
百丘ニュース

■オーストラリヤ国マレイ第2発電所納

161,000kW立軸フランシス水車完成

日立製作所はオーストラリヤ匡1スノウイ･てウソテンズ水力推漑

開発局よりマレイ第2発電所向最火付力161,000kW,最高清美

290m,恒憶ミ数333rpnlの､‡申由フランシス水中4台を受注してい

たが,このほど第1-)J･機が完成した,ニノ 木椀は出港差フランシス水

中であるため鱒量の割りにほ機器自体小さいが矧朴こ製作されてお

り,ランナは最大径3,048mm少,13%クローム不鋳鋼の-･体鋳造,

ケーシングほ入∩子'た2,500mm(･1,桁接鋼板フランジ隅造で負荷急減

叫祭J〕水H‾三鉄管の州ノ･北几トタ1しをド〟くJための肘伯三機が設けてある｡

また,ケーシング,_上カノニーなどの水任を受ける部分の材抑こ関し

ては牛いこ安止された州】バ約l馴二ほ抑+ユした什札川オ川1されており,

これドJの柄接｢糾こ関しても蛇桁なるⅩ維検ザ亡を実施して完全に欠陥

仁ノHて亡トニとか確認さ;fしてい々1‥

なぶ,木水車は】1本か仁ノオーストラリヤ仙･こ輸出される鑓初の水

中であり,同国で肘†]されるものとしてほこれまで完成されたもの

の一‾【lでは最大出力のものである｡

毒草

図1161,0001くW立柚フランシス水中

■無線CT実用試験を開始

かねてより日ゝ､ヒ製作所でほ,送電線電流の無線測近を研究中であ

ったが,このほど試作品を完成し,11立製作所勝田工場の1541くⅤ

受電線に設置して実用試験を開始した｡

無線CTは高電圧部に取り付けられた送信器と地上の受イ言部かトニっ

構成される･｡送信部においては電流をその瞬時値に対応する周波数

に変換し,さらにUHFで変調したのちカプセルのスリットアンテ

ナを通じて地上に向けて発信する｡受信部はこれを受信復調し,周

波数を瞬時値に逆変換し,送電線の電流波形をそのまま再現するか

ら,従来のCTと同様に使用することができる｡

無線CTほ,絶縁の必要がないため高電圧になるほど経済的に有

利となり,近い将来実現する500kV送電線に適用される予定であ

る｡また小形で,出力ボルトアンペアも適宜選択でき,周波数特性

を変えることによって過渡電流成分を除去することもでき,さらに

出力端を開放しても差しつかえないほど多くの特長をもっている｡

送厨部の電源はバッテリーを内蔵し,線路電流によって浮動充電を

行なう｡

今回の実用試験は高信頼性を実際に確認し,さらに都市雑音やコ

～軍学ノ
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図2 チ無線CT実用試験中の1541くⅤ受電繰

ロナ雑音の一影響など,実用時の問題点を究明するこ上をねレニ八､とす

るものであり,所期どニト;りの成果を収めつつある_ノ
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対醜顔釈触㈱カ紙轍 日立ニュース ㈱嫌㈱魂観嫌

■ニューヨーク航路運営株式会社納

海上コンテナ完成

:イ､--ツ航路遵常緑人プリト納レ′)砧トヱ1･･■ノ▼ナ2rIn脚J■こ･一し叫ま

り卜Jl頒旦ni所iこノr八､て√ノ亡収した.

このコンテナほ,海上輸送レ〕F-?卿ヒとこん出費の節約にきわめて

経済的な役割をほたすもので,今後の港湾荷役の能率向上に大いに

亨貨だづものである｡

製作にあた.一,ては,畔量化と剛性ならびに耐水性に十分考膚を払

ってある｡

特艮としては,とびドノ部分にほ′∴バエソ糾吏用せずに雨水の拉入

に十分耐え得る構造とし,南島か韓･∴】勺溶佑が最大限に利用でき

ろ⊥うに設計Lてある..

とびら部分には,内側に差し駁を取りつければ,貨物がとびら側

へ転倒しないようにしてあり,荷役用ロープほ上部,下部のいずれ

にも取りつけることができる.-.

