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}電源開発株式会社長野発電所納

ポンプ水車用ドラフトチューブライナ完成

二のたび口､-′二製作所では電源胤ブ己株ノ〔会社J主杜絶ノ卜占巾納113,〔州)

1くWポンプ水りi椚吸肝昌:ライナ2子†分が先攻した

本発電凧よ福川ニリ.㌔大野｢干仰如ガ約30kmの九頭竜川卜瓜二抑J辻

さ′′卜.上≧即ダムん呂三郎トニ地卜式として設i琵される拗水先屯所であ

r),以f】三運転中の電此間光線式三さ什池原発電所110,OnOkW7!ミンフ

水中ニをLグ)rて''大終誌傑である_

卜二■■■那H二艮野タ㌧､によって貯えら′才Lた長野貯水池,卜部は1.ミモク､ム∴

よ√-て貯えられた窯宅調軽池との間て揚水.一日よび発電む子‾fなうーもし7うー二て､

克之ブ∴｢二･わ;秒14･7.4tの水7ト池場する-

lズ11113,000kWホンノ水tj川J

トラフトチューブライナ

■中部電力株式会社三河変電所納

345MVA負荷時タップ切換超高圧

変圧器完成

｢1､ンニ製作所では,中部電力株式会什二州変√在所軌

300/■300/90MWA,300､250/154/331(V f一捕f時タップ切

換変口_ミ器をノノ吉成し,このほど現地iこ納入Lた〈.

本変圧当別よ,さきに日寸7二製作所が納人した小抑Eノブ株

式会社西名古屋変電所納345MVA伽即キクッナ切換変

肝器の姉妹品であり,目立独白で開発L-たLR-2K形抵

抗式負荷時タップ切換装置を本射･こ内蔵していることな

ど人〔本的な内容ほほとんど同じであるこ

たた,中部電力株式会社西名古屋変電所納のものは既

納器との並列運転のためインピーダンスを一致させた設

計であったれ 今回ほ標準インピーダンスを指定された

ものである｡

坪12 345MVA負荷昨夕ップ切換超高旺変日二器ト
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■高速度,最大容量サイリスクを開発

Fl､二仁製作所ではC川2V形イン/∴一夕汀】サイリア､タを完成し
二

Ll〕ほど韻産を開始した∴.

二♂)叶イリスタほ250A,1,20〔)Ⅴて,クーーン十フグイムのラ山 川

壇】立未了･として(エわカニ同展ノヾ出力守羊毒:rノ〕もの〆二'ある′･

/㌻まで,指令から作動ま-‾:･抗川判子批‾､速い高速度素子とLてl-け一峯漣

仲和湖作していたものほ10A,16A,50A,100A,150Aのほか巌

∵細川iレり250A,6nOVのCJOlV似1'こあ/-)たカ＼こんどほ,大電流素

j′一て七かも,これの2倍の耐圧を才ト〕た250A,1,200Vフラン王_ミまれた

高速度素了･の高耐圧技術ほ,非淋二むずかしいものとされている

ノノl,E‾Iた製作所グ〕告富な経験と実績からこんど開発に成功したもの

で,総合郡ほ特殊構造により,スイッチノブ特性カl苦しく･攻‾三毛…され,

射′F亡三先壁な凪肝呂甥のもとに入念にテiなわれて一半ゴり,特件ほ均一-･

ノニきj)が)てで.て頼度の崩し､素J∵二ある

この素子ほ,インノニータ,チ三さソバ,超凱疫発振器,終極■馴ヨfノヒ

喜可純などにイ如っれる′.-ノ

■ 日本国有鉄道納レサ10000形冷蔵車完成

irは製作所一てフはこのほど,】†木田有鉄道の貨物輸送高速化計凧ニ

ニろ新形式の鮮魚淋令蔵中64両をノノ亡収しじ_.

二れにより尼近世問の関心事てあるコールドチェーン机劫の発族

∴ノこいにJ細けるものと朋待さjtる.-..

