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中国電力株式会社玉島発電所

納め 第3号機500,000kW

タービン完成

日立‾製作所ではこのほど,高中庄部

を一体とした3車毛構造としては,先

に四国電力株式会社坂出火力発電戸斤に

納入した450,000kWを上まわるわが国

最大容量機500,000kWタービンを工場

完成し,中国電力株式会社玉島発電所

に納入した｡

同発電所の電力は玉島･水島工業地

区に供給されるほか山陽新幹線の電力

にも使用されている｡

おもな仕様

形式:タンデムコンパウンド3車重,

4i充排気形,出力:500,000kW,主蒸

気圧力 246atg,主蒸気子息度および再熱

蒸気温度:5380c,回転数:3,600rpm

おもな特長

(1)従来,このクラスでは4車毛ある

いはクロスコンパウンド形を才采用して

いるが,本機は3車室構造としコンパ

クト化した｡

(2)中庄の1段,2段およぴ5段には

逆クリスマス形ダブテⅥルを採用した｡

(3)-最終段には溶接式シュラウド付の

新形30inブレードを採用した｡

(4)大容量機としては,初の4アドミ

ッションを採用し,部分負荷の効率ア

ップを図った｡

(5)製品の品質管理には日立製作所で

開発したCCS(クリアランス･コント

ロール･システム)により組立期間を

大幅に短縮した｡

亀暫鸞
図l 製作中の500,000kWタービン用ロータ

中国電力株式会社錦町変電所

納め110kV SF6ガス絶縁

開閉装置完成

日立製作所はこのほど,中国電力株

式会社錦町変電所に110kV SF6ガス

絶縁開閉装置の現地据付けを完了し,

去る4月から営業運転にはいった｡

本機器はバンク受電用としてビルの

地下1階に設置され,別室の30MVA

変圧器と直接連結できるよう配置した｡

特に地下に据え付けるため最適ブロッ

クに分苦り搬入し,現地耐圧試験は本伐

にテストプッシングを仮設置して,変

圧器も含めて行なえるよう配慮してあ

る｡本機の設置は,市街地での地下変

電所の代表例として､今後の′受注が期

待される｡なお,同変電所には継続し

て2号機およぴ3号機の増設が発注さ

れる千延である｡

おもな仕様

(1)形式:屋内用(ビル地下1階に設

置)

(2)母線方式:尊母線,柏分離形

(3)回路構成:1受電2回線(ケーブル

接続)バンクー次1回

線(変圧器直結)

(4)定格電圧:120kV

(5)定格電流:1,200A(母線),800A

(バンクー次)

関西電力株式会社糸己の川開閉

所納め 内部冷却形変三充器24台

を完成

日立製作所はこのほど,関西電力株

叫淘

匡13 工場完成した28了.5kV,4′000-2.000/

5A内部冷却形変う充署旨

式会社紀の川開閉所に287.5kV,4,000

-2,000/5A内部冷却形変流器24台を1こ

成,納入した｡

本変i充器は,さきに開発した内部冷

却方式大電流正二立形変流器の最初の製

品であり,その原理は倒立形とは異なI),

一次導体をヘアピン形パイプ斗犬とし,

両脚の肉嘩:をわずかに異ならせておく

と,薄いほうのパイプの発熱が大きい

ため,内部の油が膨張し他脚の油よl)

軽くなr),上昇,循環してパイプ内に

毎秒数センチメ【トルないし十数セン

チメートルの油i克を発生し,これにより

冷却するものである(特許出願中)｡

本方式は,特に230kV以上の超指圧
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図2 工場試験中のI川kV SF6ガス絶縁開閉装置
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大電i充変流器において大きな特長を発