積載貴は6.2tで白電0.9tである〔-】

岡:i 粘トコンテナ

lノ摘臥ヒ8.5mニト･て＼外側､ト法ユ1■こ良さ2,4nり-mn-,幅2,1(m-11-¶･

高さ2,1(‾)()mmである｢

■ 日本国有鉄道納

MR87形波形主抵抗器完成

このほど日立製作所では,l]本国有鉄道中央線から帝都高速度交

通営団東西線(中野一竹橋間)に乗入れる301系電卓用として新た

に製作した自然冷却式MR87形主抵抗器を8両分完成した｡

日本国有鉄道の電車用主抵抗器は送風横付き風洞入りの強制冷却

式を原則としているが,地下鉄に乗入れたときの送風機の騒音をな

くすために自然冷却式主抵抗器の採用を決定し,このほど日立波形

抵抗器の採用となったものである｡

この波形抵抗器は回路電圧DCl,500V,連続容量240kW,箱数

14箱(1両分),重量1,500kgで,械械的接触部分がほとんどなく,ま

､隻

ヽ工

図4 MR87形虻形主抵抗鮮

た拭抗体間の絶縁に特殊耐熱がい子を使用し,マイカを使っていな

いことかF)洗浄を額易に子rなうこ.とン1､∴つ･き,保甘点検が容堵である･一

t八幡製鉄株式会社納

110t積受鋼台車完成

このほど日立製作所は,八幡製鉄株式会社八幡製造所納110t横

受鋼台車1両を完成した｡

この台車は転炉工場で台車のうえに鋳鍋を積載して,転炉か仁)出

鋼する溶鋼を転炉の憤動に合わせて台車を移動させながら受鋼し,

造塊ヤードまで運搬するために使用するものである､｡

台車わくは鋼板溶接構造で,2分割方式をとり現地でボルトbよ

び柄接親'こ〔‾長子するようにな/-Jている.′

本f一沖ほ積載荷車11い,軌問3,SりOml叫 自.垂約21t,連行速度

15m/min,走行距離約14m,如フく良さ7,100mm,子iわく幅4,700

1-1m,台わく高さ(朗フ･て上向まで)1,000mm,駆動電動機ほ15kW

xl台で,給電ほ特殊キヤナタトトケーブル巻取りむこよる遠隔操作

方式で,移動式と固定式の2個所の操作スタンドで操作ができる0

特に今回は炉体交換用台車が同じ所を克行するため,このときはク

ーーソテープ′しで台車を90度回転させ,通常走行レールに対し桓二戸】

に走行し待避できるように給電ケーーゾ′しプ=ドに考療カ■こ払川lノてい
17

Q･:J

国5 110t横受鋼台車
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■ 日本石油輸送株式会社納

標準形ガソリンタンク車完成

Iiイニ′】‾淋帖.;.'川∴.七∴什納山ニ:i5しtといノ∴′1+こ∴リンツ小′い二♂､けLし

Il､二/二年生nり叶に_ト八､でノ加kLた.

こjLはl-1本田有鉄道と鉄迫中向メーカー‾/Ⅰ二什力概一､`j:♂)ri坪化を阿

るた恥 私有貨車の標準イヒ1ミ二進めていたもので,二とのふて作第一-シプ▲と

して完成したものである.

､二J〕タンク中け子小･∴
タンク本体,小休､ト法などすべて規格を

粍一一-▲1▲･た(子′巾･).笹屋を軽一二す言)ナ一汗1七′ウ本体に耐障件高張力鋼拒

ン上様川したノ)-｢二･肘与王∴ユニ･赫寸‾ることカニでき惟拉イヒ1与二lズlることカ■∴r′

J･た.

シンク〟=1二川こ｢L.こ′い‾.･トて叫■j｢:‾1叶ラか∴lリ紳彬にJ女ご＼′),Ⅰ∴1∴し

ソ､胤;;+ノリー水川してい1てノ

ノし一寸乙.L､捌糾人墟い.とさと.`ノ:し三小レ)とさ.い-ず九=一仙レ･川

態に止し､てブレーキの性能を潮解できるl二1軌肘:しそブレーキ芯r採川し

たたが)`女全件がl瑞くな･′1たなどの特長がある.｡

川前ニi5tで=凧よ16t,中休､ト法はJ二壬さ12.62nTnlm.幅2.72nmnl,

i‾;㍉さ3,825Inmである..