二の台車は高速貸中用としで乍災ノミネ糾吏和し,運転速脚･-j†速

1()Okmに耐える鵬造で,貨物宅ほ1去12t積みのもの2雀とし,

結ヰ三の周閃はガラスウール製の保冷材で覆いそのうえに外部鋼休む

うゝノミニせたものであるし内,外部鋼体とも耐侯件抗張力銅板を†か召し,

とびらは従来の木笹珪を抹冷層を栴えた車両用強化プラスチック掛こ

した.′′.冷蔵用には氷をやめて,ドライアイスを使用するので,卜部

のうk七三はなく,貨物室上部にドライ7イス用の棚を設けてあるノ

ili体寸法は,長さ,幅,高さ力こそれぞれ13,70(),2,777,3,6781111Ⅵで

荷車ほ24t什在は24t容積ほ57m3てある㌧･

■岡山城に速度60m/minの

油圧式乗用エレベータ納入

このほどl‾は製作所ほ,わカゝ国初の速度60m/minグ)油圧式乗用

エレベータを岡山城に納入した｡

本エレベータは,旧岡山城跡に建‾i二こされた新岡山城に納人される

もので,11月3H文化の日から運転にほいった｡このエレベータの

ぶもな仕様ほ,積載量650kg(10人乗)速度60m/min,運転方式

シグナルコレクチブコソトロール(運転手付自動併用),停止個所5

(地‾卜1階,地上4階),昇降行程13,200mm,観光用として使用さ

れる｡このうち速度,昇降行矧ま油圧エレベータとしてわが国最古ぉ

の記録仕様である｡

最近,油圧エレベータはエレベータとしての建築との取合の特質

が高く評価さjlてきている｡本件においても,建築の意匠,構造か

ら,昇降路頂部に機械室がとれないため,油圧エレベータを採月=ノ

たもので,油圧エレベータの特質が大いに発揮された一例といえる｡

朗5 日立伽亡エレベータが活躍を始めた新岡山城ト

図3 CJ()2V サイリスタ
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レムフ10000形11何も`ノ三成した(二.

サ=イl;f貞単位で20t､25tクラスのもの｡

ム=15t～16tクラスの荷車のもの_､

フ=7i二亡ノ掌中つきのものである｡
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さとニJに榊Ill城に･糾人したもJ‾)は,HF-Jけ川口推式)と称L,シリン ダ

ピットを塊!らな･てて済む胤昌であり,埴築費の伏減に役た一1ているて

本洲iミュレベータ叫]三能として,制御バルブは,｢二il‡製作所て･開発

ー
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Lた二納L‾iミニLしベーケ中1rjのノカニかL方式JうH形/ミ′′ンブを使用して

.iゴり,さ仁ノに観光=レ〕たよ7〕他州J､､ん度カ二心し､二とキユ′･丑!し,加温冷
却装吊ろ二､糸山左丁㌻J､など,机設計力滞簸り.iムま′～している.

■エスカレータ生産 通算1,000台を達成

†】､'_/二1処附部(.L,エレベータ,エスカレータノ〕分即でもわか国のト

ソゾメーカーとして業界をリードしてきたが,本件9J‾卜二･,わが国〉:一

納めてエスカレータの通貨七踵壬丁数1.000frTを達成した.-.(戦前のこじ

虎業績ほ10子rでり月和i6年に阪神梅l｢順モに納入したのを良後に懲L;･む

禁1卜となり､10年二近い′′#L+朋を経た)附和25年銀在校坂伝ミに略綬

生産の第1号機を納人した.こノ その後山姥はしだいにのぼり調子とな

り,昭和38叶秋には,通産500子㌻を突破,さらにそれから譲っずか

3竹丘r)すて1,()0()f‾=二到達したものてあるこフ ニの間,技術的に

も,良j上の進歩をとげ､近代建築にてヅチした優美な令透明形(向

Ilゎ▲】名:クリスクレーーク),1十｢のモータ▼:､卜‾F■並列のエスーカレー一夕ノ.を

動かす挺列連動式ノーつカト同糾の規格形エスカレーク(ニスカレーン)な

とせ開発してきた.=.

また,ll〃和34イト,汀の.仁さjの卜から旧!二ま‾･二せ紙∴三二ため,隅｢与ノー占1二illl

±いう.言L矧一打†4ナ｢キ′納ノしするとともに,竹村38勺二,池袋の仲武デノ､

一卜にほ地卜1脚と地卜3附と7主･l叫安つな√二挺大形も椚♂〕ている-,

､二うした技術ゾ)悔秀件力;認めらjt)僻和39勺15月に凸ドで､ソJ)

B&H宇hニュス‾ノJレークの技術供一仁を子J‾‾ない,汁f‾llを=q三ム7〕た.‥.二し′つ

Lまか輪仙fli‾‾こ-ほ.7ノリ‾力･ロス7ンゼノL=八に次いで,内トrソ祈

1のナ‥フフ√11フデノ∴一t,†ンドネシアのサリーナデパートにそ八

ぞれ透明形ニスカンークを納入したのをはLlくヾ),メキシコ,ソィ:ノ

ノビ/′,オーーストラり7,一和笹,タイl卦など叩二界別事=こ納人し,わ

ノ川瓦卜一叫糾ト1づミあ空手をき･すいている､..