拝するもので,500kV,6,000A変流器

は試作済みである｡

おもな仕様

(1)形式:屋外用単相がいし形密封式,

正立形,五重鉄心(2)電流比:4,000-

2,000/5A(3)負担:40VA十4×

100VA(4)階級:1.0級(5)過電i充

定数:n>20(6)耐電流:53kA-2

s,(7)汚損時耐電圧:0.06mg/cm2,

汚才員時190kV以上 は)員数:24台

日立新形スラッジ乾燥

装置完成

二のほど,日立‾製作所では,めっき

工場,塗装工場などからJ尭出きれる重

金属などの有害物質を含むスラッジ(汚

でい)を蒸発乾燥させる新形｢スラッジ

乾燥装置+を完成した｡

本装置は.スラッジー時貯そう､供

給装置,乾燥装置,乾燥物質排出破砕

装置などから構成されている｡

廃液処理装置より廃出されるスラッ

ジは,まずいったん貯そうに取り込ま

れた後,コンベヤにほぼ均一丁字さで載

せられ乾燥室へ入り､ここで含水率数

パーセントの′ト片状のかたまりとし,

必要の場合は簡単な破砕装置にかけて

取り扱いやすい簡単な形とするもので

ある｡

本装置の乾燥毒(享,上部から赤外線

を応用した特殊熟i原により加熱される

構造となっており,このため短時間に

スラッジの中心まで均一に乾燥される

特質を有する(特許出願中)｡

従来,このような装置がなかったた

め工場から廃出される有害物質を含ん

だスラッジは,脱水後含水率85%程度

のやわらかい粘土斗犬までにしか処理で

きなかったため,その後の取r)扱いが

非常にめんどうであった｡本装置によっ

て得られる砂粒一状の乾燥したスラッジ

表l 日立新形スラッジ乾燥装置のおもな仕様

項 目
形 式 HDH-65 HDH-】30

外 形 寸)去 (mm) 高さl′900×幅l-300×奥行3′800 高さ】′900×幅l.500×奥行6′000

処 王里 量(kg′/h) 約 60 約120

掘 付 面 積(ml) 5 9

設 イ盾 電 力 (kW) 65 130

)主:l.処理量は,スラッジ性状,含水率によって変動する｡
2.本表記載以外の処王里量でも設計可能である｡
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日立新形スラッジ乾燥装置
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粉末は,保管,運搬などが容易になる｡

本装置は,標準機種として65kWと130

kWの2機種あり,小容量のスラッジ向

けに適しているが,大工場ではスラッ

ジの発生源ごとに設置することにより

十分な効果が発揮できるものと期待さ

れている｡

おもな特長

(1)電気加熱のため,即時に起動,停

止ができ,ウォーミングアップ時間は

約5分と短時間で済む｡

(2)構造が簡単でボタン1個で操作で

き,無人運転が可能である｡

(3)騒音,振動,粉塵(じん)の発生が

ない｡

(4)パッケージ形のため据付面積が少

なくて済む｡

微小変イヒも的確にとらえる

高性能

｢日立X-Y記三振計+発売

日立製作所ではこのほど,荷重とひ

ずみ,i且度と膨張の関係など相互関係

を測定する実験,研究室用記録計とし

て｢057形日立Ⅹ-Y記録計+シングル

レンジ品,マルチレンジ品の2種類を

発売した｡

本装置は,これまでは無理とされて

いた微小変化も見のがさずに記録でき

る高感度(0.05mVの電気量を1emの変

化として記録),高入力インピーダンス

(マルチレンジ品は測定レンジにより

抵抗値100Mnまたは10Mn)の特性を

有し,さらにⅩ-Y駆動部(二現象の記

録駆動部)には最も効率の良い直接駆

動方式を取り入れている｡

また,本装置は既発売の 056形卓上

記録計の技術と経験に多くの新技術を

加え,特に記≦録計の生命といわれるサ

ーボシステムのスライド壬氏抗には分解

能,直線性がすぐれ,保守不要の独自

の単線形直線スライド方式を採用して

いる｡

記録方式はy=/(∬)の関数曲線の

記録であり,各種実験研究室での二現

象相関記録のほかアナログコンピュー

タのデータ解析記録,生産工程での製

品の監視調整･検査記録,さらには工

業用プラント電気設備の調整･チェッ

クなどに威力を発揮する｡

機能面では用途に合わせて電気的時

間軸掃引装置,記銀紙送り装置など簡

単に取り付け,取りはずしができるオ

プションを各種とりそろえてある｡ま
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図5 057形日立×-Y記録計

