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■ ニュージランド･マースデンポイント発電所納

14.4kV6,000A特高キユーピクル完成

‖､■.仁財′｢所でいLニューこごランド･-こ′-スデン小†ント花一.に巾机

14.4kV6,nOOA帖-11iキ∴-ピケル1り一機む`ノ■亡収Lた.-,

このキユーピク′LはNlミMA規格(Nationall引ectric Macllille

Associati()n【てメリカの舶格)に準拠して.iせ.汁したものでキユーピ

ク′し什亡のr糾政旭及なド小卜するため乍㌔も遮断器,晰締ミ札.汁㍑こ川]安

什汁;‡など_l潮路機2F川1ブナ二間を】メェl叶するととヰ)i･こ付けりにヰ)t材料才∠を】詣

け,洛r泣機心よぴ1ミ変肝こ若‡とは肘捌ラ締閉｢川針亡接続されている._

`乍1毛膿附そ:ヰは14.4l(V6,OnOAl,5()OMVAと.テJ£か1リセ舛j如〕も

〝)である二.

仰び缶1そ:にほ漣附そ:子7州耶糾lり日脚1言〉r′二､きない`.‾Lこ1仙粍械的インく～-一

口いノク石∴㌻封1∴さレーJにキユーピクル内′川肘に=ミでないとドア′川Hか

ないド丁インターーロックたど1工･′ノL州fしてし､る,越川抑キ;‡(エー1愉什き‖1▲

搬什≠‥川料IJ射1二:仙よ令｢;勅jt鵜川=川ラとして肘､トー､(快力■こ′女乍十手妨

にできる【とう母心さ′fしていくノ.ノ｢〔.r_=り一機に′ノ胤き2り∵機‖卜i,肘′ド

小である′-.

妻

喜…喜･‾攣～璽≡璽･‡≡表

愛巨≡‾

堅宗 翌

川114.d-1(V‾(う､()∩(‾)ノ11.-jイJiニト′_ビイ′′L

米15Ⅳ■IVノ13/こンクいノーユ ､-り‾ソ ソ､ナーーー 二＼/トヤ駁上そ一ハ

■四国電力株式会社高松中央変電所納

超小形磁気遮断器入リ

メタルクラッド配電盤完成

このほど什i■〔鮒′ド所では,仰耶正ノブ株式会什甜卦l-火射榊千村寸メ

タノしクラッド凧電鮭をづ軒丁拝1】(合試験にfT格させ,納入した.′､

木射し;桝は付与ミ椙ちこど′しの地下に.テ抑ミされ,川MVA2/ミンクけ子

餞琵

忙了二に紬=こ仙川されるL..

本メタ′しクラい′ド恍ノこに鰍よ,桃山J州i,と.し州喚晰路読川一であるにも

かかわレ〕ず,妖′+､な地‾卜射泣所付･こ詣汁㌣ナる出ノにに妃げるたふ/),+三日

小叩き磁気退仰1き三､き,Ⅴ彬帆7㍑:､きなどむ班川しノて小形惟El主化なほか/1た

紙果,寸法は巾.バ55()111111,奥子1■■1,4nOl¶111)で､存亡米の′Lにノブ公約Jりけ糾

助Jり満州‾/り′レクラッド仙朋ノ;吉に･てぃ′､ミて,桝仙上納■‥よ杓44?占‾に

鮒iIl･kした

準

鼓

lズ12
′l別､什きrぉ気避附そ㌢主人りメク′Lソニ‾)ソト円か圭iヤ悍
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日 立 ニ ュ
ー ス