野

llくJ6 1l‾i?二適仰】形エス+ノン一夕

･ウリ‾ノ十ソナハー:､納)

(i叫卜 で

現礼卜1.■′二■財乍所心=二城に_㌻ゴ汁る二1三権ベースほJl､卜均25台と好

調‾で,数叶のうちに旭踵2,0り()十｢をノ料推すること二川明待されているっ

■ 日立電解精密成形研削盤

rGHL-100SP-E6形)開発

従丸 機帆′l勺総形収形研削,あるいは光子的形収研削によ---,て加l

工されていた′+＼形粁密凱■まl】lは,高精度を要するためかなりのささ′!～疎む

必要とし,そのため能ヰi仙な加+二が閃難とさJtていた′.

本楼はこれr+の問題を解決するも〃〕て′i仁術rユこ右ご妃､川した糾擬･帥レー〕

研削盤として,超似合金,高速度;醐などJ)■肘掛封寸抑ヒ[Jびiこ難敵

感材抑･て亡と〟‾)研削にぎわめて能率を発作する二

L望17 GHI､一-100SP E6形

R立電解精滞城形研F上iり億

本撒の′【訓郎毘流はDC12V,600Amp∴丁,テープ′Lの人きさ250

､く100mm,j､竺【)速岐(コニ0.25＼125mnl/′minL7)無段階,砥石回転数

こよ1,500＼30､0〔)Orplュュ〝〕能プJl‡,もー′､ている=.

加_1二法はます成形恨純にユー｢で竜極了i上汁Jを.似けし,これi･こ適量の

電解液を†)lこ給し/‾J/二).テープ､ノL卜に固ンとL′た加_1ニハ■-】を送り込丸1工

掛こゾ亡丁させるもので,わ､〔来の機械研削に/こF〕べ数l一倍の能率をあ

けることも‾‾･フきる-Lかヰ),l如｢紳引払bよび慨了iL桝判詫ほほとんど

ノよ∴
総什き福附州別爪んてな∴′石解さ卜竹i研削.としても使Jljてきる｡

′.jユ+
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■科学技術庁航空宇宙技術研究所納

Ⅴ/STOLフライト･シュミレータ稼動開始

口上製作所で機講紬勺人後､現地総詩調幣｢試験ち′′コ､い▼‾･:･いたf=卜≠技

術り二航`甘j･:ノri_r研溌所納Ⅴ.′′STOLフライト･シュミレー二く17∴二しト‾)

ほどすべての作業を1三J′して稼動引-‡朋台した

本シュミレータは明日の航ソト機であるⅤ//S′rOl+憐 卜巾i虹｢ゴよごこ

総距離離着陸楼)叫菜縦締まわりのIi芹装F琵の人｢札l二子的肝程に悼†了j

されるものである､--

おヰ)な構成校器は次〟つと心りである‥.

7ナログ.=汁芸一俵ほ,Ⅴ′′′′SrrOI一機のf帽子J‾‾性能をノと､実に牧擬して計

賢し,現在の飛行状態なf則疑鮎界.各種.汁器類へ伝達する 模擬F‡

糾ま机乍機の械縦にあたり.ハヤロットに実機と同様な鵬?‾]■'視界情

槻をケ･える6｢=い生の模擬祝非て･ある

表′Jミ矧凱:L挫敵帆こ･程｢載さjLる特殊メ壬示矧賢て,CIi′r形計;そ;壬とテ

レビ表示装挺二か仁)なり,純音は,‾イrJ,一卜iこ:.言止り-,チ三卜㌦千川クレー〕】ズi

形をブラlラン管上に寅ホL,また,テレビ女′+七装置たは子女放†附〕.汁;与;き

の表示をビデオ技術により命収去′+こさせるもし′〕てある

模擬操縦桁矧凱よ模擬楳縦他に称紋される,供擬似界川IT＼J受

像楼,計器盤,C王そT形ノ壬示装置,テレビ表示装臥などか⊥､)二′上る

制御中は全シ フ＼チムし71統｢‡｢tiり榊.ナゴよびモニ乍ノユニ子J七■うヰ)レ'つて

ユ
ー

ス 輿

済

周8 V/STOLフライトシュ ミ
レー-ウニ純川さ.わてい乙

6日lf‾1度模擬視界装粁

ふィ:)

コンビューゲ.ビデ1-ディスプレー装置.十シロ技術などイミニ総でT

Lた人‖㌻丁ニノ芋【′t勺肝稚｢別称ノ)ノー‾三城は,lモ=勺てもIl斯い､ものてあり,

ノ㌻7女,路ノブ巾に.Fゴける利朋7川別持されている

･･‥編集後記‥‥

浦幌水形原√▲かの運転時の･叫勺∴トナ 卜‾(ハ状況を巾接知ることは,

肘の運転,動特性解帆 核二ぎゴよJ熱水り計簡二の箭賀の向卜なと‾の.･∴f

からきわめて重要である.

.‾JPDRにおける∴ト=､■‾測走_
でこま,Rl三製作所か糾しく開発し

たディジタ′し∫いミート計を使用L,ヰ⊥二_L部とタウンうて人1-1部

のポイド分布を明らかにするとともに,二のデイジ ケ′L式十三イド計

の概要を報告している.,従来.適当たポイト■計がた＼二 つ三測例はほ

とんど報告さ加ていないだ汁に畏重な文献である=

◎

日本経済にとノ1て,輸Jl_憎弘の拡七は巌ノ(の急持であるカ‾こ 火ノノ

発電設備の輸州においても,間際揖争力ほますます激化しつ/つあり,

そかぞれ各L_如)特殊-･糾告があり.輪‖i払七･にほきわめて多方面にわ

たる非常な努力が必要である-

‾最近の輸出用火ナJ+7■ラント でこ工.すでにに多くの納入し左横を寸J

つ日立製作所における輸～-1_トノニカ‾ノラントの′だ例を′Jミし,いくつか･ノ‾)

問題点を追求している._.咋一自二を得r二妄㌧豪な論文てある

◎

ビ′Lの高層,ノこ形化に伴い縦のな濾機関であるェしぺ一ケ∴ま,モ

ノ)動作ひん嘆か1l_!2,00()阿1リ､卜こも′史び.ビ′ンノ)縫能をノ】イJ十ろ

日 立 評 論 弟48巻 第11号

昭和41年11月20日印刷 昭和41年11月25日発行

(毎月1回25日発行)

<禁無断転載>

定価1吉1ち150円(送料24円)

⑥1966by HitachiHyoronsha PrintedinJal)an

乱丁落丁本は発行所にてお取りかえいたします.｡

柴[勾の･つとして高信･.掛_生の擢転か変凍さ.子i_てきた こぴ=二〟),

ンぺ--ク制御装置の小形化,高后板僅化とともに,昧＼【チニ作業の√｢坪

化を進めるためには,適切な無接点化が必要である

エレベ【タ制御装置の無様点化:で･は.ユレ/二一タて†iリ御系グ)特窒i
を総√川勺な見地から考察し,て別御系±その無援ノ･1=との適用範椚を検

討するとともに論興素j∴の決定曹閃,実用化された′+､形サ トJプ､ク

の動作,無接点化によって得られる効果ナ〔どを言及している

◎

電力輸送の単位はてトと.ともに幾トJ級数的に増Jこ1_つつある かっ

ての数万1(Wほ数十万kWに,さらに将来数百万kWに7〔ること

も1こ｢-†能ではない〔二.そかたけに電力ケープ′しの技術発娯･に寄せこ:J｡卜

る期待もきわめて七きく,かつ過酷七もし･える‥

本号の特集ほ.‾トラフ砂煙布設ケーーブ′しの熱伸縮_ 33kV系統

へのOFケーブ′Lの適fr】たど6編の論文を掲載し,‾電ノJケー‾′7

′L特集 とLた一 般近における電ノJケーーナ′し技術の乍はうを紺介l

たものであー),‾鞍覇な論一文渠である

◎

蓮如)頂‾‾■言に:ニ,か川学名で手放柁抑畑堆1-tエー)ニヤ
カ･らの電ノJケーーナノL と喝する二1三輪をぃたたいた-.二繁忙のと二′-ノ

特に本誌のたふ1に的を申さ.-いたことに対し深く感謝の′昔をメ壬する
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振 替 口 座 東 京71824番

株式会社 オーム社書店

東京都千代田区神田錦町3丁目1番地

振替口鮭東京20018番 電話東京(291)0912

広告取扱店 株式会社 日 盛通信社 東京都中央区銀座西7丁目3番地 電話 東京(57い5181(代ノ

【 96-




