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■関西電力株式会社書操山発電所納

揚水発電機器受注

lは鮒珊エエソ)ほど胤7L侶ノJ株式封1二かぃ†横山卦訓川j24(二l

ヽ川r･郎占描ノrモ220町以ム拗柑230m,225rpmホノブ水ヰりゴユび245

14VA//■24…4W-16･5】くⅤ.6∩叶イク′L発音,‾E動勝行1ナ√を受汁した

これはよlヤ界的な由淋#モ･人ゲ手島棟て従来の揚水槻楷の.さ亡蝕をJ･こ帖

こ捌けろものr∴l卜ゝ増作恥叶土術水村叫指さと彰数レア-)湖モノシ､.喜･.ど

ご小二Jれたヰ)しノ1‾‾二･ある

イJ舟馴了‾は純捌こ発堪■叶てあり,機㍑こぃ)柑1壬とLてJ)1小=払‡･ゞi満

′､r∴ノ良人川ルノ1フランシス形‖+■辿式ホンブ水小て,7.て東リ)･j‡右拉Jこ

帖に卜州るも什-∴二･あり･放水路州乞いた〆)卜肘トーソクンクエ1二設･:十

Jれ 二･山二村寸る巧▲収力也川Lていること,ランナは1ニiクーーご∴鋳

鋼鰍ニトーシンブに+蛸抗切言力鋼を仙川.八rl舟山ユーー:=-一一ノ､】

‾ノ′1二･仙川していんなと∴-:､ある

掛指動機とLてはJl′川上l一之ノヾ料J二r･=･あるととい二.′(糾†二∴川

場機てふり･卜淋二射ノ州受を批と_る叩御陥捌】Lで.ソ5 また.

･l互起動プh･U土･J)小三1ほし､-ム′)て叫｢紙誘導電動機に.上る(i〕･･､,-:ふる

出韓国仁川重工業向酸素製鋼用

TOプラント納入

二J〕たびlけ肘′仰では,矧寸三lの仁川巾卜莱株式土什仁川l二敬二

■卜仰酸刑法綱川60nN血ソhl'0プラント.ン納入Lた‥

このTOプラントは卓糾て如〕て本附加ヒ酸鼻聾婆銅キ子Jなうたし､-)

ノ)ものて･韓日加納の経済朋党5仰件榊l巾･環とLで糾川村三

[け)もとに‾㌢芯由り稼動させ,陵秀な件能を二.ンニiさ=⊥た

韓印｢:･はL川屯‾｢業にニト1ナる酸素一製鋼如立切りに,近代的一け歩!王

族所建設の榊鴫あり/洞の1て)プラント納入ば獅悼帥の_発油卓に

寄与できたものとしてその昔j如■こノこきい

今回納入されたプラントは,精溜馴暇などの八一て･姑析レ｢舶術な

とり入れるとともに齢如湖ユ7-)でンた_1(分甜拙`亡てを蜘故うことから与ヒ

置の隅碇を-り碑石化するなど取払､ナナいノラハニするこ±に汀.∫エ

ーうこ払われた

おもな什は+丈iクこのと心り-二ある

全紙Jl三式′/ニ乍気分離与妄言ピ六

(再褒素発工l三晶:60りNmこソ1-.純度:99.7′q占)

ラビりンノス式酸素口‾三縮機

(処耳巨最‥6nnNn-3/′1っ,Iリノ:25kg′′･cIllごG)

酸素カ'ス貯戚訓ifj(馴寸プ描100m=主射け+て′L ダー)

ヤ炉内酸素Il動供給榊㌔;i(供糾iキ 虻J､こ2,nOONmリ1)

酸素ガス充てん設帳

(充てん届二二100Nmこソh,充て人Jlリノ=15()lくg′′･′cn一三G)

■シンガポール電力局納

22kV屋外メタルクラッド配電盤完成

‡]立弓削乍所ては,このほどシンガポー′L電力局納22kV屋

外メタルクラッド配電盤30台を完成したこ

この配電盤は22kV800A(ブスタイ用は1,200A)遮断容

量1,000MVAの低騒音形空気遮断器を収納した自動連結式

水平引出形で.海外有力メーカーとの競争の結果,単品受百三

に成功したものである｡

特長としては,遮断器自体に排気チャンノミを揃えた低騒音

形空気遮断器を任用したので,空気遮断器宝の構造が簡単に

なり･また,コンプレッサ用メタルクラッド配電盤も,増気

▲人

2ノ.1ミ

1J,土ミ

▲式

一式

Jズ11 憶素製鋼用TOプラント

i丘′くミ計測制7跳馴rfi

図2 22kV蛙外メタルフラット慨電盤
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ノ∵ク上;÷2子｢い二:ン▲ノン･ノ斗ノ.1ノ取り什汁た糾しし､ノブ∫しィン探川Lた

