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子力
原子力発電はわが国のエネルギー安定供給の根幹を成すものであり,今後ともこの重要性は増していくものと

思われる｡そのため,日立製作所は,新技術を駆使したプラント建設,プラントの安定運転のための施策提案,さら

にバックエンドでの効率的な廃棄物の処理･処分のための技術開発を推進し,原子力分野の発展に注力している｡

最新技術を 匡便した発電所の建

一中部電力株式会社浜岡原子力発電所第5号機の建設状況-

原
子
力

中部電力株式会社浜岡原子力発電所第5号機〔ABWR

(改良型沸騰水型原子炉),出力1,380MⅥりの建設が,2005

年1月の営業運転開始に向けて順調に進められている｡日東

製作所はタービン発電機設備一式を受注しており,現地では

2002年末に搬入したタービン本体と発電機本体を据付け■い

で,建設作業のピークを迎えている｡

この発電所の建設には,現地建設作業の効率向卜をH的

とした日立製作所独自の建設手法を適用している｡その--･例

を下記に示す｡

(1)モジュール工法:モジュール専用組立.t場を新設し,機

器･配管･弁のモジュール化を大幅に拡大

(2)建築会社との施工データ共有化:三次元CADデータの共

有化により,早期に精度の高い効率的な作業調整を可能にし,

機器･配管の先入れ工法とエリア別工法の採用範囲を拡大

亨iこ&
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建設中の浜岡原子力発電所第5号機タービン建屋の全景

(3)IT(情報技術)の高度利用:建設所と事業所の情報共有

化･同期化により,多岐にわたる現地管理業務を軽減させる現

地建設システムを導入

大ブロックモジュールエ法と建 lTの高度化推進

一北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号機の建設状況-
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懲禦転+

ピックアイピスによる格納専蕎上離ライナ6段の直接つり込み状況(2002年8月掘影)

電力｡エネルギー･産業

石川県羽咋都志賀町で,北陸電力株式会社志賀原子力発

電所2号機〔ABWR(改良型沸騰水型原子炉),出力

1,358九すW〕の建設が1999年8月に開始され,2006年3月の

運転開始を目指して現在,建設最盛期を迎えている｡

日立製作所は,ABWRでは世界初となる主要機器一括を受

注し,従来よりもさらに大型で広範囲な大ブロック工法で,品質と

現地作業効率の大幅な向上を目指している｡

これまでに,世界最大級タローラクレーン(愛称はビッグアイビス)

を活用して,従来よりも範囲を拡大した原子炉建屋中央マット配

筋,原子炉格納容器下部ライナなどを直接つり込んだ｡また,最

新鋭のタービン機器工場(日立埠頭工場)との連携で,国内原

子力で初めて復水器下部胴に6万本のチタン製冷却管を装着し

て溶接した2分割モジュール,および復水器.L部胴に低圧給水

加熱器2基を組み込んだモジュールでの大ブロック化を実現した｡

2003年秋ごろには原子炉圧力容器のつり込みも予定している｡

また,建設ITの進化により,いっそうの高信頼性･高効率化を

図っている｡
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日本 燃株式会社六ヶ所 子

日本原燃株式会社が青森県六ヶ所村に建設中の軽水炉燃

料再処理工場(年間最大処理量:800tU)では,設備のほとん

どが据付けを完了し,建設の最終段階である通水作動試験,

そして試験運転の最初の段階である化学試験が進められて

いる｡

日立製作所は,主施設のうち,分離施設および低レベル廃液

処理施設の全体を,建屋幹事会社として取りまとめた｡また,溶

解オフガス処理設備,高レベル廃液処理設備,酸凶収設備,

低レ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｡2001年4月から,据付け設備が設計どおりの機

能を発揮し,安全かつ安定に作動することを確認するため,水

や空気などを使った通水作動試験を行ってきた｡この試験は,

建屋ごとに順次,硝酸や有機溶媒などの化学薬品を使った化

学試験に移行しており,その後,ウラン試験,アクティブ試験を

行う予定である｡

建設段階および試験運転段階の各試験で,日立製作所は日

本原燃株式会社,海外設計会社,国内担当会社と協力して,

海外導入技術･施設の機能と性能を確認し,再処理工場の

2005年7月操業開始を目指す｡

料サイクル施
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の試験状況

済

軽水炉燃料再処理工場の建蔑状況(2002年9月)

