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湘ぜ書

地球環境問題に対する社会的な関心が高まる中で,さまざまな業掛こ

よるISO14001(企業における環境保全に関する国際規格)の許証取簿

活動が展開されている｡この箆証取待と維持をサポートするために,日立

製作所は,局地気象･大気拡散シミュレーションプログラムを開発した｡

これにより,さまざまな気象･地形条件下での放出物質の大気中への拡散

状況を予測し,環境への影響を評価することが可能となる｡

境保全の高度化を支援する
局地気象･大気拡散シミュレーションシステム

原子力事業部日立生産本部

原子力制御計画部の久保田

龍治主任技師(左),電力･電

横開発研究所の岩重健五主

任研究員(中),および日立エ

ンジニアリング株式会社横

電システム本部電力制御第1

部の笠野利夫主任技師(右)

気象データ

予滞データ､リアルタイムの胡瀾データ､過去のデータ

魯$l

●このシステムの特徴は

まず,普通のパソコンで使えることが大きな

ポイントです｡開発に着手した当初はワークス

テーションをベースに考えていましたが,お客

様の使いやすさを考慮し,パソコン上でスムー

ズに動作するように計算を軽くするなどのくふ

うをしました｡その結果,計算時問も大幅に短

縮でき,1時間後の予測は約50秒,24時間後

でも20分程度で計算できるようになりました｡

また,財団法人日本気象協会の広域気象デー

タをオンラインで提供いただくことにより,30時

間後までの長時間予測計算やリアルタイム計

算,過去の再現計算を可能にしています｡しか

も,施設周辺地域固有の実気象データもプラス

することで,さらに精度の高いシミュレーション

計算が行えます｡

拡散 排出物質

大気拡散シミュレーションの概要

墾

雨

盛
佃

●開発の背景は

環境問題に対する意識の高まりから,近年

は工場からの排気がどのように拡散するかを

できるだけ詳細に調べ,周辺への影響を少な

くする方法を知りたいというニーズが増えてい

ました｡ところが,こうしたシミュレーション計算

は技術的に非常に高度で,専門の研究所があ

るのも日立製作所だけです｡このシステムも私

どもが単独で開発しました｡

●開発にあたってくふうした点は

最初の納入先となったのは,福井県原子力

環境監視センターです｡福井県では複数の原

子力発電所が運転され,多くの観測局が設け

られており,さまざまな気象条件に対応できる

高精度なシステムを求めておられましたので,

予測計算に強いこのシステムを評価していただ

けました｡一方,私どももこの事例を通して,拡

散物質の放出源の設定をきめ細かくする必要

があることを認識し,緯度･経度に加えて,メ

ートル単位での設定ができるようにしました｡例

えば,同じ工場内に2本の排気筒がある場合

でも,それぞれからの排気についてのシミュレ

ーションが可能になり,計算精度もさらに向上

させました｡

●今後の展開は

このシステムは,もともと広い対象の環境アセ

スメントのために開発したものです｡硫黄酸化

物(SOx),窒素酸化物(NOx),あるいは火山

灰や花粉などについても評価できますから,工

場などからの放出物質がどのように拡散してい

くかを調べるほか,自然災害の影響を調査し

たり,工場を建設する前に環境への影響を最

小に抑える排気筒の高さや位置を計算したり,

また,異常を想定した細かい解析なども可能

です｡今後は,インターネットを用いた解析だけ

のサービスや,計算を簡素化したパッケージソ

フトウェアも発売する予定です｡
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亀力 通

目覚ましい進歩を見せる情報･通信技術をはじめ,機器の高信頼度化

と安全性向上を背景に,電力流通設備の運用･保全のあり方が変化しつ

つある｡関西電力株式会社は,変電所などの電力流通設備の効率的な運

用に向けて,新たな運用保全体制をスタートさせ,その新システム闘う削こ

は日立製作所が取り組んだ｡

の効率運用を実現する相互接

オープン分散亀力系

関西電力株式会社大阪北給

電制御所に設置された給電

制御所システム

情報制御システム事業部電力

システム本部の中田祐司チー

フエンジニア(左),株式会社

日立情報制御システム電力シ

ステム部の加藤光也主任技

師(中),および日立エンジニ

アリング株式会社公共システ

ム制御部の日比 晶主任技

師(右)

監視制

●電力流通設備の新システムとは

電力流通設備は,給電運用を行う

支店給電所と運転保守業務を行う制

御所,補修業務を行う電力所で運用

されています｡関西電力さんの場合,

支店給電所が8か所,制御所が融か

所,電力所修理所などが22か所あり

ますが,従来,各所のシステムには異

なるメーカーの独自のアプリケーショ

ンを採用しており,互換性･相互接続性はあり

ませんでした｡そのため,このたび,関西電力

さんの要望を受けて,日立製作所は,メーカー

各社と検討を重ね,メーカーの垣根をなくした

統一アプリケーションにより,オンラインで電力

流通設備を監視制御できるシステムを開発しま

した｡

●新システム導入の手法とは

系統一貴運用を可能にするために,関西電

力さんでは,従来の電力流通設備運用･保全

の役割分担を抜本的に見直し,給電運用と運

転を行う｢支店給電制御所+,保守と補修を担

う｢電力センター+の二大体制化を目指すこと

になりました｡そこで私どもは,給電制御所と

電力センター間で,情報の共有化と機能の連

携を行うために必要となる機能の検討を行い

ました｡
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lシステム

具体的には,各所で同一の系統図を共用

し,オンラインで同じ系統状態の認識を可能に

し,連携した操作を行えるようにしたほか,相

互に操作状況をオンラインでモニタする監視･

制御システムの開発,運転員の業務軽減と確

実な操作を可能にする並列制御機能の導入

などに取り組みました｡また,人為的な事故を

未然に防ぐための運転支援機能や,天災など

による給電制御システム被災時の電力センター

によるバックアップ機能なども備えており,安全

性,信頼性にも十分配慮しました｡

●新システムのメリットとは

給電制御所では,従来の給電運用に加え

て,制御所が実施してきた機器操作業務を行

うことになり,業務を自律的かつ効率的に行え

るようになります｡電力センターでは,巡視点検

などの保守業務と,定期点検や設備改修など

の補修業務を担いますが,操作者と作業者が

同一になり,保守･補修業務の一体化が可能

になります｡勤務体系も,運転規模の縮小と,

自動復旧機能の導入や配電自動化システムと

の連携による人と機械の連続監視制御が可能

になることから,従来の三交代から宿直体制へ

と変更できます｡関西電力さんでは,将来的に

支店給電制御所を8カ､所,電力センターを26か

所にする予定で,20%のコスト削減が可能に

なると見込んでいます｡

●今後の展開は

すでに第一号となる大阪北給電制御所の運

転がスタートし,関西電力さんでは,今後10年

余りをかけて新体制へと移行する予定です｡日

立製作所は,導入後のフィードバックを受けて,

システムの調整や改善などを行いながら,お客

様にさらに密着したシステムづくりを手がけて

いきたいと考えています｡
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原子力

望預
世掛こ入った今日,環境とエネルギー問題の解決は最重要課茸の一つである｡これに対応して日立黎

作所は,発電に伴って=酸化炭素の放出がないという根本的な利点を持つ原子力発電が,有力なソリ

ユーションになるものと考えている｡今後,さ引こ信頼性,経済性に優れた発電システムと,ウラン燃料の製造か

ら燃料の再処理,放射性廃棄物の処分までの燃料サイクルの輸を実現し,社会に貢献していく｡

日本 株式会社六ヶ所 子
サイクル施 の据付け完成

済本原燃株式会社が青森県六ヶ所村に建設中の再処理工場(年間800tU)は,ほ

青森県六ヶ所村の再処理工

場の建設状況(2001年6

月時点)

再処理工場の全景を示す｡主

施設はほとんどの設備が据え付

けられ通水作動試験の段階に

入っている｡

音義警軍産∃
とんどの設備の据付けが完了して,通水作動試

験の段階に入っており,2005年7月のしゅん工を

目指して建設が進められている｡

日立製作所は,主施設のうち,分離施設と低

レベル廃液処理施設の全体を建屋幹事会社と

して取りまとめているほか,溶解オフガス処理設

備,高レベル廃液処理設備,酸回収設備,低レ

魯$J

ベル廃液処理設備などの設備担当会社として,

建設工事を進めてきた｡これらの施設･設備は,

フランス,イギリス,ドイツから世界最先端の技術

を導入するとともに,国内で技術確証試験を実

施し,完成させたものである｡2001年4月に通水

作動試験を開始し,2003年からは引き続き,化

学試験,ウラン試験,使用済燃料を用いた総合

試験(アクティブ試験)が行われる予定である｡

一方,日立製作所が建屋幹事会社として全

体を取りまとめてきた使用済燃料受け入れ･貯蔵

施設については,第2回定期検査を2001年9月

に完了した｡

表
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子炉の大規模予防保全工事
｢シュラウド取替+を完了

薪■シ ′斗
i凍炉ヰ戊梓珊..日立フ

鼻∵
燃料

集合体

制御棒

l虹藍璽J

原子炉内につり込まれる薪

シュラウドの外軌(左)と構造

(右)

