
ー■■Ⅷ≧

柳城性‥lノー払屯も才′′～一一∬ 一〟

日立=.ユース

■中部電力株式会社高根舞1発電所納

大容量斜流ポンプ水車および発電電動機完成

口上製作所では,このほど世非巌 )斜流ホンゾ水中として

斯界の注臼を集めていた中部`電力株式会社高根第1発唱仰刊88,000

kW,斜流ホンブ水中1チトbよび100,000kVA発電電動機1台をl二】

立製作所[1立工場てミ完成L,ニー1二会試験を無事1ヒ了L′たL-.

本駿は中部電ノブ株式会iLが木曽川の支流益江川l水私 恨阜坑㌔大町

郡高根村に建設中の地下式揚水発掘所に据え付けFフれるもので,ご†

計4子†のうち口丁戸二■製作所ノうー二2ナナ受托したものの1f-=トウある｡

斜流ポンプ水中とLてこ三､スへイ ン Valdecanas た電所82,n()O

kWをしのく､世非伝七容一畳搬であり.また滞差損手【†き∴ムいても137

mと,口立製rF所二うーさきこ納入した仰叶竜ノブ株プしヱてFl二蔭､卜発電所の

941Tlを越える記録ぷlノニ､ある一

本機の製作に当た一､てこ三,遡上のこ没一汁∴如作した維粗 迎転`■+ご去1上】モ

国1 88､0001くW,277rpmポンプ水中

臨彗ぢ8村税モ哉頼 き_き警!至.､ 細11址まr7｢潜ぎ沖▼1脚¶∴で∴-..-′卿｡▲.叫

に加えて,性能ふ〔騒,一Jご松帆試駈,ノ′'亡全件性試験,仙郎州卜試験,

起動ト′Lク測止,艮ドラフトチューブの研免 ランナブレード拭作

試験および糾郎の卦度.江し験など,什能,構造,制御の終佃にわたっ

て幾多の給付研プヒを_束ね,拳法作したものである｡

発電電動触ほ, Lてほ回転数が高く,また斜流ホンフ

‾4(軒こ和本i?されるため無拘加速度が193%と高く,小二径に比べて作

の高い楼伐とな一つている･-.設計に､■1たっては終部の剛性.回転系の

振動解析∴ltilll受の矧生,性根謂プ亡の決)上などに電r一計筒隣による解

析か折り込まれている-.

なお,斜坑ホンプ水巾,紆㌫′lに動機とも27仁一=ほまもなく+二場完

収予従で,適転Fi桝台ほ仰卿44午である.ノ

卜〈Ⅰ2 100,0〔)01くVA/97,700kW,277rpnl,13.2kV発電電動較

1 日本国有鉄道納車両用真空遮断器完成

日立製rF所でこエ,日本国右鉄道約 交沈車両用三宅′∠こ㌧遮晰詩話CB901

形24kV,300A,100MVA.bよぴCB902形30kV､200A,100MVA

をあいついで完成した._.

CB902形真空達郎器こ王,ごl■子来の新幹線程中二用をi二t慄に軽量化とメ

ンテナンスフ】j【をねらって製作されたもので,従来のCB200形

?巨気遮断器に代わり.すてこ新幹線′■_這巾に組ふ込まれて長期試問さ

jLている｡､

CB901形は上古蛸望品亡り姉妹詣で,CBlO3D形空1t遮断器に代わ

F)ED77901(もとED93ノ 形電▲気機関車に射み込まれ使川さかて

いるL｡

二日もな特長は,晰路一触う;不要■‾′:∴ 式も必要とし

く,またし､んあい-､～湿気などの影響を受けないので下人れが不要で

ある.｡消弧能力が人きく,アーク時間は0.7Hz以内▼?ある｢っ遮断暗

こ空気遮断器のような高音を発しない｢

ないので構造が簡潔となり.垂呈も同種の空気姐析器の60､70プ占′‾チ

ある｡t接点ほ,丁-ク時間カ､こ妃lて酸化されないのでげj束L量か少な
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t琶‡3 咋両用真牛越断旨旨"CB-902形”
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1大同酸素株式会社納