しり一∴′J､形コンノニクト〉‾:･ある一次晰路～■･討;は､メソ′Lクラッ仰山盲髄

側に晰臥■子じソッシンナ右_･取り什卜ることにより 子J､一三如)‾川上三に比べ

淋-むノ･州川卜瑚し立て調幣力､こ′才子妨にな一,ている膿断然レ｢仰路位fFト

のり==しほ仙如l㍉こ.設けてあかト如かレ■)丁動′､ント‾′L■‾てイ糾1･に拙作

一二きる構造にな′､て_卜}り,また脚ヨほト川テ附立i｢'f二にり【きざl‡さなこ‾ト?し

こエニト山一ミこ上川+閉てきない∴うにrン′～一口1ソケしてあ1二J 一榊∴棚詩∴】二

し･1･/
いノ･･ノこ土.二巾打たナニ人Jt∴二してあ･■),収什こ十ソ､∴･･l-‾ぺニト′トさ

∴また晰綿｢恥三＼較柑こは.ほかレつシヤ･ツタを鎖錠できるようにして

ムる 電力ケーブル.Fづ.ユニびり級･さ､(検時の接地用として.遮断笥引こ7

オソ･?を取り付けて投入することにより接地できる接地装置を付属

L′ている 仙]路の卦rE子∴い′アHjにネオンランプを設けてある二

車輔地‾ノブレ)‾)院外に`子貨i琵さJLるた札プ壬血狭与与ほシノL′ミ一色を採用

し,【桝+=光による指内掛空+二‖･ろご少なl二L･､また防し､ん､防虫構

う;+とLた
′'工七計語:+快方饗抑宣恥七どレり71iり御詩;壬具は+‾トミて軒百㈹りの

′､ナ′∴二叶くり什十てある

ーーーーーW-+■･W･､+■･･一･W-､一一一-W-一--W-一-ノー1■【----′一帖-＼一-ノ･･--＼一L一--､一一一･一-＼一-ノ･･‾【-､-一■一一‾-､一--1■-一肌