■南アフリカ鉄道納パレット車完成

佃アフリカ鉄道納の38.3t積パレット巾15両が,このはど11‾､】7二

製作所において完成した｡

この車両は､国鉄のワキ5000形式有蓋申とほぼl司し､⊂亡うなもの

で,パレット積載に便利な全閉式′ルナを設けてある｡

リl｢丁は､波形にプレスしてあり,中体の両側にそJ′tぞJL4榊設什

固3 パレット巾

てカ)る_､

Fl+イ本内部は,ベニヤ帆 77イパーボンドてi勺駁してある｡

岸根似.ナゴよびこ女似ほ仙‖嫉什細粒村山‾l‾1し,子｢わくは,魚胞形にし

てfj肘変な瓜くしてある,｢

巾休､ト法は.+主さ13､n76m111.幅が2,6川)mlll,-1'Jiさ3,68(〕111111で,

称杖ノブ手付モ56.6111‥;であろ.-

■ オーストラリヤ･ハマスレー納

鉄鉱石積出設備完成

最近丙オーストラリヤでは,そグ〕l崇古な鉄鉱資源の開発

.汁両が子六発化し,これにともな/つて､横山港iこ二r引-㌢る荷役
設備の新設,増臓があいついている.､このたび内部+‾-ス

トラリヤのKingBayに新設さj′tたHamersleyIro11Pty.,

Ltd.納鉄鉱石積出設臓は,卜記の開発計lり･iの中でも,もっ

とも優秀な鉱床と仁一1されるMt.TonPriceの鉱石i割敏設備

の一環をなすもので,取扱能力6,000t/h(巌大7,350t/h)

におよび,壮界最大級の規模をもつものである⊂ノ 設備を構

成する機械はカーダンパ,鉱石中操車設節,スタッカ,シヅ

ブローダおよびこれらを連絡するコンベヤなどからなり,

このうちべ′しトコンベヤを除く-･式をR､■亡製rF所が納入

し,本格的な稼動にはいった｢.

｢カーダンパ+..‥‥ロータリ式としグロスウエイト120t

の貨車2両を同1脚こ脱貸するもので,1サイクノし45秒､貸

本入換時間を含めても100秒,取授能力ほ7,200t/hで1牡

界最大級のものである｡

｢‾鉱石中操車設備+‖….カーダンパまわりの鉱石操申設備は実中線

に窄気操作式のホールディソグリターダおよびスピードコントロー

′レリクーダ,空中線に自重式リグーダなどの装琵を僻え,レールのこ

う配を利用してl′ほによさブ,カーダンパヘの貨中の出し入れを行な

わせるもので,この種大形申の操中にダラビティ方式を採用したこ

とはL垣りち帥勺であり,t二木費を含めた設僻柴の低減の効果は大きい｡

rスタッカ+.‥…カーダン/ミよF)朽Lんおろされべ′しトコンベヤで搬

送された鉱石を鉱種別にヤードに貯鉱するもので,ブームのムが旋

回する方式とし,垂心が低く暴風時の安定もよい柿㍍缶となっている｡.

能力は最大7,350t/h,旋回半径は38.511ュの大規模なもので,克子∴

旋回,腑仰など高度の自動運転を採用している二:

｢シップローダ∴‥.‥最大10,0001).W.Tの鉱什､壬川j舟如こ不1買込克子ご

マテなうもので,構造は上,一言止スタッカに析似している｡この椎スタッ

カ形式の積込槻で大形専JH舟如こ蹴△む設備はが)ず仁_}L′こないが.槻

械設備費および埠頭建設費♂1軽減の効果ほ人きいこ

L突14 設 帰 全 景

卜く15 二 いノ
ブ ロ ー 々'
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日 立 ニ ュ
ー ス

■ 日立-ガティス空気輸送装置

味の素株式会社に納入

日l二亡製作所はさきに,内lごイツガティス什とj■如l碓丘状右捕手んた11

､トガティス乍気輸送装即〕製作な｢朋fル.1リ､来ぃ放frの汁文1さご一受

け鋭意製作を子rな/,てき-たが,こび〕ほど叫ミレ1巌株Jしゴミ什肘与モト掛二

仙特6tの装J芹を納入した.ノ､

本装恥いノーイロ〝トトかF)似ナチ-1‡したプ(り二fL′【フレークノ主■,掛'J二6t

♂欄力で酎=こ3n叫水･l{に4(=-1焔j王して他〝1サい]に書法入十く)