全量液酸採取(1,750Nm3/h)TO-Lプラント 完成

日立製作所では,このほど大同酸素株式会什千柴1二場に小口三液化

回路利用による全量液酸採取1,750Nm:ソh TO-Lプラント(,Ton-

nage Oxygen Plant-Liqtlid)を納人し,榎秀な十朋巨をも/,て順調

に操作中である｡

本プラントは液酸プラント‾ごあるが,従来の高址方式とは異なr),

全低圧空気分離装賢と中止液化回路を糾見合わせ,液採取およびプ

ラント全体の寒冷を高効率の動力回収中圧膨張タービンにより神佑

し,製品の全量を液体で搾取可台臥ヒ世界的にも瞥亘のない斯Lい方式

のプラントである｡

また,本プラントには,不純物30､50ppm以下という高純度の

液体アルゴンを採取する装F霞がl勺蔵されて心り,高純液7ノしゴン搾

取プラントとLても注｢]されているこ､

おもな特長ほ液化回路設術の巌副‡二刀ほ25kg/cn12gであり,従

来の液酸採取プラントの拙作圧力180～200kg/cm2gにくらべ非常

に低く,このため圧縮機にターボ形の遠心圧縮際が採用でき,往復

動の膨張エンジンに代わる中江膨張タービンの採用とあいまってす

べて回転式の棟械となるため,従来方式の3～6個月の連続運転に比

べ,1年以上の長期連続運転が可能である｡寒冷発生源としては,

23kg/cm2gから5kg/cm2gに断熱膨張させる膨張タービンを使用

している｡本タービンは特に液化ガス製造のために桝発された巾圧

図4 1,750Nn13/ノh TO-Lプラント

膨張タービンで容量的に記録品であり,動力回収もできるので製造

動力原単位が低くなる｡この方式は,装置の容量が大きくなるほど

有利となり,最近需要の出てきている10,000Nm注/hに及ぷ大容量

の液酸採取プラントに対する足がかりとして,本プラントの方式お

よび国際低温学会でも賞賛された高効率の膨張タービンの実績は高

く評価されている｡原料,空包沖の水分･炭酸ガスの除去は,熱交

換器における低温凍結法による除去法であるため,従来のようにゲ

ルとかカセイソーダなどの消耗副資材が全く不要で取り扱いも簡便

である｡

■帝人油化株式会社徳山工場納

パラキシレンプラント用大形蒸溜塔4茎稼働開始

帝人油化株式会社徳l_1_1工場に建設されたパラキシレンプラント

ほ,順調に稼働中である｡このプラン′トの主要品である蒸溜執も

日立製作所より納入したもので,巾径4.5m∴≠占さ70m,前景300

t/基というわが国では記録的な人形品である｡

この大形蒸溜執土,丁場で一体完成品とLて海路輸送を行ない,

従来の胴体現地溶接方式を取りやめたものである､,この作業はわが

国では最初の試見で業界注Ilの的であったが,あらゆる困難を克服

し海路輸送,現地での水切り作業,建設作業などを行ない,製品精

度の向上,据付期間の火幅短雛か了り▲能となった｡

またこの蒸溜塔4基は,拙付面椚の雛少.ブラソトフォ∽ムの合

理的な配置,さらに各坊の威圧純血などのl;仙のたが),独臼の連結

方式を採用Lた共通架f}で紙ばれているが,令状の熱膨張の差に対

する配慮および地㌫や夙に対する耐振対策もたてられている｡

1日本国有鉄道納ED78形交流電気機関車完成

日立‾製作所では,このほどサイりスタ式交耐_叫二1三制動与ヒ剛寸ED

78形交流電気機関申9両を完成Lた‥この機l粁車は現在和流区間で

ある福島一米沢間,山形一作.並間の交流一石イヒおよび米沢一山形間の

交流電化が本年10月に二応成されるのをまって.この線区用として用

いられる｡

ED78形交流電試供関中二ほ,昭和42fi二2‖に11立製作所水了‾=†工場

が納入した試作ED94形電気機関中二を去〔礎とした量産車で,左壬当地

区および軽軸垂線区への適用を考慮した甜生能隙間車である｡

おもな特長は33ヲも(∫急こう配線に揃え,→トイリスタ式インバータ逆

ー98-

図5 パラキシ

プラント用

大形蒸留塔

図6 ED78形交流電気機関車
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転による交流回生ブレーキ装置を装備し,EF71形を補機として垂