原子炉圧力容器

蒸気----

一._水

m
シュラウド

水
原
子
炉

再循環

ジェット

ポンプ

工場で製作した新シュラウドを原子炉内につり込み,シュラウドサポート

に遠隔自動溶接で取り付けた｡円筒状のステンレス製隔壁であるシュ

ラウドの内部に燃料を収納し,原子炉冷却水の流路を確保する｡

済本原子力発電株式会社敦賀発電所1号機と中国電力株式会社島根原子力発電

所1号機のシュラウド取替工事を2001年2月と4

月に相次いで完了した｡シュラウドは,原子炉内

に設置され,内部に燃料を収納する円筒状のス

テンレス製隔壁である｡

今回のシュラウドは,信頼性向上の観点から,

応力腐食剤れが発生しにくい材料に取り替えた

ものである｡シュラウド取替は,水中遠隔切断や

遠隔自動溶接,除染,放射線遮へいなど多くの

高度技術を駆使し,工期が十敷か月に及ぶ大

規模予防保全工事である｡化学除染,放電加

工による切断,タングステン材料を用いた遮へい

など,随所に独自技術を開発,適用して両工事

を完了した｡

両電力会社の指導と協力の下で,工事工程と

被ばく量の目標を大幅に改善した｡今後もこれ

らの技術を原子炉の予防保全に活用していく｡

子炉圧力容器貫通構造物の
炉内遠 取替工事を完了

腐

田本原子力発電株式会社東海第二発電所の炉内計装管ハウジング交換工事を2001

年7月に完了した｡

ハウジングは,炉内用センサを通すために原子

炉圧力容器の底部を貫通して付けられている管

であり,容器内面に溶接されている｡1999年に

一部にひび割れが発見され,その対策として取

替工事を実施したものである｡工事は,原子炉

圧力容器の中で管を切断して旧部材を取り出

し,圧力容器内面の溶接用台座を作り直した

後,新しい管を上部と圧力容器とに溶接すると

いうものである｡すべてが炉内の作業であること

原子炉専器内での遠隔溶接

新ハウジングを原子炉圧力容

器内部に溶接している映像を

示す｡

取替工事装置の概略構成

∈
(8

N

宗
Ⅰ

l 作業架台

l原子炉圧力容器遮へい体

lガイドパイプ

lシュラウド遮へい体

】取替用装置

日日肝

から,従来は水中で工事が実施されていたが,

この工事では,遮へいなどの技術的な難問を解

決したうえで,気中で実施することによって作業

を合理化するという,世界で初めての工法を採

用した｡この概念を事前にモックアップで検証し,

取替工事を無事完了した｡

この工事で培った技術は,今後の炉内保全に

広く活用できるものである｡
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ウェブによる
発電所業務サービスシステム
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芸荒業酌ポ‾クル闘l品器誤票雲諾機器をクリックするだけで･設備デ‾久

の構成要素ごとに存在する設備データや点検･

保守データは膨大なものとなる｡発電所業務を効

率的に遂行するためには,このような各種データ

への迅速なアクセスが要求される｡

日立製作所は,発電所業務に広く利用されて

いるP&ID(配管計装線図)をインデJジュント化

し,ウェブを介して体系的かつビジュアルに各種

データにアクセスできる発電所業務ポータルを提

供した｡

〔主な特徴〕

(1)一般的なWindows(95以降)搭載パソコン

上で動作し,ウェブ上でのコラボレーションが可能

(2)プラント全体図からの図面検索や,図面上

の機器をクリックするだけでデータ表示ができる

など,ビジュアルなアクセスが容易

(3)実務者の作業内容に適したツリー構造選択

により,体系的な図書･データ管理が容易

(発売時期:2001年3月)

子力発電所用
リアルタイムウェブ監視システム

虜誓
ソコンの技術進歩を背景に,居室でのプ

ラントデータ監視のニーズが高まっている｡

これに対応するため,パソコンのブラウザソフトウェ

アを利用し,従来の監視盤CRTと同等のプラン

ト監視が可能なウェブ監視システムを開発した｡

このシステムは,発電所内のプロセス計算機や

環境監視計算機などから一定周期でプラントデ

ータを収集する通信サーバと,データを長期間

表示画面例

パソコンのブラウザソフトウェア

上に表示された系統画面(左)

とトレント画面(右)の例を示す｡
粒一概還還還還遠謀貰監㌫諾㍊貰誓警運搬柵事故時新宅(1)

出
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保存するウェブサーバで構成し,パソコンのブラ

ウザソフトウェア上にリアルタイム監視画面を提供

する｡ウェブサーバの基本ソフトウェアには,日立

製作所が独自に開発した広域情報制御システ

ム用ミドルウェア"e-CommArt”を採用している｡

〔主な特徴〕

(1)利用者を限定するセキュリティ機能

(2)プロセス計算機と同等の系統画面およびト

レンド表示機能

(3)自由な組合せ指定が可能なデータ抽出機能

(発売時期:2001年4月)
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子力防災ロボット

観測ロボットA

タ

圃
観測ロボットC

原子力防災ロボット

観測ロボットB

買
､範i

日本原子力研究所納め観測ロボット(A～C)七,財団法人製造科学技

術センター納め作業ロボットを示す｡

*写真提供:日本原子力研究所

謂999年の東海村の臨界事故を契機として,原子力防災ロボットのニーズが高まり,

原子力施設内の防災支援活動を安全かつ的確

に行う複数のロボットを開発する国家プロジェク

トが推進された｡

日立製作所は,これらのロボットのうち,災害

現場の状況を把握する観測ロボットと,防災支援

作業を行う作業ロボットを開発した｡これらのロボ

ットは,施設外から災害発生場所までの狭あい

な通路や階段などの障害を,特殊な重心移動機

能を持つタローラなどを用いた走行機構で移動

する｡

観測ロボットは,放射線ほかのセンサを搭載し,

事故現場の環境情報を外部に伝送する｡

作業ロボットは,ドア開け,弁開閉,試料採取,

制御盤操作などの作業を行う｡これらの走行･作

業では,自動シーケンスを多く活用した遠隔操作

により,極限環境下での安全かつ正確な操作を

可能とした｡これらのロボットについて,事故状況

を模擬した実証試験を2001年3月に行い,機能

を検証したことにより,2000年度1年間での開発

を完了した｡

核燃料サイクル開発機構納めナトリウム取扱

ナトリウムループの特徴

(1)Na機器の基本操作訓練が可能

･ナトリウム保有量二約1,000kg

･設計渇定圧力:550℃.0.5MPa

･純化系:コールドトラップ

･純化計装系プラギンク計サンブリンク装置

･供給系:試験･供給タンク.加熱器,冷却器

(2)空冷式ダンプタンクで

2時間以内に同化が可能

ゎ嫁

ナトリウム燃焼消火訓練セル:Na燃焼を安全に観察できる｡
･空気中のN∈戯焼では.白煙(Naエアロゾル)の発生を伴う｡

･視界を確保するため.旋回気流でN∈lエアロゾルを閉じ込ゆる｡

済賢

j題ま

(訓練セル:外径¢8×高さ6m)

ナトリウムループと燃焼消

火訓練セル

､…袈

ナトリウムループの基本仕様と外観(上),およびナトリウム燃焼消火訓

練セルの外観とナトリウム消火訓練風景(下)

欝

叩練設
トリウムを冷却材とする高速増殖原型炉

｢もんじゅ+の運転再開に備え,ナトリウム取

扱研修施設(核燃料サイクル開発機構の敦賀市

もんじゅサイトに隣接)を2000年3月に完成した｡

習熟運転後,ナトリウムに関する訓練のほか,一

般市民もナトリウムについての体験ができる,わ

が国初の施設として利用されている｡

〔主な訓練設備〕

(1)試験容器と純化系などを備え,基本的な運

転振作を訓練するナトノウムループ

(2)ナトリウム燃焼の観察と消火訓練を行う,直

径8mx高さ6mのナトリウム消火訓練セル

(3)基礎的な物理･化学特性を実験によって学

習するナトリム取扱基礎実験室

(4)ナトリウムなどが付着した機器の洗浄訓練

を行うナトノウム洗浄処理設備

そのほか,排煙処理設備や廃液処理設備を

備え,環境への影響も考慮した設備としている｡
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表面検査画像処理装置

PT/MT画像処理支援装置

検査結果(画像情報)の出力や

送受信などが可能である｡

虜
譜
■滅

夢匪
破壊検査の高効率化と高信頼性を実現

するため,PT(浸透探傷試験)/MT(磁

粉探傷試験)の撮像画面を画像処理することに

より,欠陥と擬似模様を識別して欠陥だけを抽

出し,電子情報として保存する画像処理支援装

置を開発した｡

この装置はPT/MT画像を取得するディジタ

ルカメラと画像処理を行うパソコンで構成し,間

接目視基準(JISZ2340)に準拠して非破壊検

査の支援を行う｡

これにより,非破壊検査の高効率化と高信頼

性を達成することができる｡

(発売予定時期:2002年4月)

次世代軽水炉サイクル技術

FLUOREX法による再処

理の概略フロー

FLUOREX法は,フツ化物揮発

法(FIuorideVolatility)と溶媒

抽出法(SoIvent Extraction)

のハイブリッド法である｡

約95%以上の∪

望感冒望当望惑∪製品
残余∪＋Pu十FP(約5%以下)

璽当惑M｡×

曲後の軽水炉燃料サイクルニーズに適合す

習る革新的技術として,ハイブリッド再処理
技術｢FLUOREX法+を開発中である｡

この技術は,軽水炉の使用済燃料中に大量

に存在するUをフツ化物揮発法で租取りし,高純

度のU製品を得るものである｡一方,5%以下の

残余のU,Puおよび核分裂生成物を溶媒抽出

法で処理し,高純度の混合酸化物(MOX)製品

を得るもので,軽水炉にとどまらず,高速炉まで

の幅広い燃料サイクルに柔軟に対応できる｡現行

のPUREX法再処理技術に代わりうる技術とし

て,高経済性や低廃棄物量などの特徴を持つ｡

(実用化予定時期:2015年ころ)
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l司 オフガス核種分析システム

A王墓ヨ戚
オフガススペクトル

アンチコインシデンスなし

アンチコインシデンスあり

オフガス核種分析スペクト

ルと分析画面例
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24時間核種別トレンド例

アンチコインシデンス方式の採用によってSN比を向上させている｡

甲のシステムは,原子力発電所での炉内の

も榔監視を目的に,オフガスの核種分析をオ

ンラインで連続実施するものである｡

特に,オフガス中に放射化生成物の窒素13が

高い状態で希ガスの監視精度を上げるために,

アンチコインシデンス方式を用い,窒素13による

′〈ックグラウンド放射線の影響を約25%低減して

いる｡また,中央操作室などで核種別の濃度ト

レンドをリアルタイムで連続監視することができ,

プラントの監視性を大幅に向上している｡

(電力会社と共同研究を実施中)



