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t国鉄水戸線納集中遠方監視制御装置完成

日立製作所でほ,新形ポーラコードリレー式集中遠方監視制御装

置を完成し,国鉄水戸線に納7､した｡従来,国鉄変電所の集中遠方

監視制御用鉄研B形ポーラニード方式のものには,プラグイン′水平

形電話リレーが使用されていたが,装置の標準化と性能向上をめさ

し,従来のリレーに代わって高性能のワイヤスプリン`グりレーを･

使用したものである｡

水戸線用の装置ほ,新仕様こよる第1号製品て,水戸～小山問69

1くmに設置された支部変電所と3区分所(福原,岩瀬,川島)を水戸

制御所から集中監視制御するものである｡

特長としては制御盤,リンー盤とも.グループごとにユニットフ

ラグイン方式とし増設および回路変更が簡単にできる｡.監視制御項

目と回路を標準化し,各種タイプの変電所に対してまったく同一の

ものを使用できるこ〉動｢†言を高速化し,ポリショソ選択の時間を従来

の3.5秒を2.5秒に短縮したニ ワイヤスプリングLフレーは交換供用

の標準品を使用し,取扱いと促守の便を図った.二.タイムリレーの時

間測定,選択符号の切換え,主要動作点の確認が容易にできるよう･こ

各ユニットごとに試験盤を設汁た二.被制御所例の連絡線回路の耐圧

よ き

■*..ぁ ▲

回3 集中遠方監視制御婆置

′シ上1C5,000Vとし.主機器との絶縁l高調1立村ったなと‾てあく′

なお今回のを三重置レつ追加により,水戸制御所から常磐線ニナーiよご二寸こ戸

主甘ノニー16個所しつ変電所,区分両肘の架中制御力二行なわれることにデーこ

_ふ_
つ 一

一二

■造幣局東京支局納 コイル自動溶接ライン完成

このほど日立崖望作所てこ三

り能率的に行なうためり｢. ニイル自動溶接ライン:ご′ント7ッブラ

イン)を完成した二

本溶接ラインの帖長こた.ヽ･′ⅠIG七よびTIG溶接法を共州L世界的

にも数少ないシヤー,ウニ′ンノ∵＼フラッシュト】一て,ノッチン
′'

の四つの鶴城を一つシ〉二】∵ンームに内蔵し.突合せよリノソチノノ､､ま

でワンタッチでこれちの工程巧二･自動的に行なうも･ノ〕であるエ コイ′二

の先端および後端石ご切断後こ土.ストリップはi布披依出ノ､ロに設･:十与

れたクランプによりクランプされて移動せす,道にフレームに内践

された各機械が油軒シ1■ンダニここ州∈与次移動して各工程を終了ナる

ビルトイン形を採用しアニアニメ),従来のストL†ソプ移動方式に比べr′弓子

業能率が格段と向上L.た_ またフラッシュ トプーマこはミーリン′｢●

方式を用いてカモ盛部と口付の境界がほ.とんご判別できない精度｢:･加

工されるので,次の圧延_1二程こおいても作業能率の向上【･こ寄与L･て

いるこ 取扱材料ほ,板年足大3.5mm板幅最+こ260mmのニッ

ル,黄銅,青銅,銅,丁′′ンミニウムであり,ラインノ速度ほ浸大小

m/nlinである.｡ライン構成機器ほ入口側より,コイルボックス,

レベラー,ウェルダ,サイドトノーて,テンショノバソド,テン､シ

:､態

試

固4 二:イ/ンl]勤溶接ラ
丁ン

三ンり-′L∴ コイ′･+ヤー,給i山 戸巨細装i毘よr)成っている=J駆動倣

+三交流電動機を全称的に採用L_巻利発ノコ刀巻末り制御十ゴよび張力制

御には二次抵抗制御′を採明した=

本ラインの二右†iに･こよこ),さ}てコこ全自動溶接を採用できる見通し∴

つき,さら･に各二‡二程の簡略化を岡り需要一家各位の要望に沿うべ1単

純研究を垂わで､＼る-

■EF80形交直両用電気機関車完成

このほど日立製作所でこ土,国鉄の輸送力増強計画による

水戸線(水戸～小l_l_j問)および新金線(金町～新小岩問)の

電化に伴い製作していた,EF80形交直両用電気機関車を

完成した｡

これほ,昭和37年から常磐線の主力株閑車としてすでに

使用されていたが,さらに改良(車体の振動改善など)を加

えて製作した新鋭車である｡

なお今回の機関車ほ貨物用2両,客貨両用5両で,その

うちの1両く･･こは従来の電気暖房用発電棟に代わる320kVA

車鮒ヤ竺空慧

図5 EF80形交両両用電気機関車

一94-
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の画期的大容量の静_り二形イン′バータを積載しているこ

