

雪の電気抵抗を検知し,トランジスタ増幅器でリレーを動作させ

第82図 光電検出器投光器(左)と受光器(右)

fヽ

第83図 粉 体 流 れ 検 出 器

第84図 ス ノ ー リ レ ー

(左制御箱(SK-SR),右降雪検知電極(K-E))

るものであるが,検知器は増幅器,リレー,電源をもった制御箱と

組み合わせ使用される｡感度が高く,雪の一片で動作可能である｡

そのためヒータを内蔵し結氷を防いでいる｡
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