国

火力･水力

際的に規制緩和が進む電力事業を取り巻く環境は大きく変化しつつあり,撞済性の追求,環境負荷

低減などへのグローバルな視点での対応が求められている｡日立製作所は,これらの多様化する

ニーズにこたえるため,国内外の新設･既設発電設備の信頼性,経済性の向上,システムの高度化,燃料

多様化への対応,lT化への対応などを目指した技術開発と製品開発を推進している｡

東京電力株式会社富津火力発電所3号系列納め1,520MW発電

鰹界最先端の技術を集約し環境にも配慮した,ガスタービン人口燃焼温度1,300℃級

最新のガスタービンを使ったコンバインドサイクル発

電設備である,東京電力株式会社富津火力発

電所3号系列4軸･3軸が営業運転を開始した｡

富津火力発電所3号系列は,急増する京葉

地区の電力需要を賄うことを目的に計画された

発電設備である｡パワートレイン単体を米国

GeneralElectric社が,HRSG(排熱回収ポイ

ラ)を含むその他機器一式を日立製作所がそれ

ぞれ製作し,パワートレインを含む据付けおよび

試運転業務一切を日立製作所が請負い,納入

した｡

〔主な特徴〕

(1)数多くの実績があるMS9001FA型の改良

型であるMS9001FA＋＋型ガスタービンの採用に

より,プラント熱効率50%超の高効率を達成して

いる｡

(2)新型低NOx燃焼器とHRSG本体に組み込

んだ高効率脱硝設備により,すべての負荷帯で

厳しい環境規制値をクリアしている｡

乗京電力株式会社富津火力

発電所(左)と排熱回収ボイ

ラモジュールの据付け時の

外軌(右下)

プラント熱効率50%過を達成

した高効率および高信頼性に

加え,大幅なコストダウンを図っ

た最新鋭のACC(Advanced

Combmed Cycle)発電設備

である｡
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(3)HRSGをコンパクト設計(先行機容積比25%

削減)とし,現地据付け合理化を考慮したモジュ

ール化工法(2モジュールに分割して搬入)を採

用している｡

(4)監視制御装置には最新の高信頼化自律分

散型ディジタル制御装置"HIACS-7000''を採用

し,自動化とヒューマンインタフェース性の向上を

図っている｡

(5)発電所耐力の向上を目的とした所内単独

運転機能を持ち,事故復旧時に早期に電力供

給ができるようにしている｡

(6)プラントの低価格化要請に対応して新技術･

新工法を採用するとともに,設計･施工方法の合

理化による大幅なコストダウンを実現している｡

3号系列の後続2軸は2004年12月と2005年

6月にそれぞれ運用開始が予定されており,完

成後の富津火力発電所の捻出力は3,520MW

(1,2号系列:各1,000MW,3号系列:1,520MⅥr)

となる｡

なあ3号系列に引き続き,1,500℃級ガスター

ビンを使った4号系列の建設が計画されている｡

｢エコこ､む
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沖縄屯力株式会社金武火力発電所納め
1･2号機220MWx2石】専 火力発電所の建設

沖縄電力株式会社金武火力

発電所の完成予想図

沖縄電力株式会社金武火力

発電所納め220MWター

ビンの外観と主な仕様
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高圧･中庄･低圧部の全体を一

つの車室にまとめた構成となっ

ており,3,600min-1(r/min)で

回転する｡

建設地点は,旧金武火力発電

所跡地(約10万m2)を利用,

拡弓長した｡

■こ咤ヤ
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デニチこも

種類･出力 くし形衝動単流排気式再熱再生復水型･220,000kW

タービン本体概要 一軌軸長:10.83m.最大翼長:102cm(40インチ).質量:約230t
主薬気止弁入口圧力･温度 16.57MPa(169.Dkg/cm2)･566℃

再熱蒸気止弁入口圧力･温度 2.79MPa(28.5kg/Cm2ト566℃

抽気段数 7段

真空度 94.66kP∈】(710.OmmHg)

霊申
縄電力株式会社の管内では,昨年も最

大電力の記録が更新され,今後の増加

も予想されている｡金武火力発電所は,増加す

る電力需要の新たなべース用電源として計画さ

れた,沖縄県最大容量の発電所である｡

〔主な特徴〕

(1)タービンは,チタン合金製の102cm(40イン

チ)最終段翼を使用した1流排気形で,高中低

圧一体型のロータを採用している｡

(2)最新のコスト低減策を取り入れる一方,積

極的な環境保全を図っている｡

(3)企業連合によってフルターンキー受注したも

ので,日立製作所は,企業連合間の取りまとめ

を行うエンジニアリングリーダーの任を務めた｡

1998年6月の埋め立て工事(株式会社囲場

組所掌)を皮切りに,1号機は機器据付け工事

を完了し,現在試運転中であり,2002年2月に

運用開始予定である｡

2号機は機器据付け作業中で,2003年5月に

運用開始予定である｡

開発株式会社納め燃料電池用石】ガス
開発"EAGLE”のパイロット試 設

燃科電池用石炭ガス製造技術開発``EAGLE(CoalEnergy Application

brGas,LiquidandElectricity)''プロジェクトで

は,安定供給が可能な石炭を原料に用いること

"EÅGLE”プロジェクトのパ

イロットプラント

電源開発株式会社若松総合事

業所(北九州市若松区)構内に

建設され,現在,機器単体試験

を実施中である｡

技術

により,燃料電池用燃料ガスの製造に最適な石

炭ガス化炉,石炭ガス精製設備,およびトータル

システムの開発を目的としている｡

電源開発株式会社が,経済産業省からの直

接補助事業と新エネルギー･産業技術総合開発

機構(NEDO)からの委託事業としてこのプロジ

ェクトを実施し,日立製作所が協力している｡

2001年6月末に建設を終了し,2002年4月から

始まる総合試運転へ向けて現在,各機器単体

の試験を進めている｡

燃料電池の採用により,従来の石炭火力発電

に比べて飛躍的な発電効率向上を図ることがで

き,さらに二酸化炭素の排出量を減らすこともで

きる｡
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高圧ダイレクトインバータの
引通風機への適用

済02排出規制と省資源の観点から,わが国では省エネルギー法が改正されるなど,

いっそうの省エネルギー化への取り組みが求め

られている｡このため,既設火力発電所の大型

補機の消費電力低減を目的に,電源開発株式

会社と共同で,竹原火力発電所3号機の既設

IDF(誘引通風機)に高圧ダイレクトインバータを

蒸気
蒸気

タービン
発電機

≡相6.9kV
商用電源
ア

/

｢

:ボイラ
l

燃軋ニユ

璽

押込通風機L

給水ポンプ

給水

煙突

lDF.う
ー叫排ガス

多重
変圧器

/イ

/上ニュー1

′■‾‾‾エ

妄三汁｢堅/

多相
電源

商用運転側

適用する長期実証試験を開始した｡

高圧ダイレクトインバータは定格出力8,250kVA

であり,多重変圧器と多段インバータの採用で高

調波を低減することにより,既設電動機に適用

することができる｡これにより,IDFを従来の商用

電源の定速運転からインバータ制御の可変速運

転とすることが可能になり,大幅な消費電力の低

減が期待できる｡

現在,システムの信頼性検証などを目的とし

て,電源開発株式会社竹原火力発電所3号機

での実証試験に取り組んでいる｡

多重変圧器

高圧ダイレクトインバーク

三相可変周波数電源

雷監三忘孟昌謎㌶l多重変胱高圧ダイレクトインバータを商用軌DFモータの醐口することにより･･DFを可変速制御する0

琴

GeneralElectric社納め
タイ国EGATラチャブリ発電設

汐

タイ国EGATのラチャフリ

発電所ブロック･1排熱回収

ボイラ設備の外漑

排熱回収ボイラは輸出初号機

である｡

イ国EGAT(Electricity Generating

AuthorityofTha血nd)のラチャブリ発電

所納めコンバインドサイクル発電設備ブロックー1が

2001年に営業運転を開始した｡

日立製作所がGeneralElectric社から3ブ

ロックのガスタービン用発電機6台,排熱回収ボ

イラ6缶,蒸気タービン用発電棟3台を受注し納

入したもので,排熱回収ボイラは輸出初号機で

ある｡ブロックー2,ブロックー3も引き続き運転開始

の予定である｡

〔納入設備の主な仕様〕

(1)ガスタービン用発電機

容量:325,000kVA

型式:三相交流同期回転界磁全閉型

(2)蒸気タービン用発電機

容量:325,000kVA

型式:三相交流同期回転界磁全閉型

(3)排熱回収ボイラ

蒸発量:高圧270t/h,中庄308t/h,低圧27t/h

型式:自然循環型三重圧再熟式
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東洋エンジニアリング株式会社納め
バングラデシュ国UFFL社H25ガスタービン

ガスタービンパッケージ

敬二

ユノ患率

ガスタービン建屋

バングラデシュ国UFFL牡

H25ガスタービン
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H25ガスタービンの外観

H25ガスタービンと既設排熱回収ボイラとの組合せによるコージェネレー

ションシステムである｡

東洋エンジニアリング株式会社納めバングラデシュ国UFFL(UreaFert山zerFactory

Ltd.)社ガスタービンの据付け工事が完了し,

2001年8月に営業運転を開始した｡

これは,既設発電用ガスタービンのリプレース

用として受注したものであり,日立製作所が開発

したH25ガスタービンの輸出2号機である｡この

ほか,制御装置とバイパススタックを納入した｡

〔主要設備の仕様〕

(1)ガスタービン

出 力:18.00MW

型 式:H25(ヘビーデューティタイプ)