r珂6 鰍竿形35t構ガソリンタンク巾

■超高層用エレベータの研究塔建設開始

このたび口立製作所では超高層用エレべ-一夕の研究用として,忙

界最高のエレベー_タ研究堵♂う建設を卜l立製作所水Ir工場付こ開輸し

た｡,

最近,世襲甚準法が政i卜され,建築物の高さ制限が緩和されたこ

とに1[り.JJ′川弔ぃニも:う11-1をこたる超高層建築カ■こ次′七に.汁内され

てい1:トIt/綿139一子卜にンヒ域しノたホテルニュー小一タニはことの窮1-り

‾･■ここあり,また塊件埋設遊子川--で42恥こ′ノヒ収ニナンL叫!註ケ関ピノしディ

ンゾt･L4t)臍建というJ)ニう､､国糾の本解約超高層ビルであるL_.ノ沖に

ぴ)ビ′しに納めるユレべ-一夕を多数受托したが,そノ)小にほわ榊司郎

高速岐の300m/l11inのものも含まれている.｡

昭和33年にl-一卜占製作所国分二卜場内へ高さ50111の第川IF聴解を唾

讃し.軒先を続けているか,一今l口け)"エレベータ第2研二究堺”主よヰJ‾

効試さ901--で,こび)何のものでは世界最高のものである_ こげ)桝

二た堺ほ今後の超高速+ニレベータ時代に対処して,矧勺はもちノ:_)ん,

砧外ド小′､)件舛寅一如)エレベータの研ノ先かr･ノニせるよ･j汁王叫されたもい

収解エレベータは′払高速エレ/く--ク3デーrとr州l‾ミュレベータ1

ナ｢J〕f‡.汁4f‾ナで.とくに超品速エレベータほ5nOm/111in綿のもの

ま▲‾√r湖イ㌣･■コきるようにな--ている堵の構造は鉄骨カーテンウオー

ノL方よ〟)柔隅造で,咄家れ執こ対L一非常に高さが鳥1,耐鮨藤懸,

風上欄ミ蝮などれ‾ヂかLい問題があるか十分検ふ+せ加えで階動こ段丘l

された.ゝ′外観は航乍障害標識としてオレンジ色と白色とに韓りわけ

られ,その成矧よ広く内外に誘示することができる｡

繊7 威督を誇る超高層用且レベータ研究堵ト

(発礁予想園)

叩109叫
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寸箪観脚琶魂観鮒僻冒轍 日立ニュース 魂観効能魂観湧熱演親族紙

甘ハイトロホイスト

ブルーリボン賞を受賞

l■了1'.′二の‥勧化ノ､イドロノートイニヘトによる‾f収の水力輸送++判は業界

の?L=)5ご1ミふ′)ているが,こ〔,1たびIl､■′湖作桝と石炭技術研究所の連

名で,アメリカ充子-+■▼の肌l収術附七lワールドてイニング_;の二L桝

する国際鉱山機械コンクー′しのナノし-】りミン質入賞の〕二て､‡に抒iし

た｡

木′掛よ‡し‡二界6桝田7人の依城井(7メ1リノ2人,l几=∴イツ1人,

-フランス1ん イグリーー1人,フィりピン1人,スウェーデン1人)

により解ナたされ,恥仙1ingj二二土子･書こfこ州か/)あった抜肘矧㌔i■lを山川1二非

に糾介し,7辻ノ㌔三たせろたが)舟:諺されろもrr‾ごこあるしJなお,本年度の

文賞亡よ乍‡_l川-･′二､6什あり,諾っ二′1‾小紬､〔ル)人音は′汁-し1ミはし-ム7)てであ

Q.ノ

これな実機に山lノ+外に_i-Jけるハイドロニトイストのり恰蛸加が期待

されているっ

このハイドロホイストは口立製作所が世界の先端にたって開発を

進めた固形物の高揚程水力輸送装置で,石炭や土砂などを水と一緒

にして,パイプー本で輸送するもので,日立独自の主管圧送式を基

本に,濃度のl二1動糊御矧∈壬,17ソてソコントロー′り判操作盤などを

†糾=/,水1印ド淵トニ1()kllュ,耐1二主肘掛l?1,OnOmの水ノブ輸送を実現

■北海道電力株式会社納全国体電子化

160,400M二e帯多重無線電話装置完成

このほど日立製作所では,北海道電力株式会社に160Mcおよび

400Mc帯多重無線電話装置を各1対向完成し,納入した｡

本装置は,北海道電力株式会社の函館～江差間の通信回線を強化

するために設置され,言L朋(l_11でビデオ中継を行ない,函館～清水山

間は400丸1c祁,う･■捌く1_Ⅰ_卜江差閃は160Mc滞を使用し容量6チャソ

ネル実装3チャン｢トレれ亡び書j‾で丁回線1同線の多市子酎紳l線を隅成

している;=)