術鼎輸送矧ぎトロ,多数の掛違先に一ゲ≠坊に.か/)∴ノ亡乍に刑岐献呈が

できる‖J′ニーカ11ティス′′:て′くt縦左肘Fけ)州二三ノ′'こ認ソ)L‥)れて機剛り村石j壬

装粁の代わりに才采川されたもげ丁二､ある′

i‾1-､■′ニーガティス乍気輸送矧孤£卜述の1-.1一こ土主♂‾)ほかに,附_宝達仏ソ､こ

′卜さく輸送管の炸紙 被輸送物粒了･の脚1㌧がきJっ〟)て少ない_･′ノニウ′くも

竜が少ないので汁機動力が少ない.し`拙作比輸送び〕た叫釦去/符を小

さくできる._､.軌珊;叫判准･白二枚かないL-､水仇 捌ん分Jつ卑し､半朋こ川く

ヰ)恥壬‖一能であるなどの多数叫11穴ふ′イ】-している･｢

従准の乍1も輸j去矧恥)も/〕ている多く二叫･㌧こj主にさL､)に卜J;J♂1rl二う

な柑J壬か加えL二〕れたIl､'仁一･ガテ了ス乍1こ縮退装抑上.終‾業糾ニナ=l

されつぎつぎにその優秀件が認沙)仁〕れているし〕

Iトトガティス乍気輸送矧琵のて夏場によりイ1‡ff貨作業､プロセスに

二川-1-る乍㌔川石㍉j壬矧-だこの応用馴l寸がさ↓二)iこ拡大され,その介J肘ヒに大

■電解内面研削盤を開発

l‾l廿雑作所でほかねてより割乍⊥具桝捌盤,`一基仰竹l′■ト州別態,侶

解成形研削椴など-･連の電解研削賂ナゴよび電剛11｢機を鮒′ド舶売‾し

ているが,このたび株式会社大隈鉄_l二所♂つ協力のもとに新たに‡E解

内向研削髄(形式GIA-E3)を開発した-､

従来,脚吏合金,バナジウムハイスなど高石利生の鮒州11材料ある

いほ熱敏感材料の内面研削ほ研削能率が掛､ばかりでなく.椚イ｢惟

椛が大きいので､ト法管理が非常に困難であった･√･

これに対し電解研削は電気化学的現象を利用して､枇加工物を金

属イオンとして添解し,これな礪7丁によF)機械｢1勺に研削するもので

あるかF_,非･㌔耶こ研削能率が点く,また無理な機械的力あるいほ熱作

用が加わ仁)ないので砥石の摩耗がきわめて少なく,､ト法桝附禰易

に行なえるなど多くの特長を有している｢_､.たとえば机判能ヰほ従来

の械槻研削に比べて約5倍,砥石轢耗は約6分の1という榊卜能を

阿611､十-▼′ノ､ナイフ､リ:乍㌦怖j竺淡iJ′た

いなる.L＼細山捕りf､1‡されるも♂1でぁる

雅邦する｢､

本機はDClnV.30nAの一-㍍晰装iた;な伽批L,研捌しうるノーこ行ほ6～

210¢mm,附川しノうるふ主人探さ150Inmとが川｢捌､j一日ミか州ろ■に幅広

いので,仙肝シリン如‾)ような小州羊のものか仁)大形リングまでI占

い織り帥〕研iljlけ㍍r能である｢､

電解抑帥こ適する金属としてほ前述の超硬令金(タンブステンカ

ー/こイト,チタンカMノミイト),高速度鋼のほかに磁イ‾r朗,ステライ

トなどの.郎酎如叫仲トあるいほ耐熱材糾および刷吹鋼,チタニウム

令金,インコネル,ニッケルクロム鋼などの熱敏感材料など+H打に

多い.′､またハニカム川本川･のように研削カエリの発′卜しやすい木Hご÷i

の研削にも過する.㌧1

需要層としてほ音州l工機措こ去メーカー,肌r巨機メーカー,1′l跡･附ゴよ

び自動小瓶もー1メーカーあるいは超硬,鰍jlダイスメーカな-ど+H打

に.郎言帥耶こわたり,今後ますます金属11■糾の進如二仙､本殿叫.†頂

(rL急速に伸びることが川二待てきる.-,

悶7 GIAlミ3T亡妻`左解卜小山い=111一位

-99
【
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日 立 ニ ュ
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ス