連総括制御ができる｡主サイリスタの制御方式は新たに開発した非

対称制御方式を採用した｡軸垂可変方式を採用し,14t線区の仙山

線にもはいることができ,こう配での停留時の保安装置として,主

電動棟の電機子短絡ブレーキ装置および列車転勤防止装置を装備し

た｡特高畷器の室内設置,寺内循環送風方式の採用および空気プレ

ーキ部品の抹温など耐寒耐雪構造を強化Lたなどである｡

おもな仕様は,電気方式は単相交流50Iiz,20kV,検閲車重量は

81.5t,軸配匠はBo-2-B｡,機関車寸法は17,900×2,800×3,828mm

(長さ×幅×高さ)である｡

械関中性能としてほ,1時間定格出力は1,900kW,1時間定格

速度は49.1km/b,最高運転速度は100km/hである｡

■ 日立TS15トラクタショベル発売

l二1立製作所では,純国産技術によr)日本の国土に最も適合した日

立TS15トラクタショベルを完成し,7月2｢Jより発売した｡本棟

ほすでに2,000子i以Lの納入実績をもつTSO9トラクタショベルの

経験を生かLて設計製作されたニューモデルで,大きな作業能力と

卓越した耐久性をもつ経済車である｡

厳しい耐久テストと特に作業条件の過酷な現場を選定して,長時

間の実作業テスト結果もフルに反映し,製品化されたもので,重量

15t,バケット容量1.6m3,エンジンHl力110PSの垂作業用トラク

タショベルである｡

そのおもな特長ほ8tダンプにもマッチングよく3回で后み込

め,rF業量が大きい｡エンジンほ長期にわたって安定した燃焼性能

をもち,作業時の燃焼消費が少ない_-_ ノ⊥まわF)にはトラックシール

を採用し,特殊な熱処理を施したシューなどで耐久性にすぐれ,終

減速は2段で大きな減速比を取り動力伝達系統はきわめてじょうぷ

である｡レ/ミ一棟は長時間の遵転にも疲れない合理的な配置で,ク

ッショソのよいシートはオペレータの体に合わせて調節でき,連転

が楽である｡油圧トラックアジ･ヤスタ,無給脂バケットピンなどを

採用しているので日常整備も楽である｡キックアウト,ノミヶットポ

ジショナにより掘削,ダンプ作業が楽で,しかもサイクルタイムか

短縮されるので作業能率が上がる｡

図7 日立TS15トラクタショベル

■キャッスルシリーズ2機種発売

ESP手法による音rFりで好評の目立ステレオキャッスルシリー

ズに,現在お客さまに最も好評のセ/ミレート形ステレオ2機種を発

売,機種構成がさらに充実した｡

DPK-11(エジンバラ11)ほ日立製作所の誇るシリコントランジ

スタをふんだんに使い,超高域までひずみの少ない,余裕のある大

出力50Wを得ている｡特にこの出力回路は実用新案出願中のもの

でたいへん安元三である｡本放送を今秋に控え,FMチューナには超

高感度(OdB/500mW)のものを内蔵し電波状況の悪い地域でもS/N

のよい放送が楽しめる｡FMステレオアダプタは純電子式自動切換

でしかもステレオ放送であっても雑音が多く,モノラルで再生した

ほうがよい場合にはモノラルで再生する｡これが日立特許のマルチ

マチックである｡さらにFMチューナの感度をあげると,局と局と

の間での雑音も耳ざわりになるがミューティノダ回路によりこの雑

音を除去Lている｡

プレヤーにはシリコンゴムのエンドレスベルトによるダブルベ′し

トドライブのオートプレヤーを採用し,モートルの振動による雑音

を除いている｡さらに大形30cmターンテーブルによるフライホイ

ール効果により,安定した回転とS/Nのよい演奏を楽Lめる｡ニの

プレヤーは速度切換機構にニュートラルの位置を設けベルトを快諾

し,さらに50,00Hzと簡単に切り換えられる(以上2件実用新案

出願中)｡

スピーカにほプリ【エッジ(ウーハー,スコ【カー)とニトーント

ウイータによる3ウェイスピーカシステムであり,/ミスレフ形キャ

ビネットとあいまって,低音から高音までバランスのとれた,のぴ

のよい音が特長である｡

そのほかハイコソプライアンスムービングマグネット形カートリ

ッジスクラッチフィルタ,ランプルフィルタ,ブラックダイアル,

ステレオテープデッキが組込可能である(現金正価115,000｢T])｡

図8 日立ステレオDPK-11"エジンバラ11”(左)と

日立ステレオDPK-50"バートソ”(右)
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DPK-50(バートン)ほ,オールトランジスタのセパ