おもな仕様として電気方式ほ,単相交流50c/S20kVおよび直流

1,500V,機関車方式はシリコン整流方式,運転整備重量96t,軸

配置はB-B-Bの1M/′1T方式,棟関車性能ほ1時間定格出力1,951)

カ熱

1(Ⅵr.1時間定格引張力14,900kg,1時間定格速度46.9km′ノh.

最高許容速度105km/′hであf_),動力伝達方式は1段歯車減速,南

中連結可とう式であるこ

■60tディーゼルロコクレーン完成

このほど口立製作所でほ.インドHeaヽry Engilleering CoリLtd.

向60tディーゼルロコクレーンキ完成したン

本棟ほ今後海外･こ進出するレ､ソキングヤし一ンしり標準形となるも

ので,設計上特長づ汁られる多､二のポイントた･もご1込んた高性再訂r,

ものである｡

おもな特長としては,主原動力としてティーセ′Lェンシ:ンを使用

し,トルクコンバータの特性を利用して無段切換の速度制御によ(1

重荷垂は遅く.軽荷風ま甲い速度で荷の上:干下こ十ノいこきるようにす′'て‾三

業性を良くしてある｡操作はすべて空気操作とし,運転席に設けた

レバーで軽快に操作できる.コ 走行車屯石iにはこの種ケレーンとしては

初めてのコロガリ軸受を使用し.起動帖七上J横行rilの抵抗を少た

くした｡旋回体各部の]三要軸受にもすべてコロガリ軸受を用い.軸

受寿命を長一てするよう考挺してある-_各動作にこ土荷重IJミ･卜 腑

仰りミ､ント,巻_L-jミ､ソトなどち･設二十.十守な二女全作業カこ行なえる

ようi･こL-てある.⊃

周6 6i二)亡÷一て'-セルご= hアンーン ト

■ 日立急速除鉄装置(ハイロック)受注100台突破

口立射乍所では,急速除鉄渋捏を開発,発売い宋四半ち･梓過し7ニ

カ＼このたび名古屋のア･′1■シン枯枝什式台社上J)3セ･二･･ト受注し了シニ

ことにより,100台突破の記録を拉に亡した｡

Il立ノ､イロ･･.′クほ,特殊炉材を使J‾1‾1し,水力こi戸村僧を通過ナる間

に水中i･こ溶解している鉄分が酸化作什1をうけ,不溶性鉄分として析

出し,さらに特殊炉材により吸着され除去されるものて.特出ある

除鉄方式として業タさの注目■を嬢〆),同一顧省かしモノ二蛙,三r空と追加

発注を受ける例も多 ン上けてきたものである二∴･とれ

従来の除鉄方式では非常に困難であった水中のてンガン分の除去

も,アルカリ剤注入i･こよろPH調節で鳳卦二行なわれるのも本装樫

の特色の一つである)

:藤抑
吋常

図7 大阪府泉佐野市浄水場納 陳鉄世三琵

■PL外語教室よリティーチングマシンを受注

日二l.土製作所は,このほど大阪のPL外語教室よ;1ティーキンダー√

シソ｢日立頚ミ合学円強化装置+を受注した〕近年7ノ;1カおよびそ

のほかの諸国において軍,産業界,学校たごにおける数行の改善び1

研究開発が活発に行なわれ,わが国に一日し､､ても教育の効率化の研究

が進められており,その桁助楼械としてティーチン ブマシンが江i+

されるようになった｡日立製作所ほそのテナーチンケマシンi‾集合

学習強化装置+を開発し.その1号機をPL外語教案より受注した二.

従来の教育ほ,生徒が学円をどの程度理解したかばペーパーテフ＼ ⊥吐ヱi

トを行ない,その成績を集計してムなけjtばわからずその手間ほた

-95-

1rノ＼′j■こ【1j【-

′1=1∴1■･_.:1

｢三ノし ･⊥-･

図8 菓工㌻学習強化装置図
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