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■jlt崎製織株式会社納5,000kW同期

電動機用SCR式自動力率調整装置完成

このほ土'r]._ヒ.･二■製作所では.】】=崎製洗練式会社納80′′コンビネー,ン

≡二/圧延機5,000kW同期電動機用SCR勒磁装置およびトランシニく

古自動サ率調整装置を完成したニ

ニの装f凱よ回転励磁機および自動カネ調整装置を半増体静山二化す

三,二･とにユり,磁気増幅器式に比べ′+､形軽量なものとなり,‾ルヰそ調

整範純なIエ･二することができ.またト妃二答速度が飛躍的に上昇する

(丁で,電動機運転の`女ノjと度をいっそう向上させることができる二.

トランジスタ化力率検亡il担+路は:･ランジスタスイッチ回臥･こよ

`1･基準電軒位相に対する電流遅れ位相に比例したパルスを得る新

しい構想のもので,この/くルスで日動パ′しス移相恒】路のトランジス

仁一ノ【ロン回路抵抗値を変え,SCR点弧位相を変化させて勒磁電圧

与ノ調解する｡この装置にユりすフセットは±2度におさめることが

できる｡また,容積,据付面積とも,従来の磁･㌔も増幅器式の約1･3

にす-5ことができた_ノ

なこをゴ,SCR物磁装F凱よすでJ二10＼50kWのものを標準化し,大審

鼓同期電動機用励磁装置とLて広･こ活用する態勢を整えているこ_. 図15,〔収)1くW卜づ脚描動憐用SCRl〕動プJヰ調繁装置

l京阪電鉄株式会社納

3,000kW600Vシリコン整流器完成

二のほと､目1二′二製作所では∴電鉄哨として京阪電鉄株式会社天満橋

賓富市に3,000kW600Vシリコン整流器を完軋 納入Lた.∴.

近東 電鉄方面におぃては都市近郊の通勤輸送+Jの増威が実施さ

う‾+で寸川,これに伴い変電所増量が急速に実現さjtつつあるニ ニjし

上土もに単器容量もLたぃしこ太一桝ヒさjt記録品が生まれてきた二.

‾車こ器は6〔)0V電鉄用シ‥ブコン弓削充器の容屋としてほわが国J泣大しり

も√てつて5仰OA連続,15,000Al分即〕過負荷耐量を有しており,通

勤ラノ‾ノユ時に･㌢ゴける輸送力強化に大いに期待がもたれている｡こ

仁′種プこ容量器ほすでに,4､00〔,kWl.500Vシリコン掛売器として数

台を日本国有鉄道に納入しているが,木器ほニjtらの製作実績.とシ

トコン整流素ナの高信煩度のもとに築き_Lけられたものである._.

'一本器の特長とするところこま,高耐圧シリコン整流素子(HO3DA形J

な博司Lたことである二本素子はわが執よもちろん世界長高級の高

耐圧のもので,逆耐電圧3,000V∴過渡逆耐電圧3,300Vで,従来

任用さ･れていた逆耐圧1,300Vのものに比較して使用素子数が半減

し･‾Lノたがって冷却機器をはじめキユーピクノし据付面積,重量とも

約半分に低減された｡また一方素子数の減少によるキユーピクノン発

生損失も約60%に減少された｡.

ニjtらの特長は保守､点検をますます容跡･こかつ少なくすること

によって,

首

壷

L望!2 3()0〔〉klV600Vシ:ノニン雪襲流器

察流素子の信掛如)向上とともに無人変電所としてすぐ

れた効果をもたらし,さらに小形,軽量,低騒音なので市街地など

敷地面積の少ない,人家の近い変電所にも好適である.っ
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■集中管三哩用小形電子式計器完成