燃 料:天然ガス

排ガス:既設排熱回収ボイラで所内蒸気を

発生

(2)制御装置

型 式:ディジタル制御装置

(3)バイパススタック

空気作動式バイパスダンパにより,排熱回収ボ

イラ用排ガス流量を制御

インド国スリサイラム発電所納め

176MWポンプ水車

2分割ランナ(半分)の船積

み作業状況とポンプ水車の

主な仕様

ランナはインド国内の輸送制限

からボルト接続の2分割構造と

し,現地で一体リングに組み立

てる｡

水筆運転 ポンプ運転

最大出力 176.000kW 最大入力 170.500k肌/

最高有効落差 107.1m 全揚程 106.Bm

最大流量 212mこj/S 揚水量 205mJ/s

比速度 166.1m-kW 比速度 57.8m-mJ/s

回転速度 136.4min‾l

形 式 VFR-1RS

9$】

田立製作所は,住友商事株式会社を主契約者として,インドのBHEL社と三菱電機

株式会社とのコンソーシアムの下,1991年にポン

プ水車6台を受注した｡水車機器は,日立製作

所の設計に基づき,BHEL社への製作指導を含

めて,合作で製作,納入したものである｡その1,

2号機がそれぞれ2001年4月,11月に営業運

転を開始した｡

わが国では高落差機(落差400～500m以上)

が多いのに対して,インドでは低落差･大流量機

である点が特徴である｡そのため,機器寸法は

大きく,適正な剛性確保とコストダウンとのバラン

スをとった設計としている｡心臓部であるフランシ

ス型ランナは直径6.7m,13Cr-5Niステンレス鋼

製で,品質向上のために,鋳鋼,鍛鋼および圧

延鋼板を組み合せた溶接構造を採用した｡2分

割ランナは構造が複雑で,かつ溶接構造とした

ことから,種々のFEM(有限要素法)解析や溶

接変形を少なくする溶接方案などの検討により,

高品質･高信頼性を確保した｡

今後,インド国内の電力供給への貢献が期待

される｡



願力流通の分野では,電力自由化,地球環境負荷の低減,電力供給信頼性の確保などの社会ニーズが高

鞄まっている｡I削こ,大量の情報を扱う電力流通システムでは,汀の活用が大きな変革をもたらしてい

る｡日立製作所は,これまで培つてきた豊富な技術と経験を基に,急速に発達したディジタル技術,最新のIT

を融合し,急速な時代の変化や社会ニーズに対応した電力流通システム･製品の提藁を追求している｡

サウジアラビア国サウジ電力会社
納め380kVジャミア変電所

轡ウジアラビア国サウジ電力会社のジャミア変電所(380kV)は,ジェッダ市内の基幹

変電所として1999年12月に土木建築工事に着

工,2001年5月に受電を開始した｡

日立製作所は,380kVと110kVガス絶縁開

閉装置,13.8kV閉鎖配電盤,500MVA変圧

器,40MVA変圧器,制御保護装置,電力通

信設備,および全体の土木建築工事を含む変電

所一式をターンキー契約で納入した｡エンジニア

リング,納入機器,および建設工事は,これまで

のサウジ電力会社のターンキー契約で培った豊

富な経験と運転実績を反映し,十分な信頼性を

検証したものである｡

400/120kV,500MVA

変圧器の外観

サウジアラビア国サウジ電

力会社ジャミア変電所の

380kV,2,500A,

50kAガス絶縁開閉装置

の外観

部分放電監視センサを備え,外

部からの診断による運転中の予

防保全を可能としている｡

如z

建設場所が高速道路沿いの大学数地内の限

定された区画にあるため,主としてガス絶縁開閉

装置による設備の縮小化と環境調和を配慮した

変電所の構成とした｡用地の制約から,変電所

と380kV架空送電線を,変電所から約6km遠

方の送電線直下に設置された屋外分岐所から

ケーブルで接続することになった｡このため,こ

の分岐所に380kVがいし形避雷器,電力線搬

送波装置結合コンデンサ,ライントラップ,および

ケーブル保護装置を納人した｡この送電系統と

変電所の構成についてサージ解析を実施し,絶

縁協調を確認するとともに,据付け後の380kV

ガス絶縁開閉装置に対するインパルス試験によ

り,絶縁信頼性を検証した｡さらに,運転開始

後の予防保全のため,ガス絶縁開閉装置は部

分放電監視センサを取り付けた構造とした｡

冷却器の自動運転により,負荷

変動に即応した制御を可能とし

ている｡

ど
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一
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米国におけるガスタービン発電所用変圧器

近年,米国ではガスタービン発電所の建設が相次ぎ,それに伴って発電された電力

を送電系続に送り出す発電所用変は器の需要

が急増している｡米国のこの分野の市場規模は

1997年から2003年ころまでに1,500台に上るも

のと予測され,日立製作所は,この大量需要に

こたえるために,200M～500MVAクラスの発

電所用変庄器の標準化と合理化の検討を進め

てきた｡2001年9月時点で,すでに現地納入し

ている12台を含め合計97台の受持を決定して

ガスタービン発電所用変圧

最(右)への≡次元CAD適

用例(左)

意

表
三次元CADの採用により,標

準化とパラメトリック設計を可能

にした｡

おり,現在,設計･製作･現地据付け中である｡

標準化と合理化のポイントは,(1)三次元

CADよるパラメトリック設計と標準設計採用によ

る製作リードタイムの大幅低減,(2)研究所との

連携による使用材料の検討と,設計精度の向

_L,(3)JIT(Justin
Time)生産体制の確立

などによる生産合理化などがある｡これらの経験

を生かし,今後,米国だけでなく,海外市場へ

の電力流通設備に対応していく｡

(初回現地納入時期:2001年1月)

1
み
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発屯機主回路用

海

断器
外でのコンバインドサイクル発電設備の需

要増大に伴い,発電機と主変圧器問に遮

断器を設ける低圧同期方式採用のケースが増

えている｡その遮断器では,大電流通電や開閉

27.5kV20,0ロOA

125kA発電機主回路用達

断器の外戟

さまざまの電気晶を遮断器と共

通のエンクロージャに収納する

ことにより,据付け面積,据付

けエ数輸送コストを大幅に低

l

′′､I;5.さ･"

Iす

滅した｡
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性能に加え,断路器,接地装置,計器用変成

器など電気品の集約化が求められている｡この

ニーズと多様な発電機容量にも適合できる,遮

断電流125kA定格品を新たに開発し,シリーズ

の充実を図った｡

〔主な仕様〕

定格最高電圧:27.5kV

定格電流:8,000/12,000/16,000/20,000A

定格遮断電流:80/100/125kA

〔主な特徴〕

(1)アークモデルを用いた遮断動作解析計算に

よって遮断部諸元を合理化し,発電機主回路用

遮断器専用規格(IEEE C37.013)に従った短

絡試験で性能を検証した｡

(2)上記電気品に加え,サイリスタ起動回路用

断路器,避雷器,およびサージコンデンサを内蔵

できるようにし,据付け面積,据付け工数,輸送

コストを大幅に低減した｡

(125kA定格品初回納入時期:2001年9月)



保護･制l一体
ディジタルリレー装置

近年,電力流通システムの分野では,保護･制御装置の省スペース化と,運肝保

守の効率化のニーズが高まってきている｡また,

演算部

保護･制御一体型ディジタル

リレー装置

演算部には,コンパクトに機能を

集約したオールインワンユニッ

トを採用した｡IT機能として汎用

通信インタフェースを備え,ウェブ

画面によって直接･遠隔での操

作･制御を可能としている｡ 盈撃…

､?
■＼→

高性能32ビットRiSC

プロセッサを採用

省スペース多チャネル

入力変換器を採用
省容量電源を採用

汎用通信インタフェース

を標準装備

〟‾.､力一餅!d

】百

雷i亡鎧戸軍

を閑一

幾

制御部

三ヨ
保護部

ITの飛躍的な進歩に伴い,インテリジェント化を

指向した電力系統の保護･制御システムの検討･

開発が進められている｡

今回,顧客のニーズにこたえて,小型化,低

損失,高機能･高信頼度,標準過信ネットワーク

対応機能を備え,機能統合した保護･制鰍---▲体

型のディジタルリレー装置を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)保護･制御の機能を盤幅350mml面に集

約実装(従来は分離,独立した装置構成)

(2)保護部と制御部の回路は,人力から出力

部まで完全に分離,独立

(3)32ビットRISC(縮小命令セットコンピュータ)

プロセッサの採用によって中枢部のディジタル演

算部の機能統合と高機能化を図り,オールイン

ワンユニットに集約したものを保護部と制御部の

2台に実装

(4)汎用通信インタフェースとしてTCP//Ⅳ(Tr肌訃

mission ControIProtocoレ′Internet Protocol)

を標準装備し,汎用ブラウザとパソコンによって

ウェブデータで操作が叶能

22/6kV大容量配電塔(10MⅥl)都
概略単線結線詞(上)と配電

塔の外観(下)

22kV2回線で受電し,6kV3匝l

線で配電する｡6kV母線に接

続される自動化機器を含め,全

機器を盤内に実装した｡

22kV本･予備受電

十24kV集積形スイッチギヤ

2/6k〉.10MVA.45dB(A).+TC付き

入変圧器(高冷却効率形)

---一癖 -- ------ -------

言牒朋垂盛装

注二階喜喜説明 LTC(Lo∈王dTapChange｢)

T

幅3,300×奥行き3.000×高さ3,500(mm)