■1り25形35t吊トラッククレ叫ン完成

ル■′湖作所比かノユてよ州+発を進入′)ていた力長大‥=二fり巾二35tい

F125形トラ､ソ､ククレーンの聾紺化に収功し,従来のJl､■′ニトラック

クレーンシリーズかさレ)に充実したヰ)のとなった.｡

F125J｢≠トラッククレーンは昨乍の巾巨fも物イ1梢ひん仕州｢り(に対

すろユーザー抑放し､那′主にこたえたも什･一三,1別納朋川巾.として

(=｢･主人能プルうトラッククレーンーー.畑)三).､

小､ラッククレーーーンはF】1(川手:沼t=トニラッククレ1ンに対し【･†1

卜能ノノが‾大でもる+にかfトニセく､灯肘キー1､･リア叫か=にl_】ニセj小山生

√り円七･キヤ+j7'′Ⅰ′ゞ上びクレーン川二Lンジ･ン川九肘ニトタンクレ叫≠

i】▲
′い仙】ケ･r拙推ノJ,川〔地トルリ(七したンケlこど叫･きれ 糊り■1

1ノーこ′トT:)など各`ニノー山:けこなさJしていく)..

立た__仝脚ffi巾巨益+131･5tである丸 か〉ンクーウエイトおよび

Tl】ノl川(よすべて価桝こ取りはずせる構造で,逆行甘量を約20t

ま■‾･二伸純一‾jlろことノ′ン∴:せる.そ叫まかの心もな什様ほ､最大ブーム

一にさ56Ⅰ-1(シ｢/7･ミイ汁･),巻トロープ通性山高速5nn-/n-in,快速
:;1111′/Illin,)ヒ7+'■油性4-5km/1-,捌･･i能ノJsin州.26,クレーン川エ

=ごン1(12l)ト′ノ/ノ2,川)(=‾l)--1､ヤ､り∵‖トンノン175Ⅰ)S/2,00nrp11ユ

ノてふて:,.

小､ラりソクレ一/こ上上る1(川+洲+一丁i三された=跡トシニ∫りに仙■‖,.

して什汁ンノ=l_lJtし､11J+か=J吏リレう二】1F岬TLたr.

Ⅴ預繍

lズ18 王T125形二う5tけ∫r 二′､ソ ツ ケし-

12.2kWIiUP-10T形

圧力自動切換式ベビコン発売

二し′)たび=､■′∵鮒′ド叶:?｢仁,1f-㌻′:つ･2f-｢ふレ1二†附二川力付軌切樅

J･しベビコンろ二倍ノヒLた..ベビコン･ハ抄‡泣三加･℃に∴L什ノノン＼イ､ソナ八

と=動7ンローダ式〝〕2椰あろノ〕-こ jり川助切換式(LJ十ノノ1･rソ

ナとl′1軌7ンローダ十掛■ワトを′油ノいことな二･7_て九てイし叫㌔1+壬‡1l▲)ト∴7丘

糾しノ,1f†で2れくこん叫利き々一トくJ抑生r川,てあ.二も.

