
β丘ニュースr

■電源開発株式会社長野発電所納

113,000kWポンプ水車完成

日立製作所でほさきに,軌範レ】_1ノーーーリーむ含

⊥㌔う士升こ一己楼メーカーとノ)救い､支i_一三責モ1'け‾)結男ミ
貢注していた電源FiHブさ株式全社

ユ13,000kW立軸フランシス形叫逆∴三ンプ水中

2子でを･工場完収した.こ

拘水発電用としてこまわ1∴l‾郎ユ‾ノ(ノ‥)‾も〟_〕であ

ー.さきに納人Lた信i即日発株式チ三汁池原発程

三相勺110,qOOlくWr+てンプ水･卜ろ∴トロiレら‾ノこ一#晶校

‾‾二ぁこ).払り卜批ニノ渦二lけけ煎ノノ杓3nkl11ゾ)九豆郎芭

■｢しと流に新設さ+Lる.1一三判∵充屯桝こご∴二rハ地域

二億合開発のニト休≠ごな十もノ〕∴卜掛け水油は

コックフト′ン式･ハ仁野ダ∴こ∴:つこ1.′ト土;′㍉れた

真野貯水池と,卜弧エフi～､才三ク∴にエーつて貯ぇられ

ふこ紫調整池との問て,指水.]一ゴ∴ごご_斜に二･シi行なわ

てL′コー

∴三ニンプ水車の,㌻iもな什怯としてこよ,71ラ式

1下R-1RS形,水ヰ磁二人工l_り+】13,000kW,有効

:.巻羊107.5m,点火水読147.4nl:ソs､い】1虹数15(〕

rpnl,ポンプ最大軸人力1.20,()()OkⅥr,拗不一lミ111.O

m-,尼ニノこ揚水量136.51T13/s,榊し三数150rp111で

もる.= またその特長としては,ノ(解臥せ卜式揚水プ己心り‡

■わが国最大の発電電動機完成

このほど日立製作所では,右裾開発托式会社

真野発電所納120MVA/120九■ⅠⅥr(16.5kV/15.7

kV,48P,60c/S,150rp】11)交流発`心に勅使2

台を工場完成した｡揚水発`■一に甘党竜笛勤棟とし

ては,さきに電i■即日充棟式三三杜池原発起‾卜軒に納

入されている110MVA/110九′1W石ご.臥上るわ;〕こ

芦品大のものてある

,おもな特長ほ(二1)同1王子コイノLこ三ヒートり-
イクルにじょうぶなユホキシレシニンコナノLむ才ヌ

弔した｡(､2=僅ノJ軸受ほ,約1,:う00tJ‾)高村垂

こ耐えるよう設計さJtでざうり,また.起動摩擦

トノLク低減のため,肺ノブ軸受しゅう動泊ii･こ,肝

油な送入している｡(:弓)射J+申由受ほ,回転子

･つ下側の,推力軸受油柵内にの.二ろ､設けら.れたか

さ形構造である.二:かぎ形機としてもわJ川司最大

のものである.ニー,(_4=昆動機運転の起動ほ,磁

極表面に設けた特殊鋼合金聾竺の制動巻線によっ

で行なわれる.｡機械的,熱的に十分に耐えられ

二し:√ノイこ)〕
/

岡1113,000l{11丁ニ:ミソプ水車

如純′'て.謂圧水三三1工こ▲什ナろケ1寸･こ指･二ふることなどてある

るように特殊な断面形状のダンノミーノニーを採用

している｡(5)地下式発電所のため,全閉形構

造となっており発電電動機軌道,物磁磯風道の内面に王ま,

固2 120MVA/120丸‡W発電電動棟

防吉村が 取り付けられている.っ
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l製鉄化学工業株式会社納

ブラシレス同期電動機完成

こレ′‾)ご三どl=′二こ処作所でほ,:袈裟鈍化乍_卜､鞋株式仝什那妊芥二r二場納の

3.8001(1VブラシレストーfJ邦′在勤機キ′ノ山にした

として.÷〕ニ川司缶放のノニプ手蒜二

倍である二

■■ブラシレス‥は名前の

し,㌻づく)ブラシ,スり ヅプリ

∵ ブた′テiこくLて.二れr)い

粍′､■J=∴r､ミ検を伴無としたもノ〕

二､牛いこ本鮫のような化′､ア:

