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■ 日立F150トラッククレーン 発売

日立製作所はこのほど.最ノこつり上村垂37tのF15〔=､ラックク

レーンを発売Lたこ 木幡(よ,通報荷役ぶよび埋設業界て,近年ます

ます要望の高まった荷役の重量化,建設作業の高揚程化ここたえた

もので,従来の35t級トラッククレーンより,つり上能力.最長ブ

ーム長さにおいて,一段と十ノ∴手tたもしつで今後業界を…ニードするこ

とが期待される.二

このトラッククレーン･こよ最プこつr)L二千モーメント140t-m.最長7

-ム長さは59nl(ジブナーム含乙､､,て従来の35tクラストラックク

レーンを大幅に上回った性能を持っており.より大きな荷重をより

高くつり上ニデることかできるので埋築,プラント建設たどに威力を

発揮するっ ブームは軽量強力た高吏カバイプ構造しつピンジョイント

式で分解,組立が迅速容易にてきる二 高荷重円ポー′し式米回輪,フ

リクション式ブーム降下装臥 キヤ関取よすべて油槽入りを採用す

るなど,操作が円滑.安全,確実て.運転,保守か容易てあるこ作業

速度は高低の2段あこ),クレーン用ニンジ′ン102PS,キヤ≡Jヤ用ニ

ンジン175PS,最高走行速畦45k町′ノh,全装荷重量35t r8m基準

ブーム付き)である▼ また7クッキノントとLて,水平引込式の建

築用タワークレーンおよび埠頭臥タワークレーンもあfフ､用途か仁

い｡さらにオプションとして標準作業速度の1＼2惜しつハナスピー

ド形もあキ)港湾荷役たどの高速作業こ好適である｡

筋懲‾零
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団3 日立F150トラッククレーン

■2段圧縮HHC冷凍機完成

日立製作所でこ三.二′√)ご烹ご105mm2声望た籠H九′IC冷凍軽を`右萌

した｡最近の傾向とLて食品の冷蔵,冷凍こ要求さ.うLる混在ほ,ま

すます低温となってきて二㌻ゴご).二の要丸二二たえて,従来の低段側

圧縮撒と高段側圧絹枝を配管て組入合わせる2段壁縮方式から,新

たに1台の圧縮綴で2段圧縮てきる105mm2段H九′IC冷凍綴とな

った｡

この新基点冷凍依のおもな仕様とLでは.1台のクランクナースを

低段側6気筒,高段側2気筒に仕切り,回転数を800rpnlよF)1,50〔p

rpmまで変えることにより.それぞれ所要の冷凍能力を得ることカニ

でき,一30℃から-60℃の低温を保持するようにな〔ている二 容

量調整こまr′!1動式て5(〕,100%か得られる‥

したがって蒸発温度のきわめて低い冷凍倉嘩,冷凍漁船,あるい

は化学プラントたどに使用して,最も効率的な運転カ∴コき.また冷

媒ほR-22,7ンモニ7力こ一部の部品を交換するの九っ使用できる

こと,さらこ低段側圧縮使と高段側圧桁機とかちなる従来のものに

比較して,重量､据付面積とも大幅二軽減され,配管工事も簡単に

たり,駆動方式もⅤべ′ント掛,直結いずれも可能で,取り扱いは非

常に容易こなったことなど多くの特長をもっている二.

魚類,肉煩.果実の急速凍結に最適で,コー′しド子ニーンをささ

アニるにふさわしい2段圧縮HMC冷凍機,また化学プラントにな･:

てはならないHれIC冷凍性として.いま日立105mm2段圧縮HMC

冷凍機は各地で好評を得ている.二

主磨′

図4 日立105mm2段圧縮HMC冷凍機
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■卓上用小形クリーンベンチおよび