2･2kWベビコンは,31ミ行`て了あるノ･1こ,(=(ト5.5l{g/c11〕ごiり･

31もR`勺乍批州i鮒〕′坦転,(2)5.5＼1nl{g′′′ぐnl二ま-√′:,(七2′ぺもn■1､fノト=二糾i

j牌=1てぺも抑エフ`ンローーートニ十捌ヒミニとン:にくJ)(:弓)l引くg/川一二;,･

なると川‾ノ+フ＼イッキ叫軒は■二=刺仙こ仇卜∴卦こ什ル1〉トノ1･､こる域丁†

は(1)8･5kg/′c-ユー∴∵ルノJノ､ト′ナノ八.い､f)也臥
ニュ三一寸ご2′くミm/ンミ

什練i迎転ろ二一子f‾ない(2)さL▲j･∴二J=JノJ■こトン'こり4.5lくg/clllごにニノよると

乍擢転Lていろ..1′甜fヰ)J【三縦蛸ミに生涼)り.3一てぺ(純一乍】ヤ㍑二例∴〔

うになる∴

統轄≠'fの吐山リヒ㌔指プリ∴彰一てLかヰ)10lくg′′cnlエソ)山【三乍′ぺtも7三上ら

れるぴ〕や糾ヒ川〔=ンこぅ′くミ､て‡_′州Il仙う)と】′i励小タイヤ〝つ乍′(i充叫(.1-'Jj

Jlシ乍′心′1､+と､懲)なと■､Ifrノて,2/‾ル川トi仝に肘=妨JT卜汀沖光椰十ろ

ー=lnr)

薦敢

≠晦
君■ゝ

ぜ転

〆汝

川亡)2.2kW什ノノl'l助UJ牌+-〔-こ,二､､二丁ン

q■lヽ

鼻抑一
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日 立 ニ ュ
ー ス

■集積回路いよいよ実用段階に入る

一にJ′･/fトニノンノ■/＼:′に;ニケ(ニイ～÷茄=い1■虹机ノ.Ⅰ-イ･｡ir;【】一戸【,とし_･‾〔,

lC(htegrate(lCil･Cuit一肘朴仙～)′′ンー･.岩肌 ノ､j･∴〃∴′二･にJ〉かに脚光

ミニ′汀iびてきているしノ

Il､■′二射′佃卜亡(土一ⅠトニかレI′)小り川二`肘叶‾二とレ･)j.■仙川′†■とにjl‾i■･｢L__

仰咋･心か+一ノ八附トてJ什_付盤外1】i+‾汚し′て山城=;しに′卜爪馴f】riし′)航允･ニン

lズlるとと三Lに‥州′卜羊∴ユし､‾･･:,きた..こい怠Fiリ∴心て卜1()=に∴‾卜′･

待純一l柑帖ヒ柑Ij.榔耶卜仰行け'ノニ‥LICト71二′ニ;糸叫11】■‖ル｢〔,ノ∴ケ･

テレビそ〟)他-･船山紬k岬Jr仙=州し7i(j ‾rIC=1ノノ1ネ叫2一榊巾

-r､㌻.汁1ニiハ†Il椛む稚ノ壬し一々きなJ丈‾-ブ･ミトい■,トヒ′.

モノ)什付よ次レ)泊り‾･′∴旨)ろ

(1)

(2)

(4)
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日 立 ニ ュ
ー ス

■日立換気扇家具調デラックスタイプ2機種発売

一般家庭でほ,新築ほもとより,増改築iこも必ず換去ミ扇が取りつ

けられる憤仰こなった〔〕そこで従来の換気虜のイメージを脱止し､

家具調で取F)付ける壁血や部屋のふん脚気をこわさないデラックス

換気扇を25clllで2機種,DL-251,DR-251を発売したし 一般

家庭のた澗,応接間を中心に,業務用でほ,料里l僅,レストラン,

文容院,事務室,lぎl讃鮨などに最適である｡

この特良は,

(1)風勺側が非′.i如こ祐形で,さらに前l｢‡げり′しれ 女fムにより

たて,よニ,1上山lに入れ換えができ,和り軋 抑軋のふん州

立もを備えたものである｡

回13 DL-251(連動シャッター)