二｢二場ノつ打保地域ての班別に

こ三,rlりップりングかしてノリ‾〕

一ノこほた/卜の心I勺止もなく最適
r一､÷

フ■

⊥耗〉r′J

ブラシレスゾ‾)心蔵fl=tニであ

る回転シリコン与与岸には仁‡

車副生び〕t亡7;トロ11.くシIjコン紫

流器;う∵口+い,洪i冨内にじん

木機は"ブラシレス”

■ 日本国有鉄道納

サイリスク式電気暖房用インバータ完成

】‾l.一′二･-き竺作叶二･∴L,｢1本同仁鉄j占納ElT81二)｢｢きく亡巾機帆■l川トナ1r■1

､ご式32()kVA列や二電㌔も暖jノ川ナンノこ一て11Jニリ､‾〕ごまごJノ亡成した

こし-､ナン′∴一グ･こエ仙南口jとL-てはJ､ノいい三Ⅰムト暮こ付=l一トニあー),これ∴

こ､･二り現仁の‖鮎川什這J郎註動丹荘楼･こ二上ノ,てj･う小るもげ‾1て,川紅梅
から十丁りスニてこよる静tl∴機71､こJ′仁舶した壬1こL‾二ふる一

現れ ‾【巾村互間に.テゴH-る省･rくい′｢旨′訊かノiこ土,1,5()〔)Ⅴの邪如､ンニ)

導か.号した直流ケ電動発電機により?三流こ′牡挺し,さらに行啓中にあ

る射卜控:トニ20nVJり低‖1二変換し.てヒーー▲て一二仙三Jノj十るという力i+こし'‾)