大形エアーシャワー装置発売

日立製作所では各種ク:ご一ンベンチ.クリーンー■し-エ,グ ′-ン

ボックスたごを販売している7∴ 二れら無垂∠.てん)･無菌装置(ノニーー

環として,時計,カメラ,測定綬若∴電子部品なごの精雷工業向汁

に適した卓上嗣小形クしノーンベンチⅠく加■ⅠⅤ【72〔)形±ニ7一七=テ

ン,エアージェット両同形の本格的ノこ形二丁-シャワー装置PCJ-

800S形の二機軽を発売した⊃

<卓上用小形クリーンベンチK丸Ⅰ＼r-72()形>

準高性能フィノンタを使っているつ｢,範垂効率こ土1.′-!U+二レフ〕粒子

で90%一,5.〃以上でこよ99.99%.巨ミニ見えるこ皇こi■1∴こ1()0㌔確二〕三こと

らえて製品の信頼性の向上,歩=_ヒーま()の向上こ役立っているこ

卓上形たので従来の作業工程を安土すこ捷ノー土.またコンペ7ラ′r

ソに組長込んての使用もつき,手二√)た柵格たL･つて.もまr_)設栴賀む

要しないたごの特長を持っている二

<大形ニ7-シャワー装置PCJ-8()OS咋タ>･

エアーシナワ一とはク;ノーン･･ニーエ(無唾･無｢符ヰi盲しつ入‖こ取り

付け,部堅ここまt.､る人間Jヲ詔;品こ弓亘ミれヒシ'ニットニ丁-をワノニき付け

付いた垂挨･子爵を吹きす胤ごL除去する装経で.あるニ ノ身許:まヲこ稚から

下に向かって空気を吹き出Lニ丁一ヤーテンとLてクリーンノンーム

内外の空気の流通を速断Lているニ

メインフイ′ンクには準高性能▼7イ′ンクを捷し･,左右12個所すつ計

24個のノズ′ンから吹出風速杓3〔〉111ノ秒･ノ〕強力セノニ､･ナトニT-を吹

き付けるのて短時間で除塾,除甫.う､てきる二

本ユニ､∴-∴丈クリーン′ニー∴rブ〕フ､1+に置二た･こ十て荷車ニュ7-シ

ャワー巷∈置を作れ,またフ､｢1レつ狭い場合にミ£分解搬ス∴1二できるし?て

設置が非常に容易である=

知人N触

卜

同5 車卜用′ト形クリーンベンチKMV-72仁岬チ

l_'対6 大形エアー-シ1･11-装置PCJ-800S什イ

1250kg日立J形ホイスト 発売

日立製作所では,現在のy形ナイストニ加ぇて.′ト秒つ2501(gの

J形ホイ′1=ロープ式)を発売Lた二

現在各方面′つ荷役作業の合理化が強力に押L進めら九ている/}こ,

従来の市販されている小形ホイストの椀種て適当な製品ほ少なかっ

た｡

J形ホイストはこの要求を満足すべ･∴ 種々の検討を加え設計さ

れている.= すなわち,設備取付費を安くし多種多様の場所で使える

ようi･こ減速ギヤーをドラム内蔵±し.軽量小形化L′たっ

さらに合理化の要求にこたえて,このクラスの枚種としては最高

の巻上速度6.1m/minを有しまたたれても容易にかつ安全に使岡

できるように道相取付防止,過巻上防止のための3重りミットスナ

ッチと回路を採用している｡

さらに巻上本体の給油不要,グリースアップも1個所として陳`.1て

の簡易化を因っており,加えて過荷重防止装置と長寿命のコーンブ

レーキを装備して確実な安全対策を施している.｡

三次産業にも最近は荷役作業の軽掛こよる労働条件の改善,作業

の合理化のために小形ホイストが進出Lているユう､こ,この動向には対

処できるように騒音も極力小さくしてあり,食旦,ビ′しのリフトに

も利用できる｡

-95-

図7 250kg日立J形ホイスト
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おもなLL軌 容量こニ250kg､揚程は6.1nl,巻上速乾く60Hz‾丁〉三ま

10m′･･＼minl12∴トロ:′;-の克行速度(60Hz〕こま21m/minL25.･て,

モートノン出力(60Hz)こ王巻_LO.5lくⅥr〔′0.6二〉,走行0.05kⅥアド同軌て

■ 日本国有鉄道納 3電気方式採用の

EF81形交直両用電気機関車完成

こ√二】ほど同主軸如うEF81形交直雨間電気楼関草ニシュ完或した‥

ニ(つ機関車は.大阪から日本海側に沿って北搾,信越,称睡ヰこ確

を結び青森こ至る裏日本縦買用とLて製作した,わう+国初めてカニ;