た,記録ペンは市販の製図用ペンを採

用しており,アタッチメントを併用す

れば市販のサインペンも使用できる｡

おもな特長

(1)1J∠Ⅴの微小変化にも追従できる性

能を有する(1〃=100万分の1)｡

(2)単線形の直線スライド方式を採用

しているので,直線性が良いばかりで

なく分解能(理論的には無限大)もす

ぐれている｡

(3)コモンモード雑音特性直流160dB,

交i充140dB以上,クロスモード雑音特

性60dB以上を有し,電源スパイクノイ

ズへの対策も施されている｡

(4)増幅器にはICとFET(電界効果

トランジスタ)チョッパを使用してい

るため信束副生に富んでいる｡

(5)安定したサーボ系を採用するとと

もに,Ⅹ軸,Y軸の特性を合わせてあ

るので,位相特性がすぐれている｡

(6)記録紙は市販のA3,A4およぴ

B4,B5サイズのものが使用できる

ようになっている｡･

(7)特殊な真空吸着方式をj采用してい

図6 +1000形オートコーダ

るため,温度に関係なく強力に記録紙

を固定できる｡

計測用データ処理装置

｢+1000形オートコーダ+発売･

日立製作所では,このほど独自に開

発した超小形演算ユニット(DSC-11

形チップコントローラ)を採用した計

測用データの自動処理装置｢JlOOO形

オートコーダ+を完成,発売を開始し

た｡

本装置は,各種計測データの処理,

管理作業の自動化を目的として製作さ

れたもので,用途に応じた最小限のハ

ードウェアでシステムを構成すること

を基本にしているため,システム全体

を経済的にまとめることができる｡

本装置に使用しているチップコント

ローラは,ディジタル8ビット並列演

算の超小形処理ユニットで,メモリ部,

入出力インタフェース部,電源部と一

体のケースに収納され処理装置の最重

要部となっている｡

本装置の用途としては,各種自家用

受電設備の運転日誌の自動作成,環境

データの処理記録,各種回転機など電

気機器の自動試験およびデータの自動

作成など幅広し-需要が其朋寺される｡

おもな特長

(1)各種データが一個所で集中監視が

でき,したがって全般状況が一目でわ

かり適切な処置が迅速にとれる｡

(2)システム構成はコンピュータを使

用せず,独自の開発による超′ト形演算

ユニット(チップコントローラ)を中

心部に使用し,必要最小限度のハード

でまとめるためにシステム全体が廉価

にまとまる｡

(3)システムの拡張,追加ができ,ま

た簡単な音寅算処理ができる｡

(4)回転機,変圧器などの性能試験の

自動化,さらには試験成績表の自動作

成ができ,高精度化,高効率化が閉れ

る｡

(5)周囲温度の許容範1軋 雑音などに

強く,一般工業用計器と同等の耐環境

性能を有する｡

安全総合管理システム

"T.S.S.”を開発

日立製作所ではこのほど,日本幣備

保障株式会社と共同で防火,防犯はも

ちろん,人の出入り,ビル内機才城設備

の様(か)動二状況を､コンピュータ機能を

利用してチェックする安全総(ナ管理シ

ステム"T.S.S.''(TOTAL SECURト

TY SYSTEMの略)を開発した｡

従来の安全管理システムが,異常発

見を主眼としていたのに対して,▲-TS.S.◆'

は,いまどこの部(へ)j室に何名いるか,

防火,消火設備の二状態は正常かなど,

正常の情報チェックが本システムのr二い

心的機能となっている点で,大きな遠

いがあり,ニれにより事故が発生して

はじめて異常を知り対処してきた従来

のシステムに比べ,はるかに効率の高

い,そして的確･迅速な安全管理が実

現できる｡

おもな特長

"T.S.S.''のおもな特長は下記のとお

りである｡

(1)単なる異常発見だけでなく,平常

時の情報を積み重ねてチェックするこ

とにより異常を予防し,非常の場合は

処置に必要な人手または賢察署,消1坊

署への連絡が瞬時に行なわれるので,

区l了 安全総合管王里システム``T.S.S.”
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安全効率の向上が図れる｡