■､仙■叫･～･･-≠_

L99

市部のように電力需要の高密度化が進ん

だ地域で,6kV負荷を22kV配電系統

に吸収する目的で大容量･コンパクト環境適合

を特徴とする22/6kV配電塔(10MVA)を東京

電力株式会社と共同で開発し,初号機を同社の

大田支社に納入した(大井31号配電塔)｡

この配電塔では,変旺器冷却効率を向_1二させ,

容最を6MVAから10MVAに増加し,24kV

集積形スイッチギヤ,6kVマルチ変流器の採用,

自動化機器の盤内実装,盤内情報伝達の過信

化などにより,据付け面積を10m2(従来比44%)

に低減した｡また,変圧器低騒音化臼5dB(A)〕,

盤内部アーク事故発生時の安全な放庄構造を

持つ東京消防庁対応キユーピクル構造の採用な

どにより,都市部の設置環境への適合およびコ

ストダウンを図った｡さらに,オプションとして負荷

時タップ切換装置の採用により,電力品質の安

定化も図った｡

(発売時期:2001句三3月)



屯力会社のラストワンマイル
ビジネス用高速亀力線搬送装

高速電力線搬送モデム装置

の外観

電力線を用いて1.4Mビット/s

の高速通信を可能とする｡

柱上親局

集合住宅親局

家庭内子局

寮庭への電力引込線を利用し,安価なインターネットサービスを可能とする高速電力

線搬送装置を開発した｡親局装置は最大20台

の子局装置に接続され,現行の電波法に準拠

した10k～450kHzの周波数帯域を用いて

1.4Mビット/sの高速通信を実現している｡

高速通信を実現するため,OFDM(直交周波

数分割多重)と呼ばれる,帯域幅当たりの伝送

速度を向上する高効率符号化方式を採用した｡

さらに,掃除機やIH(誘導加熱)調理器などの

家電品から出るノイズを時々刻々評価して最適

な変調方式を適用することにより,家電品から発

生するノイズの影響を受けにくくし,安定した高

速通信を可能とした｡

親局装置には電柱上に設置するタイプと集合

住宅に設置するタイプがあり,親局装置と電力会

社の光ファイバを組み合わせることで,家庭への

安価な通信基盤を構築することができる｡

(発売時期:2001年8月)

中部亀力株式会社納め接続供給監視システム

嘩

中部電力株式会社納め接続

供給監視システムの構成

(左)と監視画面例(石)

電力量の監視および記録結果

がブラウザ上に表示され端末

の増設が容易に行える｡

10⑬l

部電力株式会社納めの接続供給監視シ

ステムは,電力自由化に伴って電力事業

に新規参入するPPS(Power Producer and

Supplier:特定規模電気事業者)のために,電

力会社が新たに行う送電サービス,供給サービ

ス,負荷変動サービスなどの各種のサービスを

支援するものである｡

このシステムでは,ウェブを用いてイントラネット

上の端末に,PPSごとの発電電力量,託送電力

量,供給電力量などのオンライン情報をリアルタ

イムで提供するとともに,新規契約にも即時に対

電力量

オンラインデータj

自動宿東､1;一恵幹恵軒｢て｢｢¶盲画一+｢｢‾‾‾衰恵｢

二L二二[二‾入力 ∴ 入力 喜
サーバ(A);サーハ(軌
二二L二⊥

上
ファイアウオーノい

応できるユーザー保守機能を持っている｡

パソコンアーキテクチャのサー′iとクライアント

の採用によってシステムの軽量化を図りながら,

高信頼性かつオープンな日立製作所の電力情

報制御用システムアーキテクチャ``Dora-Power

(DependableandOpenReal-TimeArchitect∬e

for Power Systems)”を適用した,低コストか

つ高信頼なシステムとしている｡

(運用開始時期:2001年5月)
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与
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産業システム

虜ガコンペティションの時代を迎え,産業分野では,省エネルギーと環境対応が最大の課題となってきている｡日立グループは,このような顧客･市場での課題の解決に寄与し,要望にこたえるため,産業

関連の高効率機器･環境対応機器の開発,供給に力を入れている｡また,それらの機器のシステム化や最

新ITの取り込み･応用を通じて,さらに高度なソリューションを提案している｡

省エネルギーの
｢Superアモルファス21+変圧器

省エネルギーの｢Super

アモルファス21J変圧器

業界トップクラスの省エネルギ

ーをさらに向上させている｡

酢S
uperアモルファス21+変圧器は,アモル

ファス合金を鉄心に採用し,巻線構造

の改善によって負荷率60%での全損失をケイ

素鋼板変圧器に比べて約60%低減し,現行

｢Superアモルファス+変圧器の約50%低減をさ

らに向上させたもので,業界トップクラスの省エ

ネルギーを実現している｡

この変圧器シリーズは,平成12年度第21回優

秀省エネルギー機器表彰で｢日本機械⊥業連合

会会長賞+を受賞した｡また,2002年3月31日

まで優遇税制対象製品に指定されている｡

(発売時期:2001年4月1口)

配亀･ユーティリティ監視用
｢H-NET無線システム+

パソコン監守月モニタ

(H-NET標準ソフトウエア)

H-NET(監視系フィールドネット)

総ユニット台数二121台届大4,8km(1+ピータ使用).ツイストペア保

AClOO/200V

DCllOV

無線親局

よ
(アンテナスタンド)

H-NET無線システムの構成例

暫 一
物工

既設のH･NETシステムヘの増設も容易

約30m

モ/ろ/ろ
/′- /r /r

センサ内蔵

三屋度･;塁度計調り子局

■
ACアダプタ

孟宗課 孟宗課無禄子局(例)
生産ライン設備など

蓋ネルギー消費などの実態を十分に把握することで効率的な省エネルギー対策を立

てるための,配電･ユーティリティ監視用｢H-NET

無線システム+を開発した｡契約電力の管理,部

門ごとの細かなエネルギー使用実態の把握,監

視業務の合理化などに威力を発揮し,無線によ

るデータ収集も可能である｡

生産設備のレイアウト変更に影響なく配線が容

易に行え,約30m離れた所までの通信が可能

である｡

設備の近くに無線子局(センサを含む｡)を自

由に設置でき,装着も簡単である｡1親局に8台

までの子局を接続できることから,大規模設備へ

の適用も図りやすくしている｡
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超高速モータ匡動用
高周波インバータ

超
高周波インバータ｢VAH3

シリーズ+

PAM方式で最高レベルの周波

数5,000Hzまでの出力が可能

である｡

機董弼
絹
当
碗
潜
去
手
塩

藍

高速モータ駆動用高周波インバーク

｢VAH3シリーズ+,三相200V級3,6,

叫.

●

｢ゝぎ｡≡,il.､..2

‥M

警
H

良計

12kVA3機種を発売した｡主な用途は,工作機

械,スピンドル,真空ポンプ,プリント基板穴あけ

機,繊維機械などである｡

〔主な特徴〕

(1)pAM(PulseAmp止tudeModulation)方式

で業界最高レベルの最高出力周波数5,000Hz

を実現しているほか,二極モータ使用時最高

300,000min‾1の超高速回転駆動が可能

(2)使い勝手の向上

Ⅴ/f(電圧周波数変換)特性,加減速時間な

どの内部パラメータを最大8パターンで記憶でき,

モータの特性に応じて切換運転が可能

(3)メンテナンス性の向上

寿命部品の電解コンデンサと冷却フアンを交換

しやすい構造にしたほか,制御回路端子を着脱

方式とすることにより,復旧･交換作業の大幅な

短縮とメンテナンス性を向上

(発売時期:2001年9月)

新エネルギー対応
分散系統連系インバータ

鞄球環境改善対策の取り組みとして,従来型の大規模発電のほか,新エネルギーを

利用した分散型電源への要求が高まっている｡

新エネルギーとしては太陽光や風力,燃料電池,

マイクロガスタービンなどがある｡これらの電源か

らの電気を指定の仕様に変換した後に配電系統

新エネルギー分散電源の

適用の種頬

太陽光システムの例を示す｡ 独立

太陽電池 パワーコンディショナ

一句も

･商用電源がない場合に適用

瓜､≡漂

直流達系 整流器

太陽電池 .
⊥T⊥

モータの可

変速制御に
適用

商用電源

汎用インバ

ータの応用

交流

負荷

1⑬2L

と連系する装置として,最大電力制御,並列運

転機能,外部通信機能などを実現した,電圧型

電流制御方式の系統連系インバータを開発した｡

この装置では,配電系統への連系の場合に

｢系統連系技術要件ガイドライン+を満たし,電

圧･周波数の影響や起動･停止時などの分散型

電源の挙動が系統側に影響を与えないように｢系

統連系保護機能+を持たせることにより,信頼性

を確保している｡

(発売時期:2001年7月)

盟
太陽電池

商用電源㌔.(し
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ー‾ニ

-､≡ニファF /′､､
ノ

､J
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ざ･さまざまの電源としてクリーン
ゝ エネルギーを供給 交流負荷

自立形連系

太陽電池
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蓄電池
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商用電源卜し1〉
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災害時の非 非常時
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常用負荷



ミクロの で複合臭を消臭する
｢ポータブル式消臭システム+

ポータブル式消臭システム

消臭能力は最大90m2(屋内･

高さ3m以内)で,消臭原液を

50～100倍に希釈して囁零

する｡

.圭遠

管叩､

ミ+

聖

Ⅷ琴苧

聴球環境保全が要求される中で,｢複合臭+に関する苦情が増加している｡これを解

決するために,植物から抽出した消臭液を用い

る｢ポータブル式消臭システム+を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)オールインワンの可搬式で,操作が容易

(2)屋内にこもった臭気を室内噴霧で消臭

(3)専用ノズルを用いたドライフォグで速効消臭

(4)自動制御の間欠噴霧により,効果的,経済

的に消臭

(5)環境に配慮した消臭液は人体にも無害

(発売時期:2001年4月)