電気方式較阻季て引き続き18両製作中てある′

3電気方式.とこよ.大阪一米原問心流拝聞をi三し丸 北梅本駄二二二≡

流60Hz,2〔)k17,信越本線は‾E【:】二流1.500Vr互｢乱 ま7二ニトj越本絹.三三

流50Hz,2〔IkVと3憧類の◆■王1(方式区!;号jを通過てきるこうこ.壬F主計

さ_ゎた機関車てあるニ

セL出力の本格的交直流3電気方式電気校閲車を詩才f重量に椛ムミ)ろ

ため各所ノう⊥新L一二設計され.車体の長さも17.8m.車体幅2.9r】1,

重量100.8tと近年の国鉄電気横関車では最大級で,1げ′ノ00勾配･:二

うばい)裸区て1,200tをこナん引でき,最高速度も115kmノ′ごhと毒

気校閲草としては高速性能にもす･て､､jtたものである∵

二日もな特長とLてふ 豪雪地帯で使用するた凸う耐寒耐雪をL'】うう

ぷん考懸L,パンタグラフ以外の屋上特高正殿器は室内に装低する

とともに電気連結器,ア巨制部品,砂まき器などにじ-タを取i=す三十

ているこ 電動送風較などの補綴に直(流電動機を使用すると,交流区

間てほ神殿の整流不良,フラ･ソシュす-/こなどの故障二〕■二発+三L-1干す

いたムゝ 主賓正貨圭乃特性を改善十るとともに,90klrA電動発′iE械

簸

圭ノ乙=最少屈曲羊一瑳.ま1.5nl､■‾E拇-200V,3¢,ぎj∴ヒポ_タン方式,

竜格-30分てある｡

を装備し,十∴■こて一丁袖拭こ三帝 L保守の簡易化も

区って･､､る二 積悶車を小形化十三ため,機器はすべて小形軽量化し,

シ■‾=ン整流器こ三富気位関車としてこ三初めての平形素子油冷方式を

環弔し､制御樅器こ三無接点化を同`/).列車暖房電源にこ三サイリスタ

･･一ンノミーノ,丁を.恥､で､､･る｡粘着性能を向上させるため空気ブレーキ
方式にユニーアな再粘着権道装置を取亡)付けている｡

!■一言もな仕様± 用途こ三客貨両用個蓬編成特急客車･高速

と号韓も含む_J∴右京方式ら三AC2口kV,60Hz･50Hz,DCl,500Vで

三由切換､ま軽加圧区間車上切換方式てある:.

機関車方式とLて.三シ‡J=ン整流器･抵抗制御方式を試用し,連

虹整帖蚤量は1〔瓜8t一軸環16.8t.･一丁ある‥

職間中性能し£1時間淀格出力こ三直流て2,550kW,交流て2,360

ユ1こW､1柑司う主格引張力は直流て19,980kg,交流で18,200kg,1

咋間定格速変は直流て45.7knlh,交流て43km/hて最高許容速度

は115km′√∴hてある二

制御方式ほ抵抗制御,電動槙練合せ制御(.直列･直並列･並列)お

∴ごこ界磁制御方式て･非重連/タイプ■てあるこ.

制御装置iニ抵抗ノミーニ7制御器.界磁制御器を備え単位スイッチ

も肝用L制御回路電圧はACおよJ､ニDClOOV,DC24Vてある｡

粘着対策として軸垂神位､空転険H一泊動ノッチもどL,空転検出

再粘着促進装置を備えている

-′､激

て盛‾､-～簿∴､､"
空至‥〉課‾‾

く･1･¥､

㌢蜜､〉琵
ざミ､j号･､‾､

図8 EF81形交直両用電気検閲草
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■倉敷レイヨン株式会社納12付けT()プラント 完成
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lレーザーカラーテレビの開発に成功

11立製作所では,このほど世界広一大f【1力の3原色レ■一一-りご-を川い

た大画面のカラーテレビジョンを1●亡成,そ叫ii〕光i･こ戌+カL,l榊】】45

年に開かれる万国博覧会にも仙冒けることになノーつた√.
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■新形日立インターホン2機種完成