(2)従来の警備安全管理はほとんど人

手によっていたが,本システムは機械

のもつ正確さと,人間の判断能力とを

組み合わせたマン･マシン･システム

で,これによr)大幅な省力化が可能と

なり,経費の節減が図れる｡

(3)企業の種類,業務内答により,そ

の企業の活動状ラ兄,規模の大小,人員

の様(か)働状況および機械設偶の稼動

状況などに介わせ,最大効j宰を発揮す

るようシステムをプログラムできる｡

(4)"T.S.S.''はレンタル･システムを

採用しているので月々のレンタル料だ

けで便周でき,昨今の高騰し続ける人

件費と比べて,コスト･パフォーマン

スの向いシステムといえる｡

20形I10度カラーブラウン管

スーパブラックマトリックス

を完成

日立製作所ではこのほど,ブラック

マトリ ックスカラーブラウン管の明る

さを従来比36%(当社比)向上させる新

しい製作技術を確立した｡

この新技術はけい光体ドット(マト

リックスホール)の直径を大きくする

ことにより,明るさは従来に比べ36%

と大幅に向上させると同時に,日立が

世界的に誇るマルチレンズ技術を駆使

することにより色ずれや色むらの問題

を解決している｡

本技術はまず日立の主力製品である

20形110†空カラーブラウン管に採用し,

今夏より商品化する予定である｡

おもな特長

(1)明るさが従来品に比べ36%明るく,

したがってコントラストも良好である｡

(2)構造的に高輝度部のシャドウマス

ク熱膨張による色ずれ効果が大幅に改

善されている｡

(3)明るさを従来品と同じにするとビ

ーム電†充は従来品よr)36%少なくでき

る｡このようにして高画質,高解像の

画像を得る使用法もできる｡

(4)セットの高圧回路のコスト低減が

可能である｡

2極巻線形低騒音

モートルを完成

最近,環境問題の深刻化に伴い各種

機器の騒音についてもきびしい規制が

要求される傾向にある｡日立製作所で

はこのほど,茨城県日立市役所より一
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図8 2極巻線形低覧量書モートル

般巻線2極で記録的な125kW低騒音モ

ートルを受注し,工場完成した｡

おもな特長

(1)特殊防音箱を設け,80ホン以下と

Lた｡

(2)集中自動操作方式を採用するため,

短絡装置は電動式とした｡

(3)運転中の回転数を読み取るため,

反負荷側に光電式回転計を取I)付けた｡

日立Lo-Dステレオ

インテリアモジュールタイプ

"S-4D”発売

日立製作所ではこのほど,ひずみの

少ないJ京普に忠実な再生音を目標にし

た低ひずみ率設計(Low-Distortion)

の日立Lo-Dステレオを発売してきた

が,機種充実のためCD-4,RM,SQ

の3方式4チャンネルステレオを内蔵

し,リヤースピーカも壁#卜け形から据

置き形に,室内のインテリアと調和す

る好みグ)組み合-わせができるようプレ

ヤー･レシーバ部,スピーカ部,キャ

ビネット部の6点構成による日立Lo-D

ステレオモジュラータイプ"S-4D''

を発売した｡

最近のステレオ市場の状況は,セパ

レートステレオ,モジュラーステレオ,

コンポーネントステレオのタイプ別,

4チャンネルディ スクリート,RM,

匡19 日立Lo-Dステ

レオ"S-4D”

SQや2チャンネルの普場別,またこ

れらの機能面,デザイン面での多様化

が進んでいる｡日立ではこのような多

様化に対処するため,新しいデザイン

で室内にあった好みの組.み合わせがで

きる日二立Lo【Dステレオ インテリアモ

ジュールタイフ‥`s-4D小を日立Lo-D

ステレオシリーズに追加し,いっそう

機種の充実を図っている｡

なお,日立のインテリアモジュール

タイプステレオは,5月から発売され

たプレヤー部,レシーバ部,スピーカ

部の6点とシステムラック3点から構

成される"S-5''とあわせて2機種と

なった｡

おもな特長

(1)三方式内蔵4チャンネルステレオ

CD-4,RM,SQ7)どの方式の4

チャンネルでも再生`吋能な4チャンネ

ル安心設計となっている｡

(2)ユニークなデザイン

プレヤー･レシーバ部,スピーカ部,

キャビネットがそれぞれ分かれる6点

構成のモジュラーステレオであるから,

室内のインテリアにあわせて好みの自

由なレイアウトができる｡

(3)大出力Lo-Dアンプ

77偶のトランジスタをはじめ半導体

は合計132個を使用し,また独自の回

路設計により出力50W(EIAJひずみ

率5%)を実現した｡

(4)4チャンネルバランサ内蔵

4チャンネルによる普場を自由にコ

ント ロ爪ルて-きる 4チャ ンネルノヾラン

サ,4チャンネル再生を表示するイン

ジケータを内蔵しているので取り扱い

に便利である｡

(5)16極シンクロナスモータ採用

CD-4仕様の16極シンクロナスモー

タをj采用した高級オ"トプレヤーが付

いている｡

(6)ペアマイクミキシング装置付
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マイクジャックが2個付いており,