このほど日立製作所でほ,小形,縦形の一連の新形電+'ぅ毛計器を,

プラントー式とともに丸善石油化学株式全社(千葉県五井町)に納

入した｡

その主体である,ⅤⅠ81-E形PID調節計ほ,温度,旺九 流量な

どのプロセス変数であるDCO､16(4､20)mAの統一信号を受けて

PID調節を行なうもので,指示設定機構溺,PID演算増幅部,サー

ボ増幅乱 警報許などのユニットから構成されているこ 計器表面中

央にほ緑線の設定指標があり,制御が良好で偏差がないときには,

赤色の指針は緑色の設定指標にかくれて見えず,制御点からほずれ

て偏差が発生したときに赤色の指針が緑色の設定指標の上あるいほ

下に振れて見える構造となっている｡このような計器を左右密着し

て計器盤に配置することによi),数多くの制御状態が一目で監視で

き,計器盤の面積も節約できる｡また,計算俵制御,あるいはカス

ケード制御の場合,外部設定可能なように,サーボ槻構が内蔵でき

る｡回路は周囲温度に対して安定なSiトランジスタを用い,PID演

算部の高い出力インピーダンスと増幅器入力との整合のため,Siト

ランジスタチョッパを使用している｡負荷抵抗0～1,00On,設定精

度±0.5%で,電源は､電源箱からDC18Vの安定化電源を供給す

るものである｡このほか.ETR-22形温度伝送器,VC-22R形開閉

図3 VI引一E形PID調節計

演算器,Ⅹ-EVS-302形電源箱は,計器盤の裏などに設置するように,

空間を最も有効に使えるラック取付形構造になっているこ.この構造

のものは設置,配線,運転にはいった後の保守などすべて前面の一

方向からできることが特長である二.