たゝ7).巾二流唱端犠牲川しbよび女仙1】州芯′く乙粍掛卜叫l′一瑞軒札こrゴll

てこよ,巾流を交流に資換する与さi亡一打+･と､焚‾てふろ

現在こ土電動発電敵う､ここの役】†を汀ミたしで､､るニー∴払巨,大郷昌二十

ン/こ一対いり:jス､タの進取 イン/∴一二叫-1綿レ■1i‾網子r′山笠歩にエーーーー

て,ニしりたび匝】虹棟である′tE勃発碍悼か∴一TJT二,スタによる掛卜鞋

∴∴実現したヰ)のてある

電動発電僚と比較すると･･了､‥‾打誌小約糾㌔ノ維音･;･立さトーる･せ壬かキミ

ニン;よい_ 各･取接いがれ耶汁であ=,快イもr六■様化される- などレり特

大を托,一つている_.仕様は人力DCl,50(〕Ⅴ.汁川3201こVA,1,440V･

220A.単相60c√ノ･′s,電圧調焙範糊1PO?′;＼87ヲ;＼71% 方式はイン

■防衛庁納バキュームスイーパ完成

l_1J仁≡皇些n三所てこ引打殺=二から安托した汁ミー走路以降拝トミキュームニろ丁

-バ2向をこのほど｢!亡成したニ

ニレ1砧除械はと√l弔10､400kg.Jl‾卜し恥】iさと誌7(:)耶{g,上達斥二三j速性55

lくm′//h∴別布速度∩､351くm′/ll,i榊l川前2.21il,十法f三さ1∩.64()×帖

あい力､二什右すろ･･ハ毛二l坊1ヒするたガ)に密閉形を托用した.｡また起動

時界磁凹路に誘起十ろ電圧を軽減するたふう,放電抵抗をスパイダこ

取り乍1■汁アニ

電動撥の寸法こニケラシありのときと同一-▲寸法におさえ.駒f茹装置

を′+＼形化し._づ､ペースを軽減せしめている二

回車≡シ+Jコン装置

L勺詔:点検つ

缶

′.n

岡3 丁‾テシレス【司!弥完動鞍

図4 32り呈く＼rA十1′ フ1りし暖房用イン′∴ケ

/∴一ク方式 虹盲請こ;二女⊥■上形1Eとナ【1･ノシニ制御ナンバーニて,電忙制御山

プJ電｢r三の幅制御 増什憎流素丁･こエーtトて′=コスメ1.00nV250Aケ､でTl‾

一ド3,000V
30｢)ユ てある.一

絹来(上新設計レI‾)什克機関乱 交山中汁】機関中にも現在の電動発電

機に代jっ′一,て托汀jさ/テLること二川閉持される二

2,500×高さ3,493m111て真空式清掃装E琵を持ち.車体の自打方に貸出

した吸いあ∴1ご′で′Lて,走りなカ､こらi滑走路の異物を吸い取り,サイグ

ロソ分離詩語と7･･′Lヌによ/､で辛気と分放して.十･ソパに剰丈する

仕組となノーー,ている-1名の乗員で..広範閲な飛行場に散在するホ,

砂,金掛ぃなとハニ■丸を能率よ`二i吉揃てき,作業速度は最高時速35

kmまて可能て.非常にスピーディに作業かでせる_.
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納入先ほ古顔蚊むつ子f=引二l二J南條J(渡航甜菜,千葉朋削+巾i如

ヒ自衛隊鮨l山航空隊へ各1両て.二れでl;〟緑川‥納人数ほ8両であ

i).このほかに運輸吊+引り矧賢宰港に1声卜:＼鮒乍納入台数ほ合計

9向となった

回5 滑走路i那′■穴汁J∴キュー∴スで-ハト

■イギリスヘ転炉用レードルクレーン技術輸出

l‾了+二(製作所は.二び〕ほどナギ:ノア､ウニ′L･マン･-Jシンズー杜

rWellmanル1achines Ltd.‾)こ転こ糾舶7i嬉し一ドノンクレーンに削十

る技術援助を行なうことになった-ノ ウニ′してン杜∴丈.イギリス第三

位の鉄鋼メーカノ､丁あるウェーノしス鉄鋼全社(SteelCompan〉r()f

Wales Ltd.(略称SCOW))の新設27(J亡Ⅰ一D転炉2‾桔の新設に対十

る各種製鋼クレーンを受注し,二のう†J430バOl)t〔iプさ鋼用)2才.t+

400〃00t(溶銑用)2其のレート′しケンーンレ･1設計に閲し技術援1叫

な求ぜ)てきたものr･:ふる.ウェ′い丁パ山王.丁半りスても第一流し｢〕

製鉄用機械設伽)メーカーて,柑二郎糾iクレーンの分野で著名た

会社であろ-

SCOW批エ,抑設虹肘巨蛸局工場桝且設に:探し.その建設のエン

ジニア1+ンブ,ナゴよび授業技恥二ついて昨年存に八幡那紋様式会杜±

拐助契約を訂iんたノ∴ 二叫菜SCOl･V声レ)榊ホ絹亘ほ.八幡製鉄株よ

会社1ユ･Jか堺両製錬所の見学イ立通L＼口上レードルクレーンの俊秀

性と前+1后顕性に注臼し.イギリス弥ノ〕ブこ密封甜り‖高速レート∴

クレー∴つ発注こ際し,応札各ノー∵ゎーにF二けよりの技術導7､主･示

唆し,前言1Jウェ′L′てン社は.口よ苺:圭作所∴提携申入ノーLを行ない,そこ-ニノ

托術援山′工･前掟とL･てSCOW杜よりの受注こ成功したものてある_

前.言亡1ニ〕Ot,400tの各転炉用し-ド′しクレーンは,糾訓りにも世

界損‾ノこ粋‾二あり(わ力■眉姑七は口‾F270t),また特に後若く工き′子,こ.ご)

てF岩ハ∴■′卜と高書上達圧こ特良ノトある.-.設計而では,トトt.(二香川叩

か開発L｢二各種技術が折りJ主まjLたカニ,特にけた部分にワイトトー

ショシナヅクスガータ1満州されたことはi_i三日に値する..

