
3.1電動力応用

新形圧延用H種絶縁日立直;充電勅書幾｢ミルパ

ワーH DCM+の完成

電機+･制御
Electric Machinerv and
ControIs

昭和49年の我が圧=ま,すイルショックを契機とLてインフ

レ抑音別のための総需要抑制政策に恭づく未申有の不況を迎え,

′受注巾では苦悩の一 一jFであった｡しかL,省エネルギー,石

質源,省力化,輸Jlト競争力強化など時代の要請にこたえる技

術の宮守自勺転換のi｢liでは,数々の成果を挙げることができた｡

まず′占E動慌では,紋所の絶縁技術を結駁して,圧延機†口H

柿絶縁ノ屯上拘機｢ミルパワーH DCM+を完成した｡また,リ

ニアモータをミルロ【ラ テ【ブル駆動に採用し,リニアモーーー

タの耗業ユーズへの道を1まHいた｡1封交同役により交易の始ま

った中国へ,†t延機椚5,000kW誘常i電動機を輸州し,大谷二罷

機としては通算50,000kW以__Lの誘導1在勤機を納入Lたことに

なる｡なお,4800シリーズと称L,我が[司における砧圧誘う与

電動機のF椛絶縁の標畔化に先べんをつけた高圧･人容量モ

Mトルシり-ズは,∴板機で1,600kWまでの標特化により仝

シリMズ化を完成L7二｡j生年とみに大形化している_L水道ポ

ンプ鞘として,省電力ニーズにこたえる静止セルビウス セッ

トにおいては4,600kWX4台という記録的設備を納入Lた｡

電源設備では,1電子計算機などのi引古紙ノ性′i‾昆i偵ニーズにこ

たえて,日カニ無停電′L註寺崎装荷(CVCF)として商用周波で10

～400kVA,400Hz,～75kVAまでハイバ∽タのフルシリーズ

を完備した｡また｢消防法+の改∫Eにより認延訓性が導入さ

れたディ【ゼル発屯設備に,認定第1号機を完成Lた｡

金属圧延機自動運転技術の汗■引空化が,操業の告力化､高品

宮守,高能率を■求めて追■求され,.汁算機制御システムの横棒的

な導入が図られ,アルミホット可逆ミル,アルミホット スト

リ ップ ミル並びに油紙鋼板焼鈍ライン,辿統壮絶めっきラ

インなどに,セットア､ソプ用役び直接制御(DDC)用として

HIDIC150,向350システムが納入された｡マイクロ コンピ

ュータのコニ業的応川と してのディジタル汎周コントローラ

"MINIDIC【30‥が完三成▲L,′ト規模耗紫システム化び人システ

ムのサブ システムとしての汎用計算機制御システムの道を問

いた｡また,標準化の卜何雉な各椰席業シーケンス制御装市の

ソフト化をブコらったシーケンス コントローラもJ生望鉄所や_l二‾F

水道など大規模システムから小規枚システムに二束るまで多数

の納入実績を挙げた｡なお,上下水道,道路など制御対象の

広j或化に伴うテレメーータ,テレコントロール(T/M,T/C)シ

ステムは,1:N式スーパロール740Cの完成によりシリーズ

化を完了した｡

う電1も設伯技術メ.!壬準に沿った漏電しゃ断昔話,経折彬′在磁接触

器,汎用モートル可変周波インバータなどのラ先練された商品

のシリーズ化も次々と完成をみたrJ

日立;与川三巾の拉新技術を結句三して鋭二封与H発中であった新形

圧延川H帥絶縁日_＼て商流花動機｢ミルパワーH DCM_+が完成

した｡二の新形機は,(1)H椰絶縁の才采用による市塙,井びに

CβZの低減,(2)繋流件能の改菰(3)保守点検作業の打力化な

どをR梓に開発された｡

_とな什恍を二大に述べる｡
(1)出 力

(3)何奴速性

(5)規 桁

1,500kW(2)1正 江:750V

250/900rpm(4)絶縁帥別:H

JEM-1157(2帥)

工場完成した新形圧延用H種絶縁日立直流電動機

株式こ会社手中戸製毒同所真岡工場糸内めアノレミニウ

ム圧延用大形直流電動孝幾

株式会什神戸聾望鋼所真岡工場に四頼熱閥アルミニウム圧延

設備用直†充電動機-一式を納入し,日獅口49年3月営業運転に入

った｡ニの設備は熱Ⅰ糊アルミニウムとして1世界妓大根であり,

主な仕様を次にホす｡

(1)帆ミルけr2チト2,600kW750V24/60rpm(JEM-1157-1純)

1子卜1,200kW750V250/625rpm( ′′ )

(2)仕トミルm:3チト3,000kW750V250/500rpm(JEM-1157-2帥)