メインマイクは音量調節が本格的に行

なえ,サブマイクとあわせて楽しさが

倍増する｡

CF形高周波同軸ケーブル

(日本放送協会認定試験合格品)

を開発

日立電線株式会社では,このほど低

損失で可とう性にすぐれたCF形高周

波同軸ケーブルを開発した｡

無線通信の施設や高周波伝送に使用

される同軸ケーブルには,各種の特性

が要求される｡近年,特に低‡員失で可

とう性や圧縮強さにもすぐれ,しかも

乾燥空気充てん装置が不要な高周波同

軸ケーブルの出現が望まれていた｡こ

れらの各要求を満足させたものが,今

回開発したCF形高周波同軸ケーブル

である｡

おもな特長

(1)銅の内部導体と銅タフレックスの

外部導体の問を充子包(ぽう)ポリエチレ

ンで充実させ,曲げに対しては特に強

い(5倍径の曲げに対しても電圧定在

波比の悪化はほとんど認められない)｡

(2)内部導体,外部導体ともに銅を使

用し,低手員失で電力容量を大きくする

ことが可能である｡

(3)地下埋設に際し,アルミニウム外

部導体ケーブルに比べ数倍の圧縮強さ

を有する｡

おもな用途

(1)放送用給電線

(2)サテライト局用の伝送線

(3)レーダ用給電線など

なお,種類はCF-10DおよぴCF-

20Dの2タイプがある｡

紹′

図tO CF形高周波同軸ケーブル

上･:CF-10D形 下:CF-20D形

編集後記

近年,電力需要の急激な増大に伴い,電力系統はますます大規模か

つ多岐化の傾向にある｡一方,発電機の単機容量も大容量化しており,

万▲一,発電機事故が起きた場合は電力の安定供給に大きな影響を与え

る｡したがって発電所刷呆護継電装置の近代化と信頼度の向上は,必

要欠くことのできない課題である｡

｢火力発電所用トランジスタ形発電機保護継電装置+では,火力発

電所用として新しく開発したトランジスタ形発電機保護継電装置につ

いて,実機による試験結果を紹介しながら本保護継電装置の概要を報

告している｡

◎

激増する輸送需要に対処するため,東海道新幹線電卓が開発され,

非常な成果をあげているが,さらに輸送効率の高い超高速鉄道開発の

必要性に迫られつつある｡このため日本国有鉄道では超高速鉄道の実
l

用化を【司るため各種の研究を進められている｡今臥 磁気浮上走行試

験装置により走行,浮上の試験研究が行なわれることになり,日立製

作所では走行試験卓の設計,製作を行なった｡

｢磁気浮rl二走行試験車▼構体強度と動的解析¶+に走行試験車の

概要と試験結果を,また｢磁気浮上特性基礎試験装置用超電導マグネ

ット+に磁気浮上に関する超電導マグネットの各種試験結果を,それ

ぞれ詳述している｡

◎

速度制御を中心とするモータ制御は,古〈て常に新しい問酋である｡

本特集では,｢パワーエレクトロニクスによるモータ制御の動向+｢産

業用および車両用サイリスタ+｢誘導電動機および直流電動機の制御+

｢可変周波インバータによるモートル制御+など6編に,日立製作所

におけるモータ制御技術の成果の一端を｢パワーエレクトロニクスに

よるモータ制御特集+として集録した｡読者諸賢のご参考となれば幸

いである｡

◎

巻頭を飾る▼一家肝一言らんには,東京工業大学教授 工学博士 宮入

庄太氏より,電力の変換制御技術の発展経緯と関連づけながら,電動

機の制御技術の現状と将来を説かれた｢電力の変換制御技術の来し方･

行く末+と題する玉稿をちまうだいすることができた｡

ご繁用中にもかかわらず,本誌のために特に稿を草されたご好意に

対L,心から厚くお礼申しあげる次第である｡
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