今回Lノ■二湖供技術の内祝土,ウニ′してン杜の設計にス'ける技札卜

助言.指導が主である丸 み壬東レつ後進国向技術的山の城合に_多･ニユ､

られる初歩技術上の指導と異なり､高圧の技術的ディスカッション

が援恥｢中心をなしているとこノー〕･こ今回の提携の特巴がある_

■明治鉱業株式会社納

日立高馬力200kW連続採炭機完成

ぷミ肌ニ･チゞ汁る寸泉J三作業し71こ㌻脚ヒニ工丁√払主菜よ-■t､ンニの巾二要な,iリ潤一二∴

二J)たごノ〕娼近叫采ぢ壬僚ハブき柑三ム′〕さ‾まし-.与ノりこある=1･1･･トーコー

′Lカッタほドラムカ､ノクーローク‾■こ′‾妊二子っ･■)カ､ソ/こ附こ=坑/iむ‡･さ

さえている土柱)とくく■､ブ′Lチニニンコンベヤとしノ)糾脊せ｢こ､臼走わ･二

とダフ■､′Lチエンコン/､こ一㌣±しり机FTせ.二食わるなご,f土産性の向上乙

さらに凪乃に椛過するl時代とf･ユニ′-,で.リム ニ八こともない掠メメそ樅;土

讃行=小二軌抑jf巾仝同の朴判ヒ恥冬毛_一7j∴､､ ′Jl続いてブナルチエン

ニニンべヤ.と二一丈悦び)格詣フ川け[h才L.汀_さ一=･｢)とも∴二那川と恥左し71-一丁

きる辿紋様勅式ゾ‾)もプ)二つこ安Lう■圭さ′れてきた

これらの状執二ともない Lリ+i六鉱業件Jiこ去杜四件鉱業所よりのfj

文で妊Jl川丁別御与ヒ琵f寸2()Okl～r油統捕ぷミ楼む一一応成しイニー_これほさき

に三菱鉱業株式会F【エフr円山紙業研こ納人した国産初の侶動機走出プJ

制御矧置け采炭横道り柴酎1動仙 と.掛､て同所に納入した世才ト

J浸‾た級の200kWドラムカリブーローれ〕黄掛をもとに開発したも

のである

本機ほカッタ本体の前掩両端に2個1十Jのクラウンカッタをそな

えて一デポ),工掘削はこのクラウンカリ′∫によるせん孔方式を採用,

さら(･･こ‾‾F墳別宴正絹のクり-ニングカツ才と天億加⊥朋の′レーフカッ

タとを術えておるけ｢?∴封釧寺には風脚了全層の切削と院主を同時

に行なうこ､これらのカッタによる拙削と構う杢ほ,ダブルチェン′コン

ベヤにi〔i/1て移動する才采炭機の行き仙)ともに行なわれるので,従

来のドラムカいパーローダに比べて能率7州‡加される.=.しかもダブ

盃発

さす

図6 定出力制御装置什200kW連続採炭槻

′しチエンコノべヤを含めての‡引巨三は,切羽内の操作盤から遠隔操r･′‡一言

カ+でき′乞

おもな特長ほ･与･常時出力1恥%で実働するよう凪-il力制御を行

なう ラ･棟休姿勢の修瓜よ操作盤のハンドノレ1本で自佃に行なここ

る二･与 ヰこ`FE動機用キャブタイヤーケーブ′しおよび操作線ならびに

散水1て一スほ搬送帯チェンに収納され,本体の進行にともなって

機械仙二曳行される- な寸ゴカッタ出力は掘捌もー至込入円1,100V,200

kW連絡道格水冷式,送り用40lくⅥrx2台妙J+両端駆動で合計280

kWとなるノ切削速度は砧分0､-6111∴ナん引力23t.掘削深さは

750mnl〔自走支保との組合せご てある._.
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■大形アンモニア合成プラント完成

わが国でも大形アンそニ7プラント建乱 あるいほ試運転が諸所

で行なわれているが,技術改進の波が急激のあまり必ずしも十分な

目的を達しておらない現況である･二.日立射乍所では早くよi〕7ソモ

ニ7プラントの建設にたずさわり,日産化学工業株式会社長岡工場,

協和ケミかしズ株式会社宇部工場,徳Il+曹達株式会社,八幡化学工

業株式会社など国内でほ最も多一てのプラントを建設した二･この経験

を苑に最近ほ輸出プラントても非常な関心をよせ,有望なプロジェ

クトを多々かかえている一-.