2≠卜700kW375V300/1,000rpm( ′′ )

(3)郁横川:371子ト=800DCM

各所に新技術を採り入れているが,その主なノ.一丈を列挙して

二大に述べる｡

(1)帆旧作単屯機■r一帖追

放近の絶縁物の進歩,う電機子一巻線の通風冷却方式の改発,

う=註イー計算機によるf_J,.1.性分布,枚び磁束分布の計算などにより,

旅めて什も慣性の屯動機となっている｡

仕__トスタンド用3,000kW直流.電動機は,広遠･大谷量機の

記錨品である｡従来技術によれば,複1五磯子とするのが標畔

であったが,前記の新技イ将に加えて史に整流能力を｢叶トさせ

るため,電機子スロット形ヰに,補旅鉄心形オ犬,補慣巻線の配

置などに十分な才一慮を払うことにより,単う電機子化を‾叶能と

した｡

(2)閉鎖楯瑞i令却方式の採用

組ミル用,仕_1ニミル開とも,七う互助機にはすべて,閉鎖術

1=ユヱ冷却ノJ士(を採用したので,外1もの去‡き宇戸が少ない怖造となっ

ている｡､
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鉄鋼用新製品 リニアモータ

拉近リニアモータは,超高速列車駆動源として脚光をi･祈び

ているが,鉄鋼産業においても,かなりの部分を占めている

南線運動設備にリニアモータを適用しようとする機運が高ま

りつつある｡

リニアモータは多くの長所をもっているユニークな駆動装

置であるが,その過片=二当たっては,･既存技術では実現不吋

能な用途,又は既存技術の欠点を大幅に改善できる用途を避

左することが肝要である.｡

このような用途とLて,克を近日上製作所が製作したリニア

モータにつき述べる｡

(1)金属剛体加速用リニアモータ

誘導機形垂直据付両側励磁式, 雷撃′

114kVA,400V,6ポールのりニ ▼

アモータで,その入口に挿入さ

れた金属剛体は,18m/s以上の適

度で発射される1)これはリニア

モータのユニークな用途の一つ

である｡

(2)ローラテーブル用リニアモー

タ

ローラテーブルに組み込まれて

鋼板を搬送するもので,160kVA

X4ユニット,220V,水ぅーF据付

形片側励磁式である｡

金属剛体加速用リニアモータ

一

慧

∴主.当瑚.…

中国向け圧延ヰ幾馬区動用誘導電動ヰ幾の完成

中国との国交【ロ_Ⅰ復によって,中国｢h=ナ誘導電動機も既に多

数の納入実績を上げているが,主なものを表にホす｡

いずれも周岡環境,条件を十分考慮しており､なかでも拉

近工場完成した圧延機用5,000kWは中国｢〔小ナとしては最大容

量機であー),仕様は,1×5,000kW6,000V50Hz500rpm,

強制ダクト通風方式,開放巻線形(EFFZBLD-DRQ)である｡

この電動機は,特に使用環ゴ竜,使用条件,メインテナンス

を十分配慮しており,その主なものを次に示す√⊃

(1)強制ダクト通風方式を抹川L,嘲囲の韓挨による要旨与壬響

を排除した｡

(2)同定十を台床の上で移動できる構造とし,巻線や鉄心な

どの点検を容易にLた｡

(3)大幅に/ト形化を同リー･体輸送を可能とした｡

(4)スリップリングを軸受の内側に設け,通風管路エー二歩を容

易にした｡

中国向け大容量産業用誘導電動機(l′500kW以上)一覧

出力(kW) 台数 電圧(∨) 周波数(Hz) 極致 形 式 用 途

2.500 6 10′000 50 4 全閉水ク令巻線形 フアン

2′000 2 6′000

し500 12 開放かご形 圧縮機

2′8(〕0 5･ 強制通風開放巻線形 圧延1幾

3.900 l 4 開放巻線形 圧相模

4′IOO

5′DOO
l lZ 強制通風開放巻線形 圧延機

l′500 2 開放かご形 圧縮機
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原子力発電所における特殊環境に適した誘導

