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遠方監視制御装置 スーパーロール･ミニ

スーパーロール･ミニは,小規模な

設備に適した経済的な遠方監視制御装

置として開発されたもので,小形なが

ら従来のスーパーロール･シリーズと

基本思想を統一しているため,単独使

用はもとよりスーパーロール･シリー

ズと併用することもできる｡

1.主な特長

(1)1対の自家専用線,又は日本電信

電話公社専用回線を介して,こ接点信号

や計測信号が伝送できる｡更に同じ連

絡線を使って遠方監視制御と同時に通

区= スーパーロール･ミニの外観

表l スーパーロール･ミニのイ幾能と装置容量

機種

項目

SUPERROJ12M SUPERROJ14M

標準機能 オプション追加機能 可葉準機首巨 オプション追加機能

装 置 機 能 表示･計測情報の伝送 制御･表示･計測情報の伝送

装置

容量

ON-OFF制御 13点 13点

設定値制御 2(アナログ値)量

表 示 13点 】3点 13点 13点

計測(パルス入力) 2点 2点 2点 2点

計う則(ディジタル入力) l(BCD3桁)量 l(BCD3桁)量

計測(アナログ入力) 4量 4量 4量 4量

通話(保守電話) 1司時通話又は切替通話 同時通話又は切替通話

計 算 機 接 未完 ワード単位時分割結合 ワード単イ立時分割結合

詰も可能である｡

(2)機能単位ごとのプリント板構成と

しているため,装置答量の増i成が容易

にできる｡

(3)コンパクトなユニットケース収納

形とし,複数ユニットの集約実装,他

装置キユーピクルなどへの取付けが可

能であり,床面楕の縮小を図っている｡

図1にスーパーロール･ミニのユニ

ットケースの外観を示す｡

(4)主要素子としてC-MOSを採用す

ることにより,消費電力を大幅に削減

している(標準仕様で50VA)｡

(5)伝送路及び接点信号入出力部は

ACl,500V,1分間の高耐圧仕様とし

ている｡

(6)制御電子原は直流(24V又は110V),

交流(100V又は200V)のどちらでも選

択できる｡

2.主な仕様

表1にスーパーロール･ミニの機能

と装置容量を示す｡

(日立‾製作所 機電事業本部)

コンパクト形ポンプ速度制御装置り､イパックエース+

可変速モートルを使用したポンプに

より,閉管路で需要先に直才妾配水する

直庄配水方式は,落差により需要先に

配水する貯水配水方式に比べ,数多く

のメリ ットがあるため需要が増加しつ

つある｡この可変速ポンプを使用した

直庄配水方式は,いろいろの方式や種

類があるが,今回開発したコンパクト

形速度制御給水ユニットは,この中で
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図l｢ハイパックエース+の外観

機能上最もコンパクト,かつ経済的に

まとめたものであり,多くの特長を持

っているのでここに紹介する｡

1.主な特長

(1)区‖に示すように,給水ユニット

を構成するポンプ,モートル及び制御

装置を共通のベッド上に一体化したの

で,据付スペースが従来方式の約-を以

下で済む｡

(2)ポンプの始動方法,運転保護,速

度制御機器の構成などがシンプルにま

とめられているので,省資手原及び省エ

ネルギー給水ユニットとして付加価値

が高い｡

(3)給水ユニットとしてまとめられて

いるので,設計工数及び据付･配管･

配線工事費が低i成でき経済的である｡

(4)可変速モートルに日立HCモートル

を使用しているので,保守が容易であ

る｡

(5)給水ユニット全体が自家製品であ

り,設計～製作～検査まで一貫した流

れで完成されるので信頼性が高い｡ま

た,日本全国にサービス網をしき,ア

フターサービスに万全を期している｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

表l｢ハイパックエース+の主な仕様

項 目 仕 様

速度制御方式 HCモートル制御方式

速度制御の種菜頁 吐出L圧力一定制御

満 水 方 式
押込方式

(オプションでq及込方式も可)

ポ l台(変速),

ン

プ l台(変速2台を交互運転)
常 台

･

及

ぴL

モ

l

卜

2台(変速十定速),

2台(変速揃速運転)