レートステレオで,出力24Wを得ている｡スピーカ

にほ20cmフリーエッジ,6.5cmの本格的2ウェイス

ピーカシステムでキャビネットは密閉形である｡FM

チューナには高感度のものを採用しFMステレオアダ

プタを内蔵した｡プレヤーは大形25cmターンテーブ

ルと4極シンクロナスモートルにより安定した演奏を

行なう｡

そのほかDIN規格録音再生端子,ヘッド+1ン端子な

ども完隔し,家庭用ステレオとLてすべての条件を備

えている(現金jE佃i62,300円)｡
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■和風照明器具の決定版

リングライト"伝統美シリーズ第2弾”新発売

R革製作所では,伝統美シリーズの第2弾としてこのほど13機種

の新製品を発売したこ

昨年6月に発売した伝統美シリーズ第1弾は,業界で初♂)て採用

したRF樹脂(低発泡スチロー′り によりすく､､れた品質,豪華なデ

ザインが得られ,全国各地で爆発的な売れ行きをホLている⊂.この

ほど発売した13機種の新製品にもこのRF樹脂を採用しているが,

今回は特に伝統ある漆塗F)Jこ咽きりの手法をふんだんに取り入れて,

豪華な中にも気品のある美しさを一段と強調Lている._-ノ

特長ほ,RF樹桁を掠用Lて美しい木質感を再現するとともに,

悪弊
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･ニ務鼠表去雌･萱璽主--

｢島度な彫りの手法を取り人れて格調高いデザインにしたこと,全機

種,本体とセードが簡単に取りはずせ,さらにセードはザブ洗いが

て■きるので,掃除,手入れに手間がかからない(全機種防塵処理仕

上),高照度設計でほ走評のある目立独白のペア設計を採用して,光

のむだがなくソフトな光が得られるなどである｡第2弾にほさらに

埠り(春慶塗り,古代塗り)が加わって,豪華さが一段と強調された

こと,白熱灯本体(ポールランプ60W3灯用)により高照度器具を

口熱灯としても使用できるなどが新しく加えられた特長である｡.

k統美シリーズほこの第2弼の完成で,30Wから180Wまで25

機種,61品種がそろって,あらゆる用途,好みに妃こじられるだけで

なl∴‾‾和風照明器具の決定版+としての不動の体制が整ったわけで

ある.-.
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数々の技術的経済的利点を持つ‥1自_流送電”は,1954年スエー一子

ン･ゴヅトランド島において初めて二丈施さjl,現在すでに,世界一各
円にこおいて十指に余る計両が実現をん,もしくは建設が進めらjtて

いる丁 わが国でほ,1965年佐久間周波数変換所が建設さjlるに至r)

+女ためて直流送電技術の有用性が見直さjlつつある.二

‾▼直流送電用10kVサイリスタ変換装置+では,日立製作所が昨

･てト､わが国で初めて開発したサイリスタ多数個直列接続による高電
圧サイリスタ変換装置(10kV800kW)の研究設備概要と試験紙

果.さらに高電圧変換′器の問題点を述べているこ)

i斤流送電を対象とした``超高圧大容量サイリスタ変換装置”実召1
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･ノつ∫り能性が大きくフロー1＼､フツリさ.､～1つつこちる力ま在,一読に低いす

る論･丈とノ′二〔ろ▲1-

◎

本り`は,【】立独白の比延縫製作技術げ)粋を各所に.附起した高件能

う▲つノこ規快打娃設備 ‾八幡一製紙株式台杜封拝製鉄所納 5スタ ンド

ウノ▼7‾ムコ】ノしiミ′ヒ_一糾心こ･ヒ1上製抑所の圧延繚用電気設備

こ倒する研究収果を 陀社任用電動機の進歩.i‾比延二[村における

など5編を鴛王乱 Il三妊機用′iE気設備特集 とした-

結構f王延川電動依の開発.サイリスタの電流容量解析,各種圧延

;言せ備の口動制御の問題点およCご計‡ラニ樅制御の応川とその効果など,

放々の新技術を紹介している

各種電気制御装置,自動化機器の精度および信較度向上,さらに

コンヒューータの導入とますます‾大形,高性能化を要求さj-Lるときに
至･■).11J柏二を得た意義ある論文集といえようこ1

◎

巻頭の一`衣 一言には,八幡製鉄株式会社 堺製鉄所長 工′芋博士

爪出喜三氏より,圧延用電気設備の発展の歴史と本電気設備に閲し

電機メーカ【への研究課題をとかれた｢圧延用電気設備の発達に想

う_:と題する玉稿をいただいた.二､

掛･こ,本誌のために稿を早さJlたご好意に対し,厚くお礼を申L

あミずる次第である.二.
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