電動ヰ幾

原｢･力発電プラント用`在動機のうち,原-r炉安全系に使用

する電動機(炉心スプレイ ポンプ,及び残留熱除去ポンプ駆

動柑)は悦子炉の冷却材喪失などの想定事占帥字における高温,

多湿の周囲条件のもとで運転できることを要求されている｡

二♂)高温 多湿の条件のもとで支障なく運転できることを確

認するたれ 実機に相当する絶縁仕様,保濯,及び軸′要構造

をもつモデル電動機を製作し,次のような過軒な環境条件【F

で逆転L,椀めて満足すべき結果を得た｡

岩取捨なび
乳量右左練貞瑠卑l
曙呈Iカニ嘩It〈汲

lミ㌘旦揆貢ザ.‡ぎ滋▼d

高温,多湿環境下の運転

(1)試験項目

(a)実負荷におけ

る起車わ,停止の練

j壊し試験

(b)長期耐湿試験

(c)飽和恭乞も条件

における超耐湿試

験

(2)試験結果

運転中,及び運転

後解体の結果,全く異

常がなく運転後の巻

線の破壊電圧は規定

値以上あI),高?見,

多湿の条件に通して

いることが確認され

た｡

二極三相誘導電動機

近年,三相誘導電動機の促用分野はますます増加の一一途を

たどり日立製作所は,省エネルキー化､省力化,無公害化と

いう時代の要求にマッチした節電動機シり【ズを開発してき

た｡従来.∴触機においては回転速度が適いうえに径方向通

風ダクトを設けた掛売通風方式を才采用していたため,騒音レ

ベルが高く機械掴も大きいという欠点があった｡この欠点を

改善L,更に冷却効果を向_Lさせるために構造を根本的に見

直し,ヲ邑生才員実の多い巻線付近に多量の冷却空気を軸方向だ

けに流す新Lい軸流通風方Jじを開発し,実用化した｡また,

巻線絶紬として信頼件の高し､ハイパクトF椎絶縁を適用する

など多くの新技術により250～1,600kWの広範囲をカバ【する

二極∴三和誘身電動機ハイパクト4800シリーズを完成した｡こ

のシリーズは,従来品に比べ低騒吉,高効率であるだけでな

.}牽㌦′ ｢つ～...⊥..一一一′‾

‾､〆ン′ン

¢
_

､仙---

き

_ノゝ_謹
ヱr､ン∵ノJ

′芸搬一

書一 号Y表
,′′ト

邑 二

く部品の標準化,

ユニット化により

′ト形軽量化,短納

期化に成功し,高

信束副生,メインテ

ナンスフリーをも

実現した電動機で

ある｡

新シリーズ開放防滴形

二極三相誘導電動機
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最近の大形電動機のセノレビウス制御

_L下水道の送水設備の大形化に付い,ポンプ駆動絹占秀噂電
動機も大形化しているr､

一呪才仁,稼動I‾Pの神奈川県内メェ域水道1モ業団納め不=校原ポン
プ場J京水中水間う昆勅槻は,詫言j安水ムtにJ芯じた絶析述転のため

に､静止セルビウスf別御方式を採用した日_､上告望作一昨の記録品

であり､主な仕様を次に述べる｡

4,600kW 4子i,6,300V50Hz 500rpm12極 横形全閉内冷

形,油性制御100～80%(480～384rpm)静止セルビウス制御

方J(

二の′■盲動機は騒丁子公1‾ぎ手の防止という見地から,う電動機の側

而にク∽ラを設けた75dB以下の什t馬針r11二J｢に動機である(｡

野'

､ぶ∨′芯､カ"