ポ ン プ 40～t25mm GME,4P,i育水

ノレ
変速モートル 2.2～22kW HCモートル

制

御

装

置

電 i原 3≠AC200/220V,50,60/60Hz

モートル

始動方式

設置方式

じか入れ始動:2.2～llkW

人一△始動:ll～22kW

2.2～15kWは共通ベッド搭載形

柑.5,22kWは据付床面自立形

使用場所
周囲温度-5～40`c,

湿度80%以下

(日立製作所 商品事業部)

85



H_止_看干諒i VUL.bヨ NO.8=9//‾古ノ JU4

日立クラインフィルタKFS形

ベルトプレス形脱水機である日立ク

ラインフィルタKFS形は,従来のKF

形より脱水後のケーキ含水率を低くす

ることを目的に開発した機椎である｡

その構造は図1に示すように,汚i尼

は,混合ドラムで微量の有機高分子i疑

集剤と音昆合され,シープドラムで予備

脱水され,次に2枚のフィルタベルト

の間に送り込まれ,口径の異なる幾つ

かのローラ問をS字二伏に移行しながら

徐々に圧縮,せん断

脱水され含水率の低

いケーキが得られる｡

図2に日カニクライ

ンフィルタKFS形の

外観を示す｡

1.主な特長

他機種の脱水機と

比較すると次の特壬主

がある｡

(1)脱水後のケーキ

の増量がなく,含水

率は,約70%である｡

脱水ケーキ
＼メ

洗浄ノズル

下フィルタベルト

(2)ベルトプレス形であるため,構造

が簡単で,運転,保守が容易である｡

(3)駆動部分は,フィルタベルトだけ

であるので動力がノトさい｡

(4)真空ポンプなどを使用しないため

騒音が低い｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立製作所 機電事業本郎)
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表l 日立クラインフィルタKFS形の主

な仕様

＼＼､機種

項目
KFS-08 KFS-15 KFS-25

三戸布幅

(mm)
800 l′500 2.500

寸 法 1.500〝 2′200れ/ 3′200〝

(mm)
4′750⊥ 5′2501 5′600L

2.850〃 3,100〃 3′柑0〃

乾物処王里量

(kg/h)
108～180 195へ･-270 325～565

総動力

(kW)
2.35 3.45 4.15

注)処王里量は,汚;尼含水率94ヘー96%の下水汚1尼を

対象とLて,7則定Lたものである｡

日立FRP製合併処丘里浄化槽

最近,環境保全の立場から,全国各

地で合併処理浄化槽の設置を義務づけ

る所が多くなっている｡特に,地域に

よっては従来の水質規制に加え,更に

厳しい上乗せ規準が実施されている｡

このため口立化成工業株上℃会社では,

浄化槽に対する積極的な研究･開発を

進め,FRP(強化プラスチック)のト

lノブメーカーとして,他に追随を許さ

ない加工技術により,件能･構造･施

工などに†奉れた合併処理浄化槽を各種

開発し,既に多くの現場を通じて顧客

から好評を得ている(図1)｡

日立化成工業株式会社は,あらゆる

計画に適合できる体制を確立し,環境

改善にいっそう積極的に取り組んでいる｡

1.主な特長

(1)流量調整室の容量を大きくしてあ

るため,幅広い用途に使用できる｡

(2)流量調整装置により,ばっ気宇へ

安定移流しているため,負荷が一一定で

あー)安定した水質が得られる｡

(3)機器類(ブロワ,汚水ポンプ)は各
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2子i装備されており,それぞれ自動交