ダイレクトドライブスクロール
空気圧縮機

｢Jてッケージスクロールベ

ビコン+の内部構造

ダイレクトドライブスクロール圧

縮機本体と空気タンクとのシン

プルな構造によってコンパクト

化を図った｡

操作パネル

空気タンク

d

憲乱｡搾

ダイレクトドライブ

スクロール圧縮機本体
ま

豊に一般産業用として,モータの回転を圧縮機本体に直接伝えるダイレクトドライブ

スクロール方式の小型空気圧縮機｢パッケージス

クロールベビコン+(1.5～5.5kⅦ)を発売した｡

〔主な特徴〕

(1)スクロールにすることでバルブをなくし,低騒

音･低振動を図った｡

(2)潤滑を効率よく行うロータリピストンポンプ

のほか,駆動部と圧縮室を遮断する面シールの

採用により,小型機では初めて,給油式ながら

圧縮室を無給油構造とし,吐出し空気中の油分

の大幅な削減を図り,環境に配慮した｡

(発売時期:2001年7月)

環境と省亀力に配慮した
給油式スクリュー圧縮機

インバータ搭載型給油式ス

クリュー圧縮機`刊ISCREW''

｢2000シリーズ+のVタイ

プ

空冷22kWインバータを搭載

した｢Vタイプ+では,新開発の

ロータで3%の省電力効果と最

大3%の圧力制御を実現して

いる｡

..泰

省電力

新開発ロータで

3%の高性能化を実現

薗エネルギーと環境対応を図った一般産業用空気圧縮機として｢2000シリーズ+を発

売した｡ドレン水の油水分離装置一体型の機種

もラインアップした｡

新開発の高性能スクリューロータと上限圧力

自動制御によって当社従来機比6%の省電力を

実現し,環境面では内蔵のエアードライヤにオゾ

ン層破壊係数ゼロの冷妹"R407C”を採用した｡

充てん潤滑油量の20%削減やこん包材などの

廃棄物減量にも配慮したほか,本体一体化構

造,配管数の40%削減,機器配置の最適化の

追求により,メンテナンス性を改善した｡

(発売時期:2001年7月)
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オイルフリースクリュー圧縮機
｢SDS･lEシリーズ+

汐リーンな圧縮空気源として,電子関係をはじめさまざまな分野で広く利用されている

オイルフリースグノユー圧縮機では,省エネルギー,

保守費用の削減や環境対応,運転管理容易化

についてのニーズが高まっている｡

｢SDS-IEシリーズ+では,ドライヤやフィルタなど

での圧力損失を空気消費量に応じて演算する

ことにより,圧縮機の吐出圧力を自動的に必要

最低限の圧力に調節するAPC(ActivePower

Control)や,圧縮機の負荷率に応じて余剰な高

圧力での運転を防ぐPSC(Power Save Con-

trol)などの省エネルギー運転機能を搭載し,当

社従来機比最大約8%減の省エネルギーを実現

した｡さらに,台数制御機能(オプション)により,

複数台の空気圧縮機に対して空気の消費状況

に応じたきめ細かな省エネルギー運転ができる

ようにした｡

圧縮機の主要部品であるエアクーラや空気配

管をギヤケースと一体化した｢インテグレーテッド

構造+とすることによって部品点数を減らし,保守

費の削減を図った｡

紺
鞘
当
頑
を
墨
ず
ム

｢SDS一肥シリーズ+の外観

と内部構造(左),およびrイ

ンチクレーテッド構造+の概

念周(右)

省エネルギーを実現したオイル

フリースクリュー圧縮機である｡

靡
櫛モ

ヾ事餅J

世界最大級LNGプラント用圧縮機

様子(上)とエンドフラッシュ

圧縮機部の構成(下)
留学 っ､

気･H学人㌢払よ三′こ

実際に納入するモータと流体継

l:コ

､.もY由ぷ轟曳7

機と組み合わせた試験を実施

した｡

‾‾-叫_

15,000mm

(lM) ABB

8,000k)〉

(F/C) (LP)
VO汀H MCH606

---¶Ⅵ､-∈
(HP)

2MCH608

注:略語説明IM(lnductfonMotor).F/C([l山dCoup=ng:

流体継手).LP(LowPressureCompressor)
HP(HFghPressureCompressor)

㈹41

田揮株式会社から受注した,MalaysiaLNG Tiga納め圧縮機を出荷した｡世

界最大級のLNG(液化天然ガス)プラント(年間

総生産能力:2,300万t)で使用されるもので,エ

ンドフラッシュ圧縮機(8,000kW)2台と,スタビラ

イザ圧縮機(4,500kW)2台の計4台である｡高

効率インベラの採用による高性能と,さまざまな運

転条件に対して安定した機械的特性を持ってい

るのが特徴である｡

出荷前に工場内で現地と同様の状況を設定

し,実際のモータと流体継手を使用した運転試

験によって機械的特性を確認した｡現在は,現

地据付け工事が進行中であり,プラントの運転開

始は2002年半ばの見込みである｡

(工場出荷時期:2001年3月)



高効率の新
HC･F･∈シリーズ"HC-

F300E■'ターボ冷託横の

外軌

冷凍能力は1,055kW(300RT),

冷水･冷却水温度は12/7℃･

32/37℃,COP(消費電力に対

する冷却能力)(6kV/50Hzの

場合)は5.64である｡

ターボ冷凍機 閂

ヽ⊥ご･←･‾ノ

_監-声

内メーカーとして初めてオゾン破壊係数ゼ

ロのHFC134aターボ冷凍機を1993年に

発売以来600台以上を納入し,その実績を基

に,当社従来機比で最大22%の効率向上を達

成した｢HC-F-Eシリーズ+を発売した｡

マイコン盤による高機能運転が可能であり,か

つ豊富な日常運転の情報表示により,運転状態

を簡単,確実に把握することができる｡また,株

式会社日立ビルシステムとの保守契約(オプショ

ン)により,遠隔監視システムを導入した24時間

監視体制にも対応が可能である｡

高値頬の産業用パソコン

最期安定稼動のニーズに高信頼･高性能･高コストパフォーマンスでこたえる産業用

パソコン｢FA MASTER HF-Wシリーズ+の新

モデル"HF-W55F”を発売した｡

高信頼の産業用パソコン

``HF-W55F■'

高信頼･高性能･高コストパフォ

ーマンスを実現している｡
日立印柁

〔主な特徴〕

(1)24時間連続稼動で耐用年数10年の高信

頼設計

(2)発売開始後3年間の長期安定供給

(3)PentiumⅢ*プロセッサ(850MHz),ホット

スワップディスク,二重系クラスタなどパソコン技

術のトレンドを積極的に導入

(4)WindowsNT*,Windows2000,PCI/ISA

バスをサポート

(5)高さ150mmの薄型ボディを継承

(6)m,CSA,FCC,CEマークの海外規格を取得

(発売時期:2001年2月)

拝1:*は｢他社登録商標など+(158ページ)を参照

往2:PCI(PeriplleralComponentInterconnection)

ISA(1ndustryStこ1ndardArchitecture)

山梨県八田村納め農業情報システム

ぷ

′ブ再三玩東面夏山′‾1｢】‾京泰繭蕗貢ぎム‾‾‾盲巨‾‾‾一一‾‾‾‾‾一▲▲■一+++-】山ノ】】〟】‾‾1農業･地域情報サーバ

農業情報

二Ⅳ‾J｢〉1㌻囁
■-一表誠
WWW公開

DNS

‾.孤舞

PROXY

u妻

幽
梨県八田付の高度農業情報センターに,

農業情報システム,地域情報システム,気

1柑5

館内ヒAN

[ニケ

マルチメディア研修室

2DO型DしPプロジ工クタ

｡盛

二二二二ニキ㌔耳
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CATVスタジオ
帯トデ､巨コ

図書館システム

三=響屈r

エントランス

ぷ

光+AN
村役場

胃‾気象
去ロボット

農業情報システムネットワークの構成

!｢

小中学校::_;:外部施設

象情報システム,図書館システム,およびパソコ

ン研修システムを納入した｡

〔主な特徴〕

(1)農家･地域住民に病害虫･市況･気象などの

農業情報や観光･行事などの地域情報を提供

(データベース構築)

(2)簡易な入力方法でホームページを自動作成

するソフトウェアの開発

(3)ダブルファイアウォールの採用により,高度な

セキュリティを実現

(システム稼動開始時期:2001年5月)
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ウェブ対応の受変屯
監視システム

川SMAC

受変電設備:

約跳
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朋
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◆土

1邑

HISMAC-Webサーバ

ト棚,+

インターネット

㌔二 ㌔

レ一夕

社内クライアント喜;リモートアクセスサーバ
ゝ

'i

ぎ王圭一丁甘柑一喝てアニヵニ･津
･◆tサ ■■■,

●■
-○

クライアント

三吉評遠隔監視システl喜蓋還禦諾㍑漂認諾富ノ諾荒

堵ンターネットを活用した受変電設備の遠隔監視システム``HISMAC-Web”を発売し

た｡先に製品化しだ`HISMAC''の受変電設備

監視情報をそのまま汎用のブラウザで閲覧する

ことができるようにしているのが特徴である｡

HISMACでは単線接続図(スケルトン)に各セ

ンサ〈電圧値･電流値･電力債〉の情報を表示す

るようになっているのに対し,HISMAC-Webで

は,特に,受変電設備の状態を正確に把握する

ために,その情報をそのまま職場や許可された

自宅の端末,あるいは許可されたモバイル端末

上でインターネットを経由して閲覧することができ

る｡また,変電所で発生した事故について,携

帯電話にその内容をメール配信する機能を持た

せている｡この機能を併用することで,インター

ネットの接続が可能な場所であれば,遠隔地で

も変電所で発生した事故状態を把握することが

できる｡

第1号システムは日立グループに納入してお

り,現在,順調に稼動中である｡

(発売時期:2001年1月)