く∨ぷ三禁カぎvl､′三:､:
､､≡

背く
物｢複

号
′

､

運転中の4′600kW

静止セルビウス制

御方式誘導電動機

特殊始動方式こ電動発電機セットを完成

オ”ストラリアのコマルコ杜に約人する7,500HP｢=･引抑琶動

機と2,500kWi自二流発′記憶2了乙iより成る′i一江刺子邑1蛋機(M-G)セッ

トが二l二場1こ成した｡このM-Gセットは,2f;の【山充発`i一正機の

うちの1了とiを血流′正動機として越転することにより加地し､

同湖検ラ主装置を川いて系統に並人する特殊船上帥プブ式を抹川し

ており,始動時の系続へのじょう乱をなくしてし､る〔1

また,二の同期′在勤機は,Silicon Controlled Rectifier

(S CR､)直流1一己i憤装置や袖機誘噂1一己動機などの他のf与杓を含

めた系統の力j半枚‾沖の役ノ.判を果たすため,無効一i一に力F′寸+軌fliり御

装訂主により励磁う宣税制御が行なわれるL,柚′乏は別i呈引耶椚由装

召引二より強r別潤i骨されるが,圧延.さ辻イ肘■一別主託HJであるため,油

装‾2琶が占帥㌣しても数分lぎり紳輔己して迅沌三できるようl勺己舷されて

おり,工場試験において,油系統の故障模鴇至試験を行ない断

油運転耐力を確認している｡)また,同期電動機は,別置送風設

備より供給された冷去り風を固定子上部に排気する構造となっ

ており,運転中

は風圧によって

開くが,運転停

Lヒ中は自重によ

って閉じる有圧
換気シャッタを

用いて塵攻の侵

人を【妨いでいる｡

7′500HP電動発電機

新形単一巻線方式日立極数変換

モートノレ シリーズを完成

従来,枚数変換モートルは+二作機械業界を中心に他用され

てきたが,特別な装一貫を恍わず簡単に変辿でき､メインテナ

ンスが容易であるという長所を認められ,新規に省ノ定力,髄

一存公二.キの面から盲充休機関係業界から注目されはじめている｡

そこで,従来分野への供給拡大とこの新分野での宗;要で特に

吋加の見込まれる4/6,6/8極品について同定十の耕一巻線方∫㌧

を開発した｡

従来,4/6,6/8極品は∴重巻線‾方式を用いてきたが,これ

に磁極振幅変調(PAM)の原理を応用し,過セリな巻縦配置と

コイルピッチを選ぶことによって単一一巻線化した｡その結果,

特性面で従来品と同等,週間わく番で従来【打lよi)･段下げて

答相,垂_ち達でヰ均30%小形鞭炭化し.同定√一巻線以外の郎Il‾J】

を標準品と共用化Lて生戸別生の向_卜を図った新シリー一ズを1こ

成した｡このモ”トルの機種をi欠に述べる｡

0,4～15kW 4/6榛200V 50/60Hz

O.4～15kW 6/8極200V 50/60Hz

単一巻線方式日立

極数変換モートル

日立低騒音モートノレ シリーズ新たに完成

騒音公害防止の点から,低騒音モートルの需要は確実に増

えつつある｡これにこたえるため,中小容量機の全閉外扇リ

ブ冷却形モートルに対し,従来の85dI∋(AスケⅥル)シリーズ

に加え,･新たに75dI∋(Aスケール),80dB(Aスケール)の標準

シリーズを完成した｡すなわち,低圧モMトル(132kWまで)

では,フアンの形,状,吸気部の構造を改良し,更にl吸気部に

l吸音材を使用したA形サイレンサ,モートル全体を岐古材で

おおうB形サイレンサについても研究改良を加え,新たな標

準シリーズ化を図った｡更に60dI∋(Aスケール);級の極低騒音

化も検討中である｡高圧モ【トル及び132kWより大きい低圧

モートルでは,全閉外扇リブ冷却標準モートルをそのまま條

用し,ニれに電磁吉,通風音,機1城音のしゃ音を目的として,

モートル全体を一手占Lや青カバwでおおう構造とした｡

き

ごご軸′′′′

(a)低等量苦モートル

(13ZkW TFON-KK

4P75dB(Aスケール))

(b)低騒音モートル (160kW

TFON-KK 4P 78dB(Aスケール))
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電子計算機磁気テープ馬区動用

キャプスタン モートルの開発

1‾にイ･計詣機の高速化に什い,人山力用としで一山才一される磁

1{テープ装置も大ノ存二ら主化,高速化が要求されている一｡このた

め,この共石のテープ駆動川に†小一Jされるモートルは高郷と性

の急始動停止が要求されそのト‡りヲ邑を推進していたが,今川与望

品化に成一功した｡このモートルは,テープ送り用のキャプス

タン放び今岨新たにFj討ヲ己した1l上+転に500パ′レスヲ芭生する油性

検山川オプティカル タコメータをモートルと- ▲休に組みゴムん

だ帆慣竹三i江流モートルである｡ム､始J軌･ユ､仲_1トニであるため,

高磁束密性の磁1t山岸各の托帽ととい二一.一に機イ･の椚′1･fl三モーメン

トを小さくするため,コイ/しにアルミ維をイ!上川し,才虫11の1+-j

筒軋列方式の採用で作一業件もよく,モールドの内悍も滞くで

き什ヒ′li引年化することができた｡またフィラメント ワインナイ

ングと新1凋党のレジンの採作手で塙温暗にも十分な強性が才一(トl)