叫1

■関西電力株式会社大和線納

全トランジスタ式キャリヤリレー装置完成

′心力系統び川り御帆創立祢fは,】l巡J=如‾)軌､〉二‾発達して,･ニラけンふJ二

い､特J主ほ赤む丘のノi_にJ′･技術の碑人一二ふり.これゾ_〕代プ主として∴ヒトラ

ンシ'1タの‡采J二lけ;あ:十J)れる

i‾に′二弓削′ド所では,二れ〔〕〟つ動きに刈一処するたふ′J,【け絹l‾139咋上り約

2イト州,快!西電力科二式台杜へ全トランジスメ式キヤりヤリレ一ハふt

什セット如､ナちj基J人舷重な別J也,祁夷を子‾ノーなってきたこけj描け.言′巳

〟〕られて,関内電ノブ株式会什大和触(掛にSS∴東.畑ニSS-‾大川SS抑

77kV近在線朋キャリヤりレ一生ヒ‾揖ノンこのほど一右瓜 納入Lた

州主としては.動作IL川‾】は従来Jl:トノ4サイク′ンに対L,2サイ

ケ･･L-とな.--,で㌢ゴり,‾郎友除+_二〟〕フ㌔仁一-ドア･ノブノウ∴二せる小形コン

パケIlになり髄加数は､†乞分にな-,た 一汁器j】j射7二:若き､変流講:け)i■F脚

VAは従来ノー1/4-･1/10になノー,た -割朋巨シりコントランジス川J

他州により､一10℃､十5n℃ぴつ縦畦矧J附て似lトコきる

一心七､ソトは-1三リレーー,キャリヤセット､その他なすべてトニランジ

■交流電気機関車に初めて回生制動採用

サイリスク式ED94形交流電気機関車完成

Jl川＼小満己電化されている+奥小一本線(細島-一木州川)はl†〃和143叶

僅から交耗電化に切り換か:)れる∫〕＼二の｢祁りに33:}乙r､というユ∴'う

t附■ふるた〟)､交ナ新宅災機日掛卜にj)仰+巌初の交流HノLこ制動をf采川

L.た-りリスプ式ED94けき女流苗1も機関小1‾l､ニレつこまど11立替圭什巾

▼･ニー11叶ノ■亡成Lた

この機｢馴iほ棚妙ノ丁)33ライ`卜りこう附不二l川′･二'小トJスタンさrT

-タ運転し,主電動機で発電された電力を±一仁焚‖一三ミモ:‡を介し三架

線に道輸送する力式のものである

特良としてほ大容鼠島耐圧のサイリスタを採用し,力行帖

はそのゲート湖寺跡･こよる直流電圧連続制御を行ない,回生制

動時は主サイリスタをインバータ運転し,主電動磯の界磁は

界磁用サイリスクiこよる電流連続制御を行ない,従来の交流

車両にみられたタップ切換器をやめ主回路の無接点化な図る

とともに,無接点制御装置を大幅に採用し,制御装置の保守

の簡易化,信索副生の向上を因っている｡

また,雪害防止を目的として従来屋上に設置されていた空

気遮断器,新路器,主ヒューズ,計器用変圧器などの20kV

機器を室内に移し,主変圧器の上にぎ装し,冬期には主サイ

リスタ,平滑リアクトルの冷却風を室内循還させ,市側エア

-′､ソ化L7∴ ′て1｡ノ】tに㌻i｢1-:)ム主糾し■1-jリ=化r‖卜
純丸1l;卜±1‾ヒ忙Lて

十+‾1′ぃた■矧■l【'-‾二ふ-1:)

ノ～一£ム.現在十‾ニーに常プミ.i妙1日ミニこよい一二,て_い),=+■仁の技祢仙】∫吃-7ミ士

Lてj∴､にけl‾†さノトている

【て†3 1てトニ)∵ニノ･㌔て～人キヤ:･〕ンーノシヒ粁

‾′ノ L
ソから一+イレつf上人を机■11∴している

さレニ_Jに小l雛†車の軸屯可変装掟により粘着特性の什Lをl酢),応

仙托矧琵を.i貨･:十,l恥巨l-一刻こ】fにおけるブレーキカを一止に休つよう

､二しノてある

二rゴもな仕様として川途は客貨l酎F卜:･,電七乙方式は単相交流50c/s

201くⅤ,運転割前車鼓は80t,軸配置はB-2-B,中･体､jせほ16,800

(J主さ)×3,580(高さ1×2,別)0川副mmである

機朴帥ミ能としてほ1=朋ン⊥析出力は1,900kW,11即日定格速度

∴ヒ49km/■h,最高速度は100km/hである=

図4 サイリスタ式

∬94-

ED94形交流電気横間申
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■国産1号電解フェースカッタ研削盤完成