産業用X線CTによるディジタルエンジニアリング

監

≡次元金属造形晶の製作精

度評価への適用例

性能評価用の斜流ポンプ模型

を描優し,CADデータ作成や設

計データとの誤差を検討した例

を示す｡

T(ComputedTomography)装置で得

られる膨大なビットマップ画像データを効

童顔

被検体

緑源

立体データ

アレー検出器

キ下ナ

薗
設計値との寸法比較 CADデータ化

1¢$

率よく処理し,形状測定するソフトウェアを開発

した｡これにより,産業用CT装置のディジタルエ

ンジニアリングへの適用を可能にした｡

加速器を用いた産業用Ⅹ線CT装置は,密度

情報を含む断層像を非破壊で高速に撮影でき

るため(断面あたり10秒),工業製品の三次元

形状計測に有効である｡

1MeVの加速器を用いた場合,最大撮影厚

さはアルミ換算厚300mmである｡立体像データ

は,測定精度0.2mmで撮影できる｡この立体像

データを元の三次元設計データを活用して処理

することにより,寸法測定精度を数倍向上させる

ことができ,実物情報のCADへのフィードバック

が容易となる｡さらに,三次元CAEと三次元造

形とを組み合わせることにより,実物の詳細な解

析や迅速な製作,製品開発のスピードアップが期

待できる｡



卜】

健

･化学プラント

界規模での品質･価格の追求に対応するため,日立製作所は,装置の高性能化,高値病性,国際規格の適

用を図つている｡鉄鋼プラントでは,晶賞･保守性を向上したサイジングプレス,操業性･形状制御性に優

れた冷間圧延設備,大容量IGBTドライブシステムなどを開発し,納入した｡化学プラントでは,高効率で国際

規格に準拠した医薬プラント,省エネルギーで負荷変動に に追随する大型空気分離装置などを納入した｡

新日本 株式会社納め
新 スラブサイジングプレス

新日本製繊株式会社納め新

型スラブサイジンタブレス

熱間圧延ライン入り側から見た

スラブサイシンクプレスの操業

状況を示す｡

新日本製織株式会社君津製錬所納め新型スラブサイジングプレスが2001年3月に

操業を開始し,順調に稼動している｡

このプレスの導入により,幅庄下能力の増強

による生産性の向上のほか,高い幅庄下効率に

よる製品の品質向上と歩留り向上などの効果が

得られた｡また,この設備では,当社従来品より

も構造を簡素化するために,机上検討とスケー

ルモデルを用いた試験を行い,安定性を確認し

た｡簡素化によって部品点数の大幅な低減と優

れた保守性が達成され,信頼性と安定性の高い

設備を実現した｡

日立 株式会社納め冷間圧延
日立電線株式会社土浦工場

納め分割ハウジング式セン

ジミアミル(HZ一三ル)設備

の全景

高品質かつ多種多様な伸銅製

品生産のニーズにこたえる新冷

間圧延設備である｡

田立電線株式会社土浦工場納め分割ハウジング式センジミアミル(HZ-ミル)が圧延運

転を開始した｡

これは,日立製作所が開発したHZ-ミルを伸

銅用として納入した初の設備であり,従来型20

段センジミアミルに比べ,ハウジングをインナーとア

ウターに分割したことにより,操業性を人幅に改

善した｡さらに,センジミアミルの新技術に加え,

新開発ローラワイパやニューロファジィ形状制御な

ど,日立製作所の最新技術を多く採用した最新

鋭の可逆式冷間圧延機である｡

(運転開始時期:2002年1月)

10MVA級大容量IGBTドライブシステム
インバータの基本仕様

項 目 仕 様:水冷シリーズ(空冷シリーズ)

定格出力容量 2,500 4,800 6.800 8,800 13,600 17,600

(kVÅ) (1,300) (2,400) (3,400) (4,400) (6,800) (8,800)

その他仕様 過負荷仕様=150%60s,効率=98%以上

速度制御精度 100%速度で±0.01%

速度制御範囲 0′}100%

大容量IG8Tドライブシス

テム

コンパー久制御盤,インバータ

の外観を示す｡

注:かっこ内の数字は,空冷シリーズ

インバータ

(1)容 量:6,800kVA

(2)冷却方式:水冷

(3)効 率:98%以上

歴延主機,準主機,および一般電動機駆動に適用が可能な大容量(1,300k～8,800

kVA)のⅠ(詔T(hs山atedGate技po址TIⅦl壷t肝)

ドライブシステムを開発し,製品化した｡

このシステムには,空冷シリーズと,水冷却に

よって盤を小型化した水冷シリーズの2種類があ

る｡コンバータには,電源力率改善フィルタがイく

要となる力率≒1.0制御を適用した｡インバータ

には,ベクトル制御に加え,軸ねじり振動抑制制

御などを採用し,圧延主機ドライブシステムとして

高度な機能を備えている｡

(稼動開始時期:2001年5月)
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藤沢薬品工業株武舎社
富山工 納め第2醗酵棟生産設

■■

藤沢薬品工業株式会社富山

工場帯2醗酵棟の外観

免疫性疾患の薬品を増産する

ための,高効率で省エネルギ

ー･省力を囲った最新鏡の一貫
設備を完成,納入した｡

藤沢薬品工業株式会社の医薬品"FK-5鵬”(物質名:タクロリムス)は,免疫性疾患の

薬として今後が期待されている｡同社はこの薬

品の生産量の大幅増強のための第2醗酵棟の

建設を決定し,日立製作所は,既設醗酵棟と既

設醗酵棟増産工事に続いてこの第2醗酵棟の

生産設備を受注し,2001年4月に完工させた｡

設備は既設設備よりも高効率な醗酵,精製,

晶析工程のプロセスとし,既設設備に対して3倍

以上の生産効率を目指している｡自動化と電子

化ではコンピュータによる集中制御と生産管理を

実施し,ユーティリティ設備も最新鋭の省エネル

ギーと省力化技術を取り入れている｡

,暫緬轡漫司

仙
騒
孝
晋
ラ
ン
巌

長谷川香料株式会社納め
化学合成品プラント

長谷川香料株式会社納め

化学合成品プラントの外観

各種の医薬中間体や合成香

料,化学合成品,機能性素材

を製造する生産設備で,省力

化･GMP対応が図られている｡

ガタ与観戦

■_､一

tl tl

鎚
㌧惣

最谷川香料株式会社板倉工場に,化学合成品の生産設備,製品倉庫,用役設備,

排水処理設備,および建屋一式を納入した｡

このプラントは反応缶,蒸留塔,結晶製造装

置などから成り,医薬中間体や合成香料,機能

性素材などの製造に使用される｡コンピュータ制

御による省力化を図っているほか,GMP(Good

ManufacturingPractice)にも対応している｡

日立製作所は,基本設計から設備製作,調

達,現地工事,試運転,およびバリデーションを

一貫して実施した｡

(完成時期:2001年3月)

高濃 油脂排水処理システム

吉原製油株式会社納め品濃

虔油脂排水処理システム

食用油脂を高濃度に含む排水

を微生物の酵素を利用して高

効率で処理する,環境調和型

の排水処理システムである｡

『0$

意擬製抽株式会社と日立製作所は,製油
m工場から排出される排水(抽を高濃度に

含有)を直接生物処理するシステムを共同で開

発した｡このシステムの300m3/d実用プラントが,

吉原製油株式会社神戸工場で完成した｡

このシステムでは,油分解菌と高速散水炉床

法とを組み合わせて,微生物の酵素を利用して

抽を直接,効率よく生物処理することが可能で

あり,抽除去率は99.8%以上である｡

また,従来の活性汚泥法に比べて汚泥の発

生が少なく,臭気もほとんど出ないことから,環

境に配慮できるとともに経済的メリットが大きい｡

食用油を大量に使用する製油工場での利用が

期待できる｡



半 ･検査システム

戯日,lT産業のキーデバイスである半導体,ストレージ機器,液晶などの微細化プロセスヘの対応

機欝と,生産性向上へのユーザーニーズにこたえるため,日立グループは,研究･開発部門の最先端テ

クノロジーを駆使した電子デバイス製造･検査システム,およぴそれらを統合化したシステムソリューシ

ョンを提案している｡

300mmウェーハ対応の量産用エッチング装置

.■

300mmウェーハ対応

UHF･ECRプラズマエッチ

ンク装置の外観(上)とシス

テム構成(右)

晦号
｢--_J 喜

斗′/

エッチング重2重とオプションの

アッシング室2室から成るマル

チチャンバシステムとしている｡

一‾■一-■‾■■■

嘩だ∧1

欝

I

0.10LLm以降のデバイスのゲート,メタル,絶縁股などの各種材料を高精度･高均一に

加工できる,300mmウェーハ対応の量産用エッ

チング装置｢U-700シリーズ+を開発した｡

[主な特徴]

(1)高精度･低損傷加工

UHF-ECR(Ultra-HighFrequencyElectron

CyclotronResonance)方式により,低圧ヰ密

度領域で安定したプラズマを生成

(2)高均一･高遠択エッチング

反応ガスの供給領域やエッチング室構造の適

二耐ヒにより,反応性ガスの分布を制御し,ウェー

ハ表面の堆(たい)積物分布を均一化

(3)信頼性の高い装置構成

ベースフレームには量産ラインで数多くの実績

を持つ2E2A(エッチング室:2室,アッシング室:

2室)仕様を採用

(株式会社口立ハイテクノロジーズ)

(発売時期:2001年4月)

高歩留りを実現するウェーハ検査システム

アプリケーション

サポート提供

インライン検査ソリューション

酪I蒜去津モ雲光学式ウェーハ S∈M式ウェ叩ハ

外税検海綿 榛東装置

■sR,7200` ′11こ5†1ロー.