れ､it■占朽性なタコメータの油性f刷御で400Hzの始動･什山ニ

ド祭しても安定Lたテープ駅享軌が=J能となった｡

電子計算機石基気テープ駆

動用キャプスタン モー

トル

3.2 制笹口装置及び器具

熟間アノレミニウム圧延機用制御装置

アルミニウム圧ノ旺作業の｢′Ⅰ上純化,でナ雌化は,J生望宗尖に比べ出

れている｢如が不‖当にあった｡株式会社神Ji製法鋼l叶兵同工場へ

納入した制御装置は,アルミニウムと鉄との柑追の分析にノ.〔

づいて仝｢′i勧化をトズ1った[主=ノっはもとよl卜世界的にも姑新鋭の

設イ備である｡

圧延設備としては,7Dレートロ三三娃北川の叶逆ユニバーサル

粗+王延機1J占と,3スタンド タンデム仕卜臼三ノ娃機より成る｡

制御システムとしては,セットアップ′壷イ▲.汁辞機で曲別より

一粒収までの全工程の怖報処理と,私L,ノ之び仕_トミルのセット

アップi汁算を行なっている｡■卜位の向接片｢壬締り御(DDC).汁待

機では,プリセット,板丁字制御,机ミル可逆運転,シヤー制

御,放びリールの日勤i成辿停止を行ない,ラインの令【_′】動化

を図った｡

制御装置としては,ミルノ女びテ【パ ロ【ラの高相伎油性マ

ッチング,また電動ルーバに関しては特別なくふうがなされ

ている｡

アルミニウム圧延に付随する各種特殊検出器は,新たに開

発されたものが多く,また電子計算機からの補正により精度

の良い検出を実現した｡
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圧延機籠叫笹口装置標準こ盤シリーズ

ホット ミル開削御実話をシリ【ズ化Lた｡システムの袈LP

化,射いl.…三:こ手札当主[い拭作を名▲但してあるほか,花流レート制

御山1路(ACRR)をもっていることにより､転流失敗のl妨止と,

■E胤印紙時の1追従r別御(ACR)のJ芯答を政一汚している｡ツェナ
ー

デイオ【ドノブ式の断糾山二検州を行なうことにより,無朋蜜さ

で仰さ′丈に逆並列のりJ抱えを行なうようにした｡

女さ允仙機柑制御要言として,JiE磁弁盤,交流什もr主`■一己釣手幾盤､

グループ スタータを標朴シリーズ化Lた｡似守､点検が谷易

になるととい二,加納川+に応じられるようになったく)

雌に,小二統帥機用として500セットの実紙をもつ-､HiLECTOL■■

シリーズと†ナわせると,トfi延機1瑚係の了別御1提全体の標郵化が

･とおりそろった｢..

圧延機制御装置

標準盤シリーズ

左から

界磁制御盤

主回路制御盤

共通回路制御盤

プロセシング ライン用制御装置

近年,大形プロセシング ラインにおける自動化は,省力化

と生産効率の向上を主目的として急激に進んでいる｡ヱ大の2

プラントは,直接計算制御(DDC)を主軸とした自動化によ

り,小人数で品質の高い製品を得ることができる｡

(1)東洋鋼板株式会社下松工場納め連続焼鈍ライン

HIDIC350により,大幅なDDC化を図り,オペレ【タを

少人数化した｡DDC項目は,i容積.亡くトラッキング,人側自

動i成速,重量分割,尾端定位置停止,速度設定,張力設定,

端板処王聖,入出側コイル ハンドリング,ループ制御,及び

生産管理ロギングである｡このうち,人側ハンドリングには

Programmable Logic Contro11er(PLC)日立製作所商品名

"HISEC‥を才采用した｡

(2)日新製鋼株式会社市川製造所納め連続i拒鉛めっきライン

このラインは,最新鋭設備を備

えた高生産件のラインである｡

(a)ライン速度最大180m/minで,

公称能力は25,000t/月の大形ラ

インである｡(b)HIDIC350の導

入により,人側自動減速,尾端

停止と,端板処理,i容接点トラ

ッキングなどのDDC化を行な

い,少人数での操業ができる｡

7Pロセスライン用プログラマブル ロジ

ック コントローラ 商品名■`HISEC”
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圧延機用直接計算機制御(DDC)装置

制御用電子計算機を用いた圧延機制御の,いわゆる直接計

算機制御(DDC)化は,既に多数製作納入されておI),質的

にも,イ言根性の点でも大きく進歩してきたといえる｡

ここ1年以内に製作納入されたものを次に紹介する｡

(1)ホットストリップ ミル川DDC:HIDIC150による自動

枚厚制御楽市で,先複端まで完全にオンゲージに入れること

に成功したのが大きな特上主である｡

(2)アルミ ホットストリップ ミル用DDC及びセットアップ

計算機システム:HIDIC350により圧延機のDDCを行ない,

HIDIC500によリセットアップ及び情報処理などを行なった

もので,最新鋭自動化アルミニウム圧延システムが完成した｡

(3)アルミホット可逆圧延機用DDC:HIDIC150によF)行な

われたもので,鉄と比重交してスリップの多いアルミニウム圧延

においても的確な自動i成速制御が可能なことが特長である｡

(4)プロセシング ライン用DDC2セットが完成した｡1セ

ットは焼鈍ライン用のもので,入出力ハンドリング,ループ

タワー制御,炉才且制御などから成り,省力化,能率向上に人

きな役代りを果たしている｡他は連続【駐鉛めっきライン用で溶

接点トラッキングを主体とし重韻分汚りなどを行なっている｡

これらは,いずれもHIDIC 350を使用している｡

S

一+卜一

+/17 0

(X-RAY
出力)