■ インドⅠ.D.C.0.納

550PS45tディーゼル機関車完成

日立製作所でほこのほど.インド･てダヤプラデシ州のヒンダスタ

ン製鉄所納HRA-45C形液体式ティーゼ′し検閲車2両を完或した∧

同社へほ,昭和詣年に2両納入の実績があり,その好調な俵田実

績をかわれて追加発注されたものである｡

本機関車は,形式がロッド駆動式セミセンターキャブ形,軌間が

1,676mm,運転整備重量が45t,ディーゼル機関ほHITACHト

M･A･N R6V18/21mA550PS/1,500rpm,液体変速機はニイオ

タDB138である｡

この種C軸ロッド駆動式で,インドへの納入実績ほ,上記のヒン

ダスタソ製鉄所へ2両のほか,アマールカソ_タック,ハ′しド7ガン

ジ両火力発電所へ各1両納めている｡

これらは,いずれも1エンジン積載方式によるもので,従来の2

エンジン積載に比較して,保守点検が簡易になり,部品費が節減さ

れるとともに車体長さを短くすることができるので,運転室からの

董
撃夢

図4 HRA-45C形デイーセ‾′ン棟関車

見通しが良くなるなどの利点がある.｡

放熱装置は,日立製静油圧フアン駆動方式を採用してあるので,

冷却水の温度を常に適温に保つことができると同時に,

に消費する動力が節減できるr･

lインドⅠ.D.C.0.納

180PS22t液体式ディーゼル機関車完成

インドのIndustrialDevelopment Corporation of Orissa,Ltd

納の目立HRA-22B形180PS22t披体式ディーゼ′ン検閲車2両

がこのほど完成した｡

この検閲車は,国内向20～25t級ディーゼル機関車の豊富な製

作経験をもとにして設計,製作したもので,入換用枚関車として堅

ろうで使いやすい構造としてある｡

主機に日立製のV3V14/14形枚閑および新潟DB-100形液体変

速機を積載してあり,検閲保護のため,税関冷却水温上昇および潤

滑油圧低下の場合,警報を発する保護装置をつけてある○

フアン駆動

図5180PS22t液体式ディーゼル検閲車

レールゲージは広軌(1,676mm)最大速度ほ25.2km/hである｡

】 102-
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■ 日本鋼管株式会社鶴見製鉄所納

25t積高炉津鍋台車完成

日＼‡製作所ではこのたび,日本鋼管株式会社鶴見製鉄所納の25t

積高炉津鍋台車1両を完成した｡

本台車は,さきの7両の納入実績により特命受注したものて,高炉

からの溶接を受け処理場へ運搬する台車である｡鍋の傾倒ほ既納車

との互換性を考慮してウォーム固定傾倒式とし.台車_Lにおいて鍋

を左右105度まで傾倒できるよう電動および手動式歯車伝達装置が

設けられている｡また,車体台わく,台車わく,鍋受わくなどにほ

全部鋼板溶接構造を採用し完成重量も軽減しており,自重27.6t,積

載重量は溶津25t,鋼18tの2軸ボギー台車である｡最高運転速

度は25km/hで,ネジ式ブレーキ(什台車)を備えている｡

担】6 25t積高炉撞鍋子i車

t ビルマ国鉄納砂糖キビ運搬車完成

このほど日J二仁製作所でほ,ビルマ国鉄納の砂糖キビ運搬車50日王･iを

完成した｡

この車両ほ,車体寸法が(長さ×幅×高さ)12,324×2,550■ぺ3.048

mm,自重12.5t,荷車30t,軌間1,000mnlで,砂糖キビ積載に

適するように,車体の側構上部ほ柱のみとし,杭ムおろし･の便宜な

図ってある(｡

側には,掃除用として什側に2偶の′トさな7フナ‾:ノ戸を設け,人〔乃

出入りもできる便利な構造になっている.｡

台わくは溶接構造で,昭和29年ビルマ国鉄へ納入したチンノ∴一ワ

ゴン(木材運搬車)とほぼ同じ構造であり,車体ほ溶接とりベットの

組合せ構造としてある｡

車体の色ほ,ビ′Lマ国鉄の指定に基づき,レッドオキサイド(赤茶

色)塗装とし,台わくは黒色塗装としてある｡

台申は,貨車用として定評のある日立C-1台車を採別してある｡

この台車ほ,激しい振動も緩和することができ,車体およびレー

ルの損傷をふせぐことができる｡

囲7 砂糖 キ ビ 運搬車

C-1台車には 柔らかいコイ′レバネを汗1いてあり,さらに適当な

スナソバ(摩擦丁)を併用してあるので､積荷の破損や.貨車の脱線

などを著しく減少することができる｡

■ 日立運輸株式会社納

9.5t積アルミ深ボデートラック完成

このほど日立製作所は,日立運輸株式会社納9.5t桔ア′しミ深ボ

デートラックを完成した｡

シャーシほキャブオーバ形とし,ホイルベースおよぴオーノミハン

グを延長するなどの改造を加えて,長尺物輸送に適するように製作

したものである亡′主要諸元は最大積載量9,500kg,全長11,630mm,

幅2,490mm,高さ2,800mm,荷台内法寸法ほ長さ9,140mm,

幅2,300mm,高さ1,300mmである｡

部材は耐食アルミ合金を使用し,リベット結合およびポ′しト締め

とし,特に軽量化には設計製作上考慮をほらっている｡

なお引続き6t積も製作中である｡

一103-

図8 9.5t積アルミ探ボデートラック
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■東京大学工学部納