惑ウ毒志欝
レビ立-SEM

･†S2600･.′"RS･3000'

システム

ソリューション

提供

∴_j

･ノ･ヒニ還無転′
歩留り,プロセス

驚理システム
ーMl-700ロー

インラインリソグラフィー管理
ソリューション

′

計測

淘蕪検棄装養
CD省E山
て$凋300-

･1け 一ウノ

重ね合わせ

横度潤車線
`LA3210､

歩簸り､･プロセス

､管理の
ノウハウ攫供

横茸･評価システム

モジュール¢榛供

QTAT故障診断ソリューション

解析

整
､′七戸

禦慧策慧撃′惑意
”和一2000A-

注:略語説明

SEM(Scanning日ectronMicroscope)

CD-SEM(C｢itic81Dimension SEM)

QTAT(QuickTurn8rOUndTime)

測封悌鮒検か評価システムl3｡｡mmウ工_ハ加エで1｡｡｡m時代を切り開くシステムである｡

旗芸諾笠㌶芸ヲ三望諾竺
ションとして提供している｡各装置のデータを統

合管理し,アプリケーションサポートや歩留り管理

のノウハウとともに提供することで,トータルシステ

ムとして最適運用を可能にしている｡

(1)CD-SEMを核にソグラフイ一工程管理を中

心としたインラインリソグラフィー管理ソリューション

(2)インラインでのウェーハ製造工程を検査管理

し,検出された欠陥の分類を行うインライン検査

ソリューション

(3)検査およびレビュー結果を基に不良原因を

分析するQTAT故障診断ソリューション

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)
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マスク用亀子線

マスク用電子線描画装置
"Hし950M,■

OPCに対応した130nmマスク

のR&D,180nmマスク量産用

の先端マスク描画装置である｡

画装
子線描画装置"HL-950M”は, 150nm以

喝降の高精度マスク製造用の装置である｡
高精度化を目指すために,高精度電子光学

少′

系,低ひずみステージ,高精度温度制御システ

ムなどの新技術を導入している｡描画方式には,

可変成形ビーム,ベクタースキャン,ステージ連続

移動の方式を採用し,加速電圧は50kV,最大

ビーム電流密度は10A/cm2,最大ビームサイズ

は2×2り皿Zである｡ビームの偏向は3種類の偏

向器を用いて行っており,最大偏向幅は約2mm

である｡描画データ処理部を二重化することで,

描画動作と近接効果補正の並列処理を可能と

している｡これらにより,スループットの向上と大

容量データへの対応を可能としている｡

描画可能なマスクサイズは約13cm(5インチ),

約15cm(6インチ),および約18cm(7インチ)で

あり,マスク搬送はオートローダによる自動枚葉

式である｡

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

(発売時期:2000年12月)

高分解能FEB

国

長装置

-9200シリーズの最新鋭機であるS-9260
形は,次世代半導体工程である0.111m

高分脈能FEB測長装置

``s-9260”

次世代0.1いmプロセスに対応

し,測長精度とスルーナノトの向

上のはか,操作性とメンテナン

ス性の向上を囲った｡

頭重l

プロセスに対応するため,これまでよりも高精度

化と高スループット化を図った全自動の測長装置

である｡

高速で高精度の画像処理装置を開発するこ

とで自動測定のスループットと信頼性を向上する

とともに,傾斜像の観察機能や表面帯電試料の

帯電補正機能,ArF系レジストの測長機能など

の新機能を搭載している｡さらに,自動で電子

光学系の軸調整を行う機能や,そのモニタ機能

を搭載して操作性とメンテナンス性を向上するな

ど,次世代の半導体製造工程に適応した渕長

環境を提供する｡

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

(発売時期:2001年9月)

微細パターンを形成するスリミング装置

スリミンク装置の概要

スリミング装置を用いてレジスト

パターンを細線化することで,微

細パターンを形成することがで

きる｡

#

一
軒
一

生ふ葦伊

→
＼
雌
＼

ク

防

パ

射

訃

反

ジ

スリミンク装置の外闘

ピッチA2
ピッチAl (=Al)

l｢
緑馴1】←｢欝弓◆ +トー ･････寸■ イトー

ポリSi

Si

スリミンクの方法

50nmゲート電極の加工例

関ソグラフイーで形成したレジストパターンを精度よく細線化することで,露光装置の

解像限界以下の微細パターンを実現するスリミ

ング装置"SP-1200”を開発した｡

〔主な特徴〕

1

2

ウェーハ面内での高均･一な処理ができる｡

レジストパターンの等方的な処理ができる｡

(3)スペース依存性がない｡

この装置と現行の量産リソグラフィー技術との

組合せにより,次世代露光装置を先取りした微

細パターンを形成することができる｡

(発売時期:2001年4月)
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300mmウェーハ対応縦
"ZESTONE-Ⅱ(C)''の外観

高性能,省スペース化,低COO

(CostofOwnership)を追求

した300mmウェーハ対応秦荘型

拡散CVD装置である｡

拡散CVD装置 次号芝;忘器:三三芸芸
型酸化･拡散LP-CVD(Low-PressureChemical

ど VaporDeposidon)装置"ZESTONE-Ⅲ(C)''を開
l

発した｡

'■■L

一珊

バッチ方式の特徴である高い生産効率を持ち,

高性能,省スペース化,低COOを追求した量

産対応装置である｡

(株式会社日立国際電気)

(発売時期:2001年2月)

量産用縦
"VERTEX-V(S∈)”の外統

高稼動率と高歩留りのSiGeプ

ロセスを提供する量産用縦型

SjGeエピタキシャル成長装置

である｡

SiGeエビ舛シヤル成長装置蓋

夢-亡一【

∵
…
砂
=

8伝 迅白

ピタキシヤルSiGe成長装置"VERTEX-

Ⅴ(SE)''〔200mm(8インチ)以下のウェー

ハ対応〕は,今後拡大が期待されるSiGeデバイ

スの需要に対応するために,VERTEXシリーズ

の高生産性･低COO(Cost ofOwnership)と

いう特徴を生かし,SiGeデバイス量産ライン対応

の装置として開発したものである｡

2001年8月現在で約500台の納入実蹟を持

つロードロック式縦型装置``vERTEX-Ⅴ''の装

置･プロセス技術を踏襲しており,高稼動率と高

歩留りのSiGeプロセスを提供する｡

(株式会社口立国際電気)

(発売時期:2001年2月)

COF/TCP共用
高速･高精 チップボンダ

"CM-780''の外観

不透明テープと狭パッドピンチ

ボンディングに対応した高速･高

精度チップボンダである｡

わ籾■■■■-.

一汁･7書さ

使

旬彗

液晶ドライバ用ICの組立工程で急務となっている不透明テープと狭パッドピッチボ

ンデイングに対応した高速･高精度チップボンダ

"CM-780”を開発した｡COF(ChiponFilm)と

TCP(Tape Carrier Package)の工法切換に

スピーディーかつフレキシプルに対応できる｡

〔主な特徴〕

(1)不透明テープへの対応が可能(COFと

TCP両プロセスに対応)

2

3

ダイ当たりのサイクルタイム2.4s(TCP)を実現

マシン精度±411m

(日立東京エレクトロニクス株式会社)

(発売時期:2001年12月)
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AP･100の外観

従来のAPIMSと比べて占有面

積を0.29m2と30%低減した

〔幅460×奥行き630×高さ

900(mm)〕｡

度ガスモニタ

H ㊥
‖l

叫も

革導体や液晶などの製造工程で使用するガス中不純物濃度管理には,1ppb(10‾9)以

下の測定が要求され,特に水分,酸素,CO2の

分析が重要である｡

APIMS(大気圧イオン化質量分析計)では,

これらの不純物を1ppb(10‾9)以下のレベルで

測定することができる｡従来のAPIMSでの高価

格,装置サイズが大きく移動分析が困難などの

課題を改善するため,高感度ガスモニダ`AP-

100”では,大幅な低価格化,小型化,自動化を

図り,水分,酸素,CO2をサブppbのレベルで,

容易にリアルタイムで測定することを可能にした｡

(日立東京エレクトロニクス株式会社)

(発売時期:2001年10月)

電撃

拒 カセットtoカセット
カセットtoカセット型維緑

膜スパッタ装置

装置中央の屏を開けて基板の

入ったカセットを設置する｡

絶縁膜スパツタ装置凄も
鎧.､

ードディスク装置の記憶容量増大や低価

格化に伴い,磁気ヘッド自体にも高性能と

低価格が求められている｡従来の磁気ヘッド用

絶縁層成膜装置に比べて膜厚均一化性能と生

産能力の向上を図った｢カセットtoカセット型絶

縁膜スパッタ装置+を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)仕込み･取出室,搬送室,成膜室の3室構成

(2)150mm(6インチ)径基板6枚を自公転式ホ

ルダによって同時成隈

(3)150mm(6インチ)径の基板内膜厚分布

が±1%以下

(4)バッチ問分布が±1%以下

(発売時期:2001年11月)

ロードロック型スライダ加工用ミリング装置

凄もードディスクでは,半導体メゼJを上回る小
型化と高記録密度化に伴い,その用途

は,ディジタル家電製品やゲーム機などさまざまに

広がりを見せている｡その磁気ヘッドの小型化も

著しく,磁気ディスクからの浮上量はすでに限界

ロードロック型スライダ加

工用ミリング装置

世界最大級の≠580mmイオン

源とロードロック機構の搭載に

より,スループットと安定性の向

上を図った｡

112

に近い10nmになっており,今後さらに低減され

るものと予想される｡このため,ヘッドの浮上量に

大きく影響するスライダ滑走面では,微細で滑ら

かなナノメートルオーダーの加工が不可欠となっ

ている｡

この要求にこたえるため,超高精度の量産用

ミリング装置を開発した｡世界長大赦の¢

580mmイオン源での全自動入射角制御ミリング

プロセスと,重量基板を6組自動装着できるロー

ドロック機構を持つ｡

〔主な特徴〕

(1)加工精度:±1.5%(オーバオール)

(2)基板ホルダ:ガス冷却機構付き傾斜式自公

転ホルダ

(3)30nmの超浅溝加工に対応

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

(発売予定時期:2002年7月)