100ノJ廿一__一山___‖+仙_,【¶_→_一◆▼

一仰‾■【-‾‾【【▼▼‾-[ちミニて‡丁古壷了‾‾‾▼一‾【¶叩1】≠‾几一‾‾-▼
DDC化自動板厚制御によるオシロ チャート

集中遠方監視制御装置｢スー′ヾ一口ール740C+

の完成

遠方監視制御装置｢スーパーロール+のシリーズ化を図っ

てきた｡

このたび,上下水道,道路関係の監視制御を目的として経

済的な1:N集中遠方監視制御装置｢スーパーロール740C+

を開発した｡

主な特長を;欠に述べる｡

(1)親局よりの呼出仁i号により‾FんJが応答するポ【リングフナ

式である｡

(2)伝送路として専用L=1線,公社回線などの有線以外に無線

の使用も可能である｡

(3)使先呼出し要求でその十局の1雀先呼汁=ノが可能である｡

(4)装置の信頼度を高めるため,親局共通論理部の二重化を

行なっている｡

(5)機能ごとにユニット化しているので,機能追加が容易で

ある｡

標準仕様は壬欠のとおりである｡

(1)イー 局:15局,30局,60Jd

(2)伝送速度:200ポー,600ボー,1,200ボー

(3)制 御:100点

(設定値制御可能;オプション)

(4)表 示:120点

(5)計 測:24量

今凶,1号機を日本道路公団金i尺建設局に納入した｡一装ii望

は15子局より成り,インターチェンジ,トンネルなどの電1t

設備の監視制御を行なうものである｡

日立汎用ディジタノレ コントローラ

"MINIDIC-30”

リレーや半導体などにより用途ごとに製作されていた一軒l‾J

制御装置に代わり､ハrドゥェアを標準化し,ソフトウェア

で機能をもたせる汎用ディジタル コントローラを開発した｡

適用分野としては鉄鋼･電力･化学･上‾卜水道tその他--･

般産業の盲寅算処理ノ女び制御,シーケンス利手卸,またデータ処

理用として制御盤乱 配電盤,産業盤に組み込んで他用する()

オンライン制御用として次のような持氏をもっている｡

(1)中央処理装置(CPU)は大規模集積回路(LSI)をしトL､

に構成されており,部品ノ亡`〔数が少なく高仁捕り空,コンパクト

である｡

(2)制御対象とのインタフェースとして存椎プロセス人ft-りJ

装置,割込み,タイマ,ソフトウェア サボ【卜としてプロセス

モニタ システム(PMS)をうと備Lている｡

(3)プログラム作成及びデバッグを容易にするため,メイン

テナンス コンソール,プログラマ,ROM諮込器などのデバ

ッグ ツール,制御用電十計算機HIDICに実刑几した言語によ

るアセンブラ,シミュレー一夕を準備している｡

忘こご忘
一 書 ●.●

"MIN‖⊃lC-30''

日立l噴序形シーケンス コントローラ

この装置は従米,リ レー置換形シーケンス コントローうの

シリーズ製.ローでタイマ及びりレ【などの制御器具を多数組み

†ナわせ構成していたプログラム タイマ担川各を,ユニット化/女

びIC化Lた丁凡用プログラマブル制御装置で,これまでのこ

の稚装置のタイマによる工程進歩に加えて動作中外部からの

1別込み仁言号で任意の工程にジャンプ可能であり,また仔i盲帖

⊥程保持可能な非常に励ま身性に富んだ装置である｡

作意の負荷(モータ,ソレノイド,ヒータ,ランプ)などを

ピンボード上にダイオード ピンを抜き差ししてダイオード

マトリックスを完成きせることによI)負荷の選択,逆転時l…1j

の設完三,始動条什放び停止条什などを白巾に相克三し,システ

ムの遵も三を効果的に行なうことができる｡､
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日立順序形シーケンス コントローラ
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自家発電設備の負荷i葺択順位始動装置

ビル施設や化学プラントなどでは,非常用自家発電設備を

備えており,発電設備容量を低減するために,負荷の電動機

を順々に始動する必要がある｡その始動順位は,制御上の変

更,及び計画後負荷の坤設などにより順位の設定変更が要求

される｡この要求に対し,フレキシビリティに富み,---一般産

業用シーケンス制御に広範囲に使用されつつある｡[1立シーケ

ンス コントローラ"FREELOG''リレー置換形を採用し,

ダイオード ピンの設定変更で簡単に順位の変更を行ない得る

製品である｡主な特長は

次のとおりである｡

(1)｢日立サンバワー+と組

み合わせ,自ノ家発電機の定

格電圧送電まで10秒以内｡

(2)始動順位は,ダイオ

ード ピンの設定変えで自

由自在行なえる｡

(3)始動間隔は内蔵のタ

イムリレ一により作二法に

調整できる｡

(4)買電で運転中の負荷

を記憶し,始動順位に従

い自一家発電に切り替える｡

(5)買電が回復すると,

自動的に買電に切り替え,

自丁家発電機を停止する｡

も
､尊者

自三豪発電設備の負荷選択順位

始動装置

(``FREEJOG”キユーピクル)