使用済燃料

使用済燃料輸送貯蔵兼用乾式キャスクは,原子力発電所で

発生した使用済燃料が再処理されるまでの期間,これをリサイ

クル燃料資源として適切に貯蔵,管理するものである｡日立製

作所は,沸騰水型軽水炉の燃料集合体を最大で69体収納で

きる大容量の輸送貯蔵兼用乾式キャスクを開発した｡

キャスク内部の温度分布を評価するための伝熱試験,ふたの

シール部材である金属ガスケットの密封性能試験,および綬衝

輸送架台

トラニオン

キャスク胴

側部レジン

フィン

緩衝体 今野

貯蔵架台

輸送貯蔵兼用乾式キャスクの槻要(左が輸送状態,右が貯蔵状態)

送貯蔵兼用乾式キャスク

体用木材特性把握試験の各種要素試験により,各種安全機能

の評価手法を確立した｡また,総合評価としての÷スケールモ

デル落下試験を実施し,嬢衝体性能と,キャスク本体や内部収

納物の健全性を確認し,設計手法も確立した｡

さらに,実機大試作により,製作方法や品質保証などについ

ても万全を期している｡
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金属ガスケット

レジン

一次ふた

バスケット

沸騰水型

軽水炉燃料
69体(ステップⅠ,10年冷却)を収納

全長×外径 約5.5×約2.5(m)

重 さ 輸送時で約130t,貯蔵時で約120t

電かエネルギー｡産業･･_ てl95
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耐摩耗性を 上させた新型弁座

近年,火力発電所では,CWT(複合水処理法)に伴うCo

基合金製弁座の劣化抑制が,原子力発電所では,作業従事

者の被ばく低減のため,Co基合金製弁座からのCo溶出量の

抑制がそれぞれ求められている｡そのため,このようなニーズ

にこたえる弁座を開発した｡

開発した新型弁座は微細な粒状･塊状の共晶炭化物と基地

(じ)で構成しており,従来品における共晶炭化物の連続した

劣化を抑制することで,耐蝕性と耐摩耗性に優れ,かつ摩擦

抵抗が小さい｡また,新型弁座はCoを含有しているが,従来

のCo基合金製弁座に比べてCo溶出量が約去と少なく,原
子力発電所に使用すれば,作業従事者の被ばく低減にも寄

与できる｡

(a)従来弁座

(b)新型弁座

注:亡](基地部)

■(共晶炭化物)

流体の流れ

⊂:ウ

流体の流れ

一- ●

母材

共晶炭化物の

コロージョン

¢匡当･

基地部の

エロージョン

仝

母材 中幽L静態し_______________+
¢

エロージョン･コロージョンの連続発生

一■ ●

母材

.■ ●

母材

弁座損傷

流体中へCo溶出

● ●

母材

¢

エロージョン･コロージョンの抑制

弁座損傷抑制

泳体中へのCo溶出抑制

新型弁座の開発コンセプト
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子力発電所用化学技術支援サービス

触官叫

轟音

原子力発電所

■

インターネット

･･･⑳ノ水質データ

⇒

くこ二ニコ
評価結果

化学技葡支環サービスの概要

ログイン

画面例

日立製作所

原子力事業部

サーバ
質問履歴

発行図書

水質データ

原子力発電所で

の水化学管理技術

の電力会社への迅

速な提供と,電力会

社での化学管理の合

理化を目的に,インタ

ーネットを利用した化

学技術支援サービス

システムを開発した｡

このサービスは,電力会社のパソコンのブラウザ上から日立

製作所の化学管理サーバにアクセスすることによって使用でき

るものである｡

〔主な特徴〕

(1)水質状況評価診断:過去データとの自動比較結果に日立

製作所の水質担当者の評価を付加することで,現状のプラント

水質状況を的確に診断

(2)問い合わせ機能:水質の疑問点などに日立製作所の水質

担当者が回答する｡質問の蓄積により,知識ベースとしての財

産化が可能となる｡

(3)日立製作所発行の水化学技術関連図書の検索

(発売時期:2002年9月)

ウオータジェットピーニングによる

気泡で金属表面を改質するウオータ ジェット ピーニング

(WJP)を開発し,国内原子力発電プラント3機の炉内予防保

全に適用した｡

WJPは,水中で高圧水