しかし国Plの100t/d寮断つ′+､睨悼のプラントの場合ほ,アニいはん

の合成装置はイクリ7モンテカテ†ニー杜のプロセスフ川]心となっ

ていたが.大形化にはこのモンテカティニー社のプロセス三三マヤ適

切てない面があったため,500t/dモ岩塩り上のプラントにく=･C･Ⅰ･祉

の合収か最適と判断し昨年Ⅰ.C.Ⅰ.杜とJ)技術提携を行なった=･

口立･製作所はこの技術導入の第1号耗として,昭和電工株式会社

川崎工場の500t/dプラントの埋設に取り組ム,きわめて触期間の

ぅちに合成部門のエソジニ7りンブを終‾j′,装置の∃削乍,+別寸配管

も欧米の実績の約半分の二Ⅰ二程で順調こ行ない先卑柑三日のうて〕こ試運

転を行なった∴

試運転の結果は予想比上に順調て,Ⅰ･C･Ⅰ･の工場において行なわ

れた300t/dプラントのStart-upよりはるかに籠卯司に正常運転に

はいりアンモニ7の生産が開始さjLた二.

設計能力ほ液体7ンモニ了生産量500t/dであるがこぅt亡上回り

矧祁屯度も99.7%が記録さjt,たた一一回のガスの通過でこしつような

順調な運転が行なわれたことは吏則列のない成果である二√また本プラ

ントでは通常恥､られた冷凍敵三∴ブこ全に無1ノこされており,装置全体

がコン/こクトに運転操rFが楽になっている=.さらに7ンモニ7の回

‥…･編集後記‥…･

サ′rリスクを用いた誘導電動機の速度制御方式+でほ
磯の各種速度制御方式一サイリスタを用いた1次制御,2次制

御,可変周波制御-など,最近の研究域巣を紹介しているロ

電動力応用の分野では,誘導電動機は,保守の容易さ,経済的理

由により,最も多く使用されているが,速度調整上の難点から,精

密な速度制御を必要とするところでは,従来から直流電動機がおも

に使用されてきた｡本論文は,従来の｢誘導電動機の速度制御の限

界+の観念を一掃し,負荷の対象によってほ･誘導電動機も十分使

用できることを示している･｡

◎

高電圧変圧器の絶縁構造の合理化を検討するためには,コロナ放

電による絶縁物の劣イヒや絶縁破壊の研究が重要な要素となる二･

｢油浸絶縁耗のコロナ劣イヒ+では,変圧器主絶縁のモチノンとLて､

平等電界下の油浸紙のコロナ別ヒを,電界,コロナ電荷量,絶縁厚

み,固体絶縁物の占構率,ポイト､が電栴に接する構造と接しない構

図7 大形丁ンモニ7r‡攻プラソト

Jこて矧1rjも設置さJし全体し7〕効ヰ乙ニンr如ソト在韓の低減に役立っている=､

I.C.Ⅰ.の合成塔内訊装置こついてこ三.1トl上製作所はその一班富な製

榊朝奏を買われ世界てⅠ.C.トノウ本工場一･ラの自家製作を除き,唯一一の

寄主作認可を受けており現在′ンーて二7向に750t/dプラント用のも

つを4基製作･-11で,この4月末かち5月にかけて日立聾望作所卸∃工

場こ臼いて完成肘荷されることこな′-1ている_･

去の違いなどが寿命に設J三十旨稽.さごニ○ご寿命のこ王らつき,変圧器

三ilのガス吸収性などにつぃて横言寸Lている二 規在変.[E器のコロナ

Lま,世界的に問題とさ′う1て,ナう`時宜二な帽子ニ.論文である二･
①

日立包丁麒敵組は,山トナぅこエも･土｡こ =晦叶諸掛こも多数納入さ二号L,

土界的な当軋■,.■,としての名‾市を特してし･る.一特に,l]立独自の総合技

術で完成さ九た1,000l{Ⅴ.日高旺竜丁顔徴鍬よ,分解能10A以下倍

宗1,000】くⅤにて×100,000に遥ナる性能をヰノち,世界の托目を集め

ている｡本号は｢口立1,000kV竜一i頂徴鏡の構造および性能+｢普

1形超高圧電子顕徴鎧HU-2帥⊥つ開発 たど6編の論文を掲載し,

電子顕微鏡特集とした一

亀)

九州大手教授電子願緻路子三三j竜山附英智氏エリ,電子顕微鏡

一つ己七良や新い､開発か.その応軌ここって,未知の世界を無限に開
ていくと語らjtた｢電了顛傲絶とその応札■ と越する一一家一言の

三稿をいただいた.二､掛こ本誌のナニカに寸暇をさいていただいたご好

こ琵に対し深く感謝の意を表する
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