最新自動運転クレーン用制弓卸装置

住友金属工業株式会社鹿島製鉄所向けに25t自動アンスタッ

カクレーン用電気品を完成した｡クレーンは大径管製造ライ

ン.に大形鋼板を繰返し自動搬送するもので,ニの制御装置は

走行台車上の鋼板を,Ⅴリフトで吸着し,巻上げ,走行をし

て製造ラインのローラ テーブルに送り込む運転をすべて自動

的に行なうようにしてし､る｡主な持去は次のとおりである｡

(1)高頻度運転のため,制御b]路に無接点リレーを採用した｡

(2)自動,半自軌 手動の操作が可能で運転中の監視を容易

にするため,各種の動作表示をしている｡

(3)自動運転のため巻上げ,走行はインダクションプレuキ

(IB)∈別御をして停止精J空を肘Lている｡

住‾友金属工業株Jじ会社では手刀の設備で､その効果が期待さ

れている｡

アンスタッカ タレーン用自動制御装置
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称号態

6kV 500MVA高圧コンビネーション

スタータの完成

石油化学などにおいては,生産設備の増大に伴い′受電容量

が大きくなり,適用される高圧コンビネーション スタータの

しゃ断容量も500MVAを要求される場合が出てきた｡この要

`求に応ずるため,今回定格しゃ断答量500MVAの高圧コンビ

ネーション スタータを開発した｡このスタータの特長は次の

とおりである｡

(1)Lや断容量が500MVAのため,受電容量30MVAの系統に

適用下r能である｡

(2)′ト形ながら最大1,500kWの電動機に適用可能である｡

㌣ヰ､浅

去
･
義
…

恥
部
】

(3)限テ充ヒューズの限子兎

特性が良好なため,短絡

故障時の機器手員傷が軽微

である｡

(4)高圧電磁接触器は,

機寸戒的にも電ラモ的にも長

寿命で,600回/hの開閉

づ輯J雪にも耐え得る｡

6kV 500MVA二段積引出形高

圧コンビネーション スタータ

漏電しゃ断器新シリーズの完成

漏電しゃ断器は,昭和47年に電気設備技術基準によりその

設置が義務づけられ,需要も増大してきた｡また昭和49年2

月にJISも制定され漏電しゃ断器の性能,特性について某準

が確立され,更に需要者サイドのニーズ■もまとまってきてい

る｡このような動きに対処し,1枚扱いが容易な･一休形を主体

とした,高しゃ断容量漏電しゃ断器Rシリーズ50～600Aフレ

ーム5機椎を完成した｡同時にRシリーズー体形漏電リレー

5機柁及び分維形漏電リ レー2機種もシリーズ化した｡

このシリーズは稚々の機能向上を図り次のような特長をも

っている｡

(1)漏電表示付きであるため,過電流､短絡電流しゃ断と漏

電しゃ断の区別ができる｡

(2)漏電繁報接点付きであるので漏電しゃ断時,信号を取る

ことができる｡

(3)トランス内蔵形であるため200V､400Vとも同寸法である｡

漏電Lや断

器 Rシリー

ズ
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電磁開閉暑旨E PS(経済形)シリーズ

′正磁開閉詩誌の標準機椎としてEンリ【ズか上既に完J戊してい

るが,電砧引凋閉一器の川遥からみて,インナングなどを了今まな

い軽負荷仕様が不‖工1あり,これを対象とLたものとして,/ト

担】E P Sシリーズを開発Lた｡

二の機稚は真に示す仕桔に過fHできるものであるか,題名

にもホすように価格に垂∴!ブニをおいたもので,むたIをチrき,コ

スト ダウンをり三現しているし

しかし,JEM-AC3級

でて珪1i自てJ50ノル1Jの犬f爺をイ米

許しており,適切な選左で

イ射l]する土拉†ナ,コスト パー

フォ【マンスな裂Lillといえ

る._)

電石立間閉器EPSシリーズ

電石立間閉器EPSシリーズイ士様

フレーム

定格容量(kW) l定格舶
電流(A)

性能
220V 440V

65 19 30 100

+EM

AC3

l

l

105 22 37 12D

ト25 30 45 150

155 37 60 200

255 55 90 250

静止形無停電電源装置｢日立ハイパータ+シ

リーズの充実

静lし二形無停電′記源装置(日立ハイパーータ+は大谷壷(75～500

kVA)のH-3300,巾′J､容量(10～50kVA)のH-1000,ノ女び400

Hz用H-4000(75kVA)の3シり【ズを開発･告別1三L納入Lて

いるが,/ト帆 小′ト芥_旨:(15,20,50kVA)で汁L川･制御コンピ

ュータ肝1‾に源とLて,H-1000Fを開発し,｢ハイパu一夕+シリー-

ズの拡充を同/ノたり｢11立ハイパー一夕+H-1000Fの外観を卜司に

ホす｡〕

H-1000Fの主な牛与良ほ次のとおりであるし.