什ゝ丁7湖作所▼･:､は.二川まど電解研棚掟シり一小ト一環とLて,才｢

∴･1司ノ‡紬プの苗解フェーフ､一勺､ソタ研削解(Gl'F-ニ弓OnSこ川手けし･･ノ■亡叱抹

ノ(二川二F小‾噸別所じ-と二1二場/､納入した

城端三ノ(形船抑ハスクリ｢一加‾卜に占土.ノI胡如-′∴一1十･ノ7′シ‖jいて

り川l几ていたニ′∴加_l二Ir柚抑大き･:辿続卿jけろた上ノ)∴∴′ト ニて7∴′

椀敷こ一口f桝l■LiりL一子王換十る必安かあったこしりためフエー一丁八プトソ_ノ～1ごL

碓ヰ三`-1二 綽剤勺に しかも対先のR桝捌を辿続的にてきる抑j雌

J･､､食止されていたが.子′､〔一七この椎の機械+ヒ約.7､(1什)に∫打ぃていJ÷二

1∴)∴∴七【市てあった

L-かしこの機械は機械的研削てあるたJ).了か声ノ川(

/し工★rヤモンド伯了てrハi■1りJ耗～L‾/こき･こ‾‾1＼緯柄‾∴をい_〕た

これトニー)しつ･i､f芯･んな･半に解拭し7二しりユウニl二卜､■_′二甘解フニⅠ一.--スートノ_川｢

iLjl慨】二あり,即巨第1号機であるげかりて･･な∴1一寸附-,】卜としてはEりニ

ソト千人主初の機械であろ

心機は′･左解法による研捌であるた礼 帆【j雌串は機械的附jりしっ数

†㍍研捌割れを起こし∴つすいP種の榔蛮力ッタても1l旦に0.3m】--レさ-一

軒主ちJl∴:､きる)ダーrヤモンド破了了レ州別亡はf′■仁米機の1ノ･′′511下一.丁

･与J･二〇1てと∴‾1′jした特長1.1二打Lていセニ
また研ft川できるカ､リセ繕ほ

1()0＼3川)111111ケ)▼‾･二'刃先ノー)ニノ【ご仝な火付｢捌も連続仙こかイ～f妨∴一二∴きノ:･.,

土いI)杓巴左･もち,電解電源はDClO＼J､3()OA-一二､ある

/｢子安,汎用機梓として終1芸界へ√㍉≠,竣ノ･･り打糾されていろ

阿5 領二解フェースートソタ研削類誌

暮N形シリーズローヘッド形ホイスト新発売

Ir立箋引′卜所はl】仰+4〔)年よリN形シリー-スとLで汁油形二｢ゴよひ々･

ナ+Lレーーー′L形㌻トイストを発ノノれノ.航恨博しノているカこ,このたび,

1トー/､＼･ソド形ホ′†スト封桐発､5月巾†lノより発シヒ訓舶台した この

7二一へ1ソド形は天井が低･:て,しかも荷物をできるたけ.1:ごi∴とミードな

くナjしこごならないような場所に最適である

特士主としてほ,N井きシり一ズの牛は-‾･:ニある減速ギヤ古I;をドラム

付二収糸札 コーンモートノL コーンブレーキの採用で,小形化.軽

七L化に成功.また.Ⅰピーームの穀小屈曲半径が今までttりもさらに

小さ､-くなり,エビ【ム‾卜佃とフックの臥ヒ位霞までの距離(H寸法)

こエーー▲段と短鮒されたトロリも走行性能ほガイドローラ案内に｡=)

‾‾イ貨と向+二し,Ⅰビーム∴中輪の摩耗が少なくなったなどである.=

川途としては,l-1動中⊥場でボディの運搬,印刷工場でロール紙

の運搬などの用途にその機能を十分発押する.

機種は,500kg,1t､2t,3tの4撥種で,トロリほ手抑トロ

,鎖動トロり,`竜動トロリの3硬かある_

÷ 日立スイッチ展示車完成

二のほと什一絹望作所てく∴ 各種スでい′チの′卜娯ホよか､､心川)ト_

Lて見ていただ･:ことにr=,1ム･て′7.f安風こPIトトィ:川什つ,∴｢､ソ

ナ仰l‾】の披ホ申を鮒乍した

止むJミ中には8血ソ〕′こネ′しiこより∴卜巨槌l拉惜散
じューー1∴ノ=トー退

仰掛ヒどを分類展ホし･また中内こくよスべ7-ハネ′しフ主･馴1･ルと､史二

に･虹じて娯示品の射如∴さきるととも亡･ニ,電磁脚椚…拇どほ植々Lり

動作むさせることがてきるしまた獅こ1･,■汁礼工具,舶右類も搭載

し,見ていただくだけでなくビフォ7-1トビス,アフ…一-ビスか

十分できるようになっている｡

娯示品ほ,電磁開閉孔電磁接触器,補助電磁接触乳 サーマル

図6 N形シリ【エペ

ローーヘッド形∴:てナスト
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脊_j卓
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喜二

L､三17 fl古二八イ･ソナな-きホ中
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＼-し--,ヒュー･-ズフリー遮断器,州しホンン1丁ソ＋､ノミホ灯.‾ノ

ブートフり-スイ･ソチ,K形スト′子
Jミ､ソトス ト′チ､l′】動1

ン_ナノし タスケー一夕. 7
′-､′

ミセ､ソ1り し一､パ■ト∴Jし一1[

二∴二ある

申の什様は､総排気呈1β00cc,糠l貨j バこ～乍ブ｢ノりン､乗車ン工員

:1γ.い扶4,69nり､長さ1Xl,69(1(幅)×1.99()佃jさ)mnl一:､ある

一 日立換気扇25cm新形発売

一般家庭川の換太鼠占;磐ほ年々ユ､激な伸びをノJ七していろ =二′湖

作仰が咋iFシー上りfl_ルたチラ1ソクスタイプの換気扇は､デザrンしJ)ス

て-一トさ,抽除カこら･二な独=の分解梢造でニノ(変好評を博しているプ1■こ･

二れドノーハ特長をさらiこシり一ズ化し.25c111のスタンダード′ソイゾ

として,UA-257(l′1動シ十･ソソ)､UL-256(連動シー1･いノクー〉

刀2横棒を追加発う!上した

_rゴもな特技としては次J)と.ざ-Jり〉′:､ある

Ll)つまみ‾をゆるム7)るた汁でウノノニー.二川浪はもち〔〕んし-1

こと,姑も汚れるシートソタ部から塙知祁分ま｢ニほずすこと

ニウニてせ.それぞれまる沈ができる二

12)･収の換包(左石に比らべ非′】恥二沸いレり‾∴ 蝿にほと′ん

と-‾一体に調和するスて-トな外観てある
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