口立製作所では,年々高まるインターrトン需要増に対処して,新

しいタイプの6.后う用としてTK--600,愛称〈ハイコール6(シック

ス)〉と,1J自)用とLてTK-220.愛称〈ハヤコ【ノし1いブソ)〉の2

機種を発売Lた｡

イ/タ叩㌻11ンは,最近の新Lい′l一三病の合理化の--･環と,会手‾1二,二I二

場などの連絡業務の合理化とい/,た∴つの大きな波に乗って年間

20%以_Lの堅実な伸びをホLているrニノ特に家電分野でほ,作宅設備

買馴寸の一つとして今後大いに期待てきる商品として各社とも一段と

力を入れてきている｢=J

このような中で,l卜l土製作所でほ,従来1へ3斤i川Jを中心にした機

種構成で進めてきたれさらにシェアを払けていくために,多仰臥

菜摘川とLて新たに紳♂〕相打Jセインターホン〈ハイニトーノL〉シリー

ズの2機種を開発した｡

ハイコールシリーズの2機種ほ,いずれも電話と同し､ように手軽

に地謡かできる同時通話方式で,ハイコール6(シックス)ほ,文乍

どおり6局用,ハイコール1(ワン)ほ,1局用となっているっ

6局用ほ,相手を6局まで接続でき,相互式になっているので,

いずれの相手とでも11由に通話ができる｡1局用は,相手1局を接

続でき,2個所問での通話に適Lている｡

この2機種ほ,上述のようにおのおの児なった選局数(回路)にな

._-,ているが,さらにこの巾機種を机み介わせると,親-r式,あるい

昏宅‾宅

凶10 ハr r-一′レ6(シ､ソクス)TK-60()

図11 ′､イコー′11(■7ン)TK-220

ほ相互式と親子式を併用した複合式としても任用できるといった新

しい方式を採用している｡

特に複合式とLた場合は,6ノ1)以上の接続もできるので,巾･小

規模の構内連絡用として適しているり

‥‥･編集後記‥‥‥

最近,直流送電用変換装置をはしめとして,高圧大容量のサイリ

スタ変換装置が要求されるようになった｡高圧大容量サイリスタ変

換装置にパルストランスを用いると,漏えいリアクタンスが増加し,

パルス立上りが悪くなる問題がある｡

l高圧サイリスタ変換装置用/く′レストランス+でほ,この間題に対

し,新しく開発した｢遊尽配置電線を用いたパルストランス∧_+の概

要について述べている｡)またこの開発によって,パルストランスの

絶縁構造が簡単にな√-たことも報告されている｡

◎

コンテナ輸送とは,貨物を一丈規格のコンテナに入れて輸送する

ことにより,輸送費の低減と荷役のスビ【ドアヅ7〉を図る輸送方法

であり,近年海上輸送に盛んにとり入れら九つつある｡

昨年夏,ポ【トランド港iこ完成したコンテナクレーンほ,目立の

1弓一枚であるとともに,日本製コンテナクレーンの7'メリカ向輸と1j

l号機として,輸送革命の一一翼をにな/)て活躍中である｡

｢‾埠頭用コンテナクレーン+でほ,主として本クレーンの構造を

詳述しており,コンテナクレーン設計製作卜,寛重な--一一資料と言え

よう｡
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◎

日立製作所では,世界最大のガスタービンメーカーであるアメリ

カGE社との共同製rF協定により,ガスタービンの製作を行なって

いる｡

日立製作所におけるガスタービン研究技術陣の成果を,l‾ガスター

ビンの動向_=‾ガスタービンの逆転と制御_jなど6編に集録,l‾ガス

タービン特集_j とした｡

ガスタービンの運転に伴う騒音･排気ガス･大気ダストの問題,

産業用として本格的なパッケージ形ガスタービンの開発,ガスター

ビンの運転と制御などに関する技術成果をまとめたものである｡

事業用あるいは産業用発電プラントとして,今後ますます需要が

予想されるときに,時宜を得た論文集であろう〔.)

◎

巻頭を飾る一家一一言らんにほ,東京大学教授工学博士西脇仁一

氏より,ガスタービンの長所を生かした新市場の開拓に,メーカー

がより箭極的iこ努プJされるよう,説かれた｢ガスタービンの発展の

ために_】と題する玉稿を賜わった｡

本誌のために,特に寸暇をさいて稿を早されたご好意に対L,厚

くお礼申Lあげる〔′
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