税金正価 8,300l-■+

‥･編 集 後 記････

鼠丘クレMンの隅j出√祁分にもit帥州与逃が川い上ニノノいる帆/･け､胤くな

ノ1ている.こ.【‾`クレーン用ボックス･カ､-一ダの産山ミ仙茹と最高伯東__!で
は,し】立製作所機械研ノ先巾で行なったクレーン用ボックスガーダの

実物人膜型の附朋寺前および最高何二郎こついての実験とその検.㌻川.-i

果を槻て壬している._.品別の.試験データを充よし′ており,‾尖重な論文

である｡

◎

般近の人工弓l卜′ランll.汁淡は,従来り)り:1㌧己J･(か｢〕ノーEJ′･人.汁斗t三にfちf】■■

し′てt･､るカ㍉従火け左/一式占Jl二kj去㍑紳)多くほ,ソ+､1ろ衡八ヤ変位､卜

衡J℃の丁乍気式伝送講話の動作原理をそのまま屯J二八に拭きかえたたけ

の悠があった｡l-t立`導引1;所でほ,ダイヤプラムとストレンゲージ･

カンチレバーを用いて機械的要裁の数を梅ノJ少′′二〔くした′左√一jし諾川二

kj去器を開発した〔ノ

1‾ダイヤフラムとストレンゲーノを川いた屯十人羞ノ上仁王j玉㍑こ‡㌔で,

本旨:‡の構造,原乳 牛抑ヒなどについて糾介している.｡

◎

わが何における初の本格的/､､ソナーージ形カ‾スタービンとLて純一l

を繋ミめていた日本イイ仙化学株ノモ会社のカー､スタービンれIl

によって完.成され,現在好調に適松を続けている.ノ

l‾‾口本イ__丁州化学株式会社納6,000l(Wハソナーージ形カ‾スタービン

日 立 評 論 第48巷 弟12号

帆和41iF12+120日印刷 昭和41年12月25口発行

り戊月1回25L†発行)

<禁無断転載>

址仙1部150r-j(送料24llj)

◎1966by HitaclliHyol-OnSha PrintedinJapan

乱丁渚‾J‾本は発行所にてお取りかえいたします｡

(2)ドライバーなLで,6分渕でき,牛如こ竜知祁分が簡単にほ

ずせ,損もiウれるシャッター部のj赫徐がしやすい独臼の画

期l桝拾遺である｡

し3)大形べ′L･マウス(オリフィス)かついているので非備に換気

効率か高く,また油やちF)が壁,天井に飛散しないもので

ある｡

(4)モーター.仙よ,点心支持構で,防振ゴムも付いているので,

畔に振動をkえない｡利根ほ,異形プラスチック羽根で非

一.i打に静かな換気を行なう｡

し5)ながい間抑除をしないと,油煙がシャッター部にべっとり

点きシヤ､ソクーが開かなくなる｡その防l卜策として,シャ

ツメ一に州｢切りミゾをつけてある｡

lヌ114 DR-251(吸排両用連動シ17､ソクー)

現金正価 8,900l■+

で竹上主,隅j臼, どの概安を雄一了与している｡

◎

先′左用機㍑こ壬,二【二作機械.適職機械,紐設機紙などに対する油肛応

川の技術の進白引√こは♂)ざましいものがあり,機器の合冊的設計に果

たす役湖はきわめで人きい｡

本-り一の特駁ほ｢‾リリーフ弁の柑生にl淵する桝′先_l｢スブール升の

ノ､イドロリックー+ヅク__rl‾_+二作機械の州rl+‖l路+F‾口立建設機械の細
山の現状_+■たど5編の.言訂正文を収錬し,1‾‾州虻特集_⊆とした｡

水itf三を糾介Lた論文駐として,帖′l二】:を糾た｡貴重

ノー亡拙守三であるL〉.
◎

在畑〟)一`衣 ▲しi▲にほ,史小人号数J実 人島地次郎1tよリl制御用

川‥l工機附こ`i七二せて!と越する二i_く三栂をいただいたし)ご繁忙のところ,

ために寸暇をさいていただいたご女f患に対し

探く感謝の息を夫する｡

◎

Jl/川141叶艦尾終り･の純一当主を終わるにあたり,.わt者諮1七から終始

格別のご指噂とご愛搬をいただいたことに対し,衷心より感謝の意

をノミするい昭和41勺二は,未来への礎ハとしての村′､ア:技術の進展と

幾多の華々しい唯果を見た記念すべき勺二であ･つた｡

さらに飛躍すべき胡咋を迎えるにあたり,謂賀のご健鵬とご鬼娯

をお祈りする次節であるし-,
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