仝径間吊橋模型実験用低速風洞完成

この風洞ほ,長大吊橋,高層建築,堵などのように夙による圧力

の影禦が設計に重要な要困をおよぼすような構造物の模型を便開し

て力学的な性質を実験的に解明するために用いるもので,この種の

風洞としてほわが国唯一のものであり,本風洞の完成によって.こ

れから計画さjtるであろう本州一四国間,関門海峡などの長大吊橋

の設計に多大の員献をするものと学界,土木建築業界から注目さ.れ

ている｡

.･剛司本体は鉄筋コンクリート半地‾F構造で,地下にほ口径3m√)
軸流送風機(′オイルモータ駆動)4台が並列して設けられている二

送風機から吐出さノ手tた吼は,第1のコーナべ-ンによって上向90

変のプルJ転換をテ‾+二ない,さらに第2のコーナべ-ンにより水平方向

に向きろ∴変え,2枚のタブンンススクリーンにより整流したのち,

コントラクションコーンにより絞られて増速,整流され所要の風速

となって2階の吹出口〔高さ1.9mx幅16.Om)より測定部空間に吹

出さjt,模型実験に供さjtる｡また測定部を通過した凰ほ第3のコ

ーナベーンによって90度下向こ方向を変え送風棟に吹込まれるよ

うになっている｡

図9 全怪問吊橋模型実験用低速吼洞

送風機の駆動脚京動機ほ75kWオイ′L-モータを使用しており,風

速はト17n-′/s吋了=ヨで連緯的に任意の速度に設7Eすることができ,

きらに吹出rlからJつ軋£.吹出口に設けられたデフンクタにより上

‾卜方向に10賛す/二項続恥こ吹出方向を変えることもできるように

なっている､｡

……編集後記……

SCRを用いた交流発電機の自動電圧調整装置は,制御入力が小さ

くてすみ,すべて半導体素子で構成されているので,小形軽量,安

価であり,また制御利得が大きく負荷による電圧変動が小さく電圧

変動過渡時の界磁応答がきわめて速いなど,多くのすく､･れた特性を

もっている｡ニの装置は,ビルディング,ポンプ所などの非常電源,

自家用発電設備用,特殊開披数電源など広い範囲の用途に,すでこ

数十台納入さ′h,好調に運転さ九ているこ

SCRを開いた交流発電枚の自助装置_でこま.本装置の概要を報

告している｡･広範囲な用途にますます進展の期待さ.jlる装置であり

真電な文献資料となろう

◎

蒐査型電子顕微鏡は,竜一f▲線の透過しなトよ･=′な厚い資料を観察

する場合,通過型電子霹緻抗力ニンブ1.jカ法などにより間掛何に観察

するのに対L,電子線照射によって試料表面から放出さ一jtる二次電

子を検出して,試料を軒亡接観察できるノ烹に大きな特長かあり,試料

素面の凹凸.構成元素に対打した像が観察できるこ また資料のラミ面

電位の動的変化を観察することも可能である｡

走査型電子顕微鏡による半導体素子の観察一てほ,ニの顕微鏡に

三る,半導体素了･の観察結果を紹介し解説している学術的にも貴重

な論文である.二.

東北大学納広範囲磁気如己凝十分析臥で:ま,二のたび日立製

作所が東北大学こ納入した広範囲磁気粒子分析器について,その概

要を報告して■､､る= 本器には画期的な新技術を随所に生かしている

カニ,掛こ非対称性電磁石の磁界均一度調撃法,斯い､タイ70のプレ

ーいトノンダニよる粒r▲検出方式,トランノア､タ式窟電流励磁電源な

と､がその進歩の靡著七ものであるし〕

◎

最近におけるニンフ1､ロニクスの目覚しい発熟ま,棚引こ半導体

磁軋 プラ1与･ノ7材料など各種電気機器材料の飛躍的進歩を促L

てい･る 換言十ラし･三･ニー才‾しら電気機器材料の進一歩_とし､う基礎のもと

･･-エし
フ

L､こニフ7､の進展かあるともいえよ･:′_

本号の清覧こニ ‾印刷壬り】路用鏑張積層板(MCIノ)の熱劣化および熱

問特性-‾‾日土′爺共用粉末樹脂の特性+｢焼結形タンクノ咽体電解コ

ニテン十-‾電子計許鰍喝フェライト記憶素子ならびこその応用_Jな

上6編仁､論‾文を収針一.一電気緻器材料特集_:を掲載した

◎

昏膵を飾る一■衣･一言爛ここよ.口本電信電話公社電気通信研究所

部品材料軒一定託長･自校農大郎博士より ‾軌朋オ料工学の提唱+と

控する玉稿をい‾⊥二ニュ上トナニニご繁忙のところ,寸暇をさいて稿を草さ

さ‾Lチエニとに‾対て∴軍甚‾ゝろ謝意を去する_
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