カニ運転するので長寿爺である｡

(4)各室ごとに点検穴を設けてあり,

各カバーはキ【付きで,安全である｡

(5)20ppm槽,30ppm槽には汚泥貯留

宅が設けてあり,計量升により汚打法調

繁用栓を操作するだけで,ばっ気槽の

汚i尼調繋ができる｡

(6)合併処理槽は,

プ禦が必要であるが,

モ∵タ

ブ｡り酉P電根ノ＼､

特に専門の維持管

日立化成工業株式

レベノレ

スイッチ

沈砂重

ン充量調整

会社では,専門的知識･技術をもった

維持管理体制を全国ネットしているの

で,設置後の維持管理は万全である｡

2.主な用途

(1)住宅施設,(2)宿泊施設,(3)病

院施設,(4)店舗関係,(5)娯楽関係,

(6)学校施設など,あらゆる生活排水

系の処理に適用できる｡

(日立化成二｢業株式会社)
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日立真空乾燥装置

日立真空乾燥装置は,i威圧下に含水

物質をおく と沸点が低下し,真空度に

応じて低沸点で蒸発するJ京理を応用し

たものであり,低f見で製品化するもの

の乾燥に適している｡特に.乾燥機の性

能を左右する要素は,加熱熱量,真空

度,撹枠効果,†ム熱面積,含水物質の

充填率などであり,ニれらの要素の最

適値をブ大志した運転方法がとられる｡

内筒内部にスラリ【又は脱水ケ【キを

充填し内部をi威圧にして,外筒と内筒

の間に蒸気などの熱i原を供給して乾燥

させる方式をとった∴重円筒構造の真

空乾燥装置である(図1)｡

特に,食品工場の曝気相余剰汚泥の

乾燥,自動車工場の含油排水のi農縮な

どに数多く持つ実績をもとに,昭和52

年3f],し床処〕理場向け真空乾燥プラ

ントの1号･機を納入し注目を集めてい

る｡⊃ 代表的なフローシートの一一例を図

2に示す｡

1.主な特長

(1)単蒸発であり,装置が簡単で維持

管理が容易である｡

(2)高真空が得ら

れるのでイ氏子見処理

ができる｡熱風乾

燥と比較して機器

の寿命が長い｡

(3)すべての装置

について密閉構造

が可能であり,悪

臭発生を抑えるこ

とができる｡

(4)乾燥製品の熱

変件が少なく,粒

度の整った乾燥物

が得られ,特に有

機性汚i尼の乾燥物

は,肥料化,土壌

改良剤として適川

できる｡

(5)廃熱水,廃蒸

気の利用が可能で

ある｡
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日立信号伝送ユニット"STU-D”

最近,各椎産業におけるシステムの

規模,構成の大形化に伴い,制御室問

を結ぶ配線の処王里が問題となっている｡

ニの問題を解決Lたのが日立信号伝

送ユニットーSTU-D'■である(STUは

SignalTransmitter Unitの略称)｡

すなわち,シリアル伝送方式を採用し,

32点の並列入力信号をわずか一 一対のラ

インによりイ去送し,32点の並.列信号を

出力するものである｡入出力回路は絶

縁きれており,また送′受信用の 一対▲のラ

ゼ≦

事rl

llI

けl

IIき

区= 日立信号伝送ユニット"STリーD”

インはン己仝にフロートされており､十分

な耐ノイズ件を持った取り扱いやすい

イ言号伝送ユニットとなっている(区=)｡

1.主な特長

(1)伝送距離は最大2kmである｡

(2)プロセスとのつなぎが容易である｡

絶縁形の入･出力回路を内蔵している｡

(3)設置,移設が簡単にできる｡

コンパクトな構造,小形･軽量で接続

が容易なワンタッチコネクタ接続方式

表l 主な仕様

を才采用している｡

(4)電線は,直流,‾交流どちらでも選

/ヾる｡

(5)システムの拡張に,利手卸用計算機

システムの簡易リモートプロセス人出

力装置として佐川できる｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日カニ製作所 機電事業本部)

No. 項 日 仕 様 備 考

l 名 称 信号伝送ユニット``sTリーD”

2 入 力 (Dl) ドライ接点入力

3 出 力 (DO) ドライ接点出力 定格 DC100V O.2A他

4 占 数

伝送方式

32点,8点ごとフロート(入/出力共)

5 時分割多重化によるサイクリックディジタル伝送

サイクルタイム

電;原

2.4ms

6
DC100V/=0V 十10% -ほ% 注文時,AC/DCい

AC 柑0V ＋10% -15% ずれか一方を指定

7 周 囲 環 境
温度:-トー十550c 弓ただL,推奨条件

湿度:10～90% 10～40dc.40～60%

8 寸 法 幅:160×高さ330×奥行400(mm)
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日立制御用マイクロコンピュータHIDIC O8