(1)抒助充屯ブナJ℃のため停乍に･役′占削､fのf一与荷への主i与子平が少左-いL

(2)負荷急変時の瞬時変動は,約±8%以内(30%f_与荷急変)､

州子如引手与jは2サイクル以内

で仕様を十分i満足する｡

(3)過負荷を検知し,転流.

失敗をすることなく停止二,

ソフト スタートがかかり過

負荷時の保推強調がとりや

すい-)

(4)小形,高効率(L白二流→交

流変換効率87.2%),低騒芹

(66ホン)であり外観は斬新

で格調丁亡右し､(〕

｢日立ハイパータ+H-1000F

戯

戦
戦

最近のモートノレ希叫笹p用可変周波イン′ヾ一夕

新月こラモrトル制御川可変糊波インバrタ(SFC-S形)を巷望

Ll【■一化L,多数;妄望什納入Lたこ,その某稚は繊維+二葉,+二作機イ城

_‾L二業,ゴム･プラスチックニ1二業,化′プ:+二葉,魚IF71工業など止こ
範世1にわた一-ノているが､‾卜な納入例は二大のとおりであるぐ)

(1)紡糸巻収機川インバrタ

紡糸巻1l｢蛸帥一寸のインバー一夕はゴテ■･ソト30kVA､フリクショ

ン20kVA,放びトラバース15kVA鞘♂)インバータ3千丁で1セ

‥′ノトが他J戊きれ,ゴデットノ女ひつリクショ ン川には川期`.■は勅

機(Lh工M Sモーートル)を,トラバース用にはi; ｢E主軸機をそ

れぞれ数卜チト汀そ列駆刺する_-,主な特には,

(a)主‥+=終にくふうがi綻JJされており,かご7】二手モートル,

トJ期′1に三軌機いずれもr左1Eに逆転できるし.

(b)Jil抑定数柿性±0.1%(250c±10deg)を似ふEしている._′

(c)トラバーースにはディジタル∫じ力■能ディ スターバ(i仁弦波

をド1ミく)が付拭きれている.)

(2)人形師J賛盤用インバータ

とイ了軸鴇Ⅰヰ軌川の誘や`L=に勅槻1fてを1子?グ)インバーータで駅劾

するも♂)で,fl荷モートルは11～45kWである.)負荷のとイrが

■㌧暮7i辿で山Ⅰ乾するたれ舛′さ帥宇に備え過油性l妨+_I二装置が付いて

いる｡,

/ナ後モートルの‾叶食油のウナ野においては,インバータr別御

の他ノJ▲JT℃に柏をふない高効率,由イi子鰍件,女子允1長剣機とイン

バータの組†干せによリブランレス,コ ミュテ【タレスが`丈_睨

され,環境に左イ｢されなく 乙･ノー+たことなどによ り,インバー

クのⅠ-Iiめる作りでナはますます大きくな一〕ていく ものと一恕われるり

防災用サン′ヾワーポータプノレ発電1幾シリーズ

の完成

ビル,旅館などグ)火災によるケヒ似ヰ砧kが多発したことから

日朋口4糾ミ2=に｢消l;ん法+が改j下きれ,消【;ノ汁卜;㌧ホ打ち1号で｢Ⅰ′1

′未了己1に設順の北準+が止めJ〕れた(+

【トンニ製作所では他引二に光がけてこの一祇準にナナ′ノた雪望一打.をriH

写邑L,シリーズ化を完成Lた(=′ このシりmズは新Lく剛性化

された非′-ii川J発′【一正設伯認定安土i会による節1号の認1上†ナ桁.1占

てこ1あるこ〕

シリー¶ズ'の特土主を二大に述べる〔〕

(1)非′～;川､‡,確て夫に始動できる｢ト工彗望作一昨独自の白効かふナナ

せ装置付き.ノ

(2)水タンクはf止性朋ヤた介付きの節水形である.1

(3)白土軌始動盤はコンパクトでセット内儀形である.〕

(4)仲乍にかノブ送1富まで10秒で始動ができる〔〉
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防災用DE-80形

(100/lほkVA)
｢日立サンバワー+
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