今郎札ノ､した-ト各棟掛よSEFlO61M形160九4c帯加鵬泉送受†言装

耶27こr,SEF O51M形400Mc耕無紋送受イri装置2千丁,M′r-6形

搬ユ竺端局装置2frで無線i竺受r.て装置,搬送輔りこ)装i琵ともi‾榊ミ素了や

今回休電子化することによりf∴煩度の向⊥二を図っているL⊃

無紡り玉受信装F酌ま16仙4c批400Mc持ともに,主要部分ほプラ

グrン方式く･･こより実装されており,P六i周波部分を除き同一1ri戸lを使用

しJt∴鳩什をもたせ,保′､■j‾二逆仙7)触をはかっている_.架高ほ1350nlm

とし,現在は現棚幾のみ-+三装されているが〕､子来必要の際にほ子肺械

なイ､川【1てきるようスペースか確促されている｡送信出力はSEF-051

M形ほ5W,SEF-1061M形ほ10Wであるこ】

搬送端局装置も無線送受†言矧筐と同じくプラグイン実装方式を採

用し,高さ1350mmの架に収零さJtている｡

本矧i竿の設計｡製作にあたっては手首モi費電力の舵楓 装置の′ト形

■ 日本ペイント株式会社に

BITAC3010電子計算機納入

このたび日立製作所は,円本ペイン′卜株式会社本社にtII′Ⅰ､AC

3nlO電十計算機を納人した.〕l‾りくべイント株式会社は従来大阪本

囲8 ハイドロホイスト坑内設置状況

したものである｡

三井鉱IL順式会F【二砂川鉱業所坑内に設置したハイドロホイストは

昨年11月引渡し後,連日好召矧･こ運転をつづけ,本fF6月までに総輸

送量10カtプさ他の実績をあげている｡

…

妻
き

j

守
事

重言 i
妻号 も▲々-

l米Ⅰ9 ]二旧作こ冠丁･化160,⊥川nⅣIc･r拝冬南無粍磁訪装匠

化 仙㌣､1:の簡坊,†.‡抑件の向_｢二などに何志し,=｢綿141年6月設程

されて以来良好に運転中であるこ､

什.と加工-こ女什にPCS(パンチカードシステム)を1セットずつ設訂

して講業務の傲附ヒを川--Jてきたれ このたびHITAC3010に置き

換えることになった1.

対象業務は主として原価管理を中心に駁売管理,購買管理である

が,近く労務管凰 生産管理なども機械化する模様である｡

-1.10-
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≠鵡メ赦触夕納諌触轍 日立ニュース 触嫡もカ触湧鉄塊紙力紙

システムは紙テープをベースとしでl=ごり､本紙に小火処離掛賢ホご

J亡指し,如くニ土手hこは-･5-‾･7ウ′｢ンJl-Jとし_-て万能人山ノJ与縄右丁571肋壬

∴L付け,データシ:を丁紙テープで木什に郎左して処即することにLてい

1J/ノ ぃて1ミナ､-一仙_こ一;宝ノノ臼∴三∴母心:し_てい1ニ

に･トーJlイこ√‾-､‾｢ント件Jし三:仙二沖1さ1ノーーノノー･-ノ(f3什√ノ)小二･州J

∴一心J'･.川二機÷ヰ;り､したと二/′′)てふり/梢叫〔抑三ノノ■二J(いに仰､1ミさ九

-いイブ こ〃‾)たJ湖人Lた】-IlrI､ノ1Cニi(11りけい肘.しこ+∴.i‾川二隙.として行

ノ川iかLLノー肘;～′に爪■･卜1_･いた′･･7‾上さ-+_1抑こぃニーて､∴リ70でrJこノ柳川--.･ニある._.

･一■-一`▼‾-し→-一一--‾‾--･一一一一一-･､一乍--一 一-＼J■h･･一･･･-･､一lノ寸＼一L一一-w----■■-一1N_一N

題Ⅹ線管新製品2機種完成

‥エ･土■ルー′二川′川Il=∴Ⅹ京州･抑弘1--.とLて,■･.ごj･,に=二L､ソ･トーノ

ト‾H71)二i8と/くりりウム怨むヰ)/二り二J:川Ⅹ示糾てニSl()--1()り5バiヒリ1

2【-†l■1柿て'iごノノ亡蚊Lた..

[17()こi8ほ∴I･主1心ノ)わ/川■阜l叱L弧汁l二斥加工1主-■付)石川‖.榔吉和〕【■-

州雅兄〃‾)J卵如川Ⅹホらミ矧【■'■工に′i郎‾七5ように川伐さ+したル左=三ソニ一郎うニレー)

仲小】転捌･りiX拙甘でぁる- と1二に二椒 としノてこ小判ノ+,村外
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■西ドイツ･マックスブランク研究所よリ

65万ボルト超高圧電子顕微鏡を受注

附亡製作所でほこのたび,西ドイツ最大の規模を有する世界的に

有名なマックスブランク研究所より,商用形65万ボルト超高圧電子

墟徽鏡を受注した｡

日立製作所ではすでに1954年に300kV電子顛徴鏡,1965年には

500kV電子顕微鏡をン三成させている｡これらの性能的にも操作的

にも実用形にまとめあげることができた超高圧化の技術の実績に,

さらに性能の俊秀性も認められて今回の受任となったものである0

払高圧竜一f墳倣鏡は透過能が人きいノ∴く,また観察体の電子線朋･=こ

よる損傷力職･域されるノ∴くなどに利点があり,特に厚い金属の研究･

拉i分子の研究などに有利な武治諒となっている○

本装置のおもな仕様は,コッククロフト方式で出力電比65()1くⅤ

の高圧電源で,10Aより大きい分解能を有し,最大倍率は650kV

において100,000倍である｡

今回の受注に成功したことは,改めて日立製作所の電子顕微鏡技

術が世界最高水準をいくことを実証したわけであり,今後超高圧電

子顕傲鋭輸出促進の契機となるものと期待される0

･‥…編集後記‥‥‥

従来の制御装置の製=ノド実績を検討してみると,計数器の止凋範囲

が比較的郎､ことがわかる｡またトランジスタ論理要素が多塩生座

されている現在,無接点制御素子とLて論理要素よりもむしろ,そ

九らの糾合せ一句路の油膜凹路化が重要である○

これらの状況に鑑み,H立製作所日立研究所でほ,il旨膜回路によ

る計数器を試作し,研究を続けている｡

【･薄膜回路による計数器+でほ,この試作掛こ関する貴重な実験結

果を報告している｡
◎

最近の各種プラン川壮縮磯においては,連続運転期間の延長,

メンテナソスコストの低減+二,これに使用される弁の長寿命化に対

する要求は強い｡

｢圧縮機用弁はねの運動と疲れ試験+では,往復式圧縮枚の自動弁

のほねの耐久性向上を目的として行なった作動rllの弁ばねの運動測

定,模型ばねの動的応力ならびにサージソグ実験,種々の材質のは

ねの高速度疲ウ}試験機による訪韓塙㌧果などについて紬告している0

◎

｢超大容量OP=-B形生気遮剛詩のl渦尭-jでほ,二のたび日立製作

榔こおいて閃光された超大容逼迫斬器について詳細を報告してい
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乱-+▼指+■心=.充子‾州こ･･ニーt∫1r･い-カ､二い､たしま‾j‾0
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図15 65万ボルト超高圧電子頗徴税

る｡本器ほ,300lくⅤ以1二の高電臥人容量系統用のもので･300kV･
4,000A,25,000MVAおよび525kV,4,000A･35,000MVAという

超大形の画期的製rl11である｡

電力系統の増大に伴い,これに使用する遮断器もますます高電凪

大宮手量のものが要求されつつあるだけに,本論文ほ貴重な参考文献

となろう｡
◎

｢シリコン制御盤流掛己用特架+として本誌Vol･46,No･3に掲載

して以米今日まで,すでに3年に及ぶ年月が経過した0この掛こお

けるシリコン制御整流器の分野における技術進歩にほ照異的なもの

がある｡

本号の特集は,この日賀しい技術進歩に焦点をあて,｢‾最近の電力

用サイリスタ_弓r‾‾サイリスタ装置の信頼性と保護協軋け旺延設備に

ぉけるサイリスタ応用+｢日立軽工業用サイリスタとその応用+な

ど7編の論文を収録してi‾サイリスタ特集+を掲載した0

この分野における最新技術の仝ばうを紳介した托Rすべき論文鞋

である｡
◎

巻頭塙ノ飾る一一{衣--･言にほ,東方りく学教授山出巾二平氏より｢‾実用時

代に入ったサイリスタ+と題する玉稿をいただいた0海外渡航を臼

-1いこ,きわめてご繁忙のお～)掛こ本誌のために稿を草されたことに
･メ､=ノ,探甚なる謝意を表する｡
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