HIDIC O8は,マイクロコンピュー

タの経済性と,ミニコンピュータの性

能とを合わせもった,本格的な16ビッ

ト日立制御用マイクロコンピュータで,

ハイレスポンス性と,高信束副生を特長

図l 日立制御用マイクロコンピュータ

HIDIC O8

として多彩なアプリケーショ ンに応じ

られる｡

また,HIDIC O8は,内部マイクロ

プログラムを変更した,コンピュータ

シーケンサHIDIC O8Sを姉妹機種と

して用意している｡

1.主な特長

(1)中央処理装置(CPU)は,1枚の

プリント基板に収納し,VECTOR割

込機能だけでなく,DMAを含めた入

出力インタフェースまで内蔵し,コン

表I HIDIC O8及びHIDIC O8Sの主な仕様

パクトな設計となっている｡

(2)強力な高級制御用言語PLCによ

るプログラミ ングが行なえる｡

(3)各種アプリケーションにマッチし

たモジュール構成のコンパクトなオペ

レーティ ングシステムを自由にi翼択で

きる｡

2,主な仕様と外観

表1にHIDIC O8及びHIDIC O8Sの

主な仕様を,図=こ外観を示す｡

(日立製作所 機電事業本部)

機 種 HIDIC〔】8 HIDIC O8S

項 目 イ士 様 Cモード仕様 Sモード仕様

主記憶装置容量 64k語 MAX. 同 左

命 令 数
基本47種,オプション10種 基本 38種 基本 川種

ファームウェア 96種MAl オプション10種

加算時間=c/コア) 3.1〝S/3.5〃S 同 左 基本命令約4〟S

入出力

制御

方 式
DMA,プログラム制御,

同 左
DMA

メモリインタフェース メモリインタフェース

入出力装置数 64台 同 左 Pl/0 2′048点

割 込 制 御 2レーくル,VECTORING(ハード) 同 左 な し

オプシ ョ ンイ幾構
タイマ,イリーカルアドレスチェック,メモ

リブロテクト.ウォッチドッグタイマなど｡
同 左

H-7846C形高密度プロセスディスプレイ装置

計算機制御システムのマンマシン端

末として使用されるプロセス ディスプ

レイ装置の最上位機種として,4,032字/

画面の表示能力を持つH-7846C形高密

度プロセス ディスプレイ装置を開発し

た｡

プロセス ディスプレイ装置は,必要

図lトト7846C形高密度プロセス ディス

プレイ装置
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に応じて自由に画面を再編集できる表

示自由度の高さから,中央制御室の大

形監視･制御盤の小形化,近代化の有

力手段として需要が増加しているが,

制御対象の複雑化,広域化に伴い表示

情報量が増大し,1台では表示容量が

不足してきた｡本装置はこのような要

要に対処するものであって,カラー表

示,図形表示機能を含む4,032字/画面

の高密度表示能力に加え,任意方向へ

の画面移動や部分画面の拡大機能を備

え,1台分の表示容量を超える仮想大

画面の表示を可能としている(図1)｡

1.主な特長

(1)表示容量4,032字/画面(96字×42

行)の高密度タイプである｡

(2)カラー7色,20インチ高精細度ブ

ラウン管を使用し,繊細で美しい画面

を表示できる｡

(3)英数字,片仮名のほか,最大768種

の書替え可能な画素を持ち,複雑な系

統図やグラフなどの図形表示ができる｡

(4)ソフトウェア サポートにより,任

表l 主な仕様

項 目 イ土 様

ビ ュ
ー

ア
20インチ7色カラー

(高精細度ブラウン管)

表示 文 字 数 4′032字(96字×42行)

文 字 種 頼
64英･数字,英記号

64片1反名,仮名記号

画 素 種 顆 最大768任意画素

基 本 機 能

カーソル制御,タブ,

カーソルスキップ,

ブリンク,カラー継目なし表示,

倍サイズ表示,警報,

半行ずらし表示,

ビューア直列]妾続(最大4台)

オプション機能

標準キーボード

割込専用キーボード

ライトペン

ジョイスティック

画面重ね合せ表示

画面移動,拡大

ハードコピー

転 送 速 度 3Dk語/秒

意方向への画面のi骨らかな移動や部分

的な画面の拡大機能を持っている｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立製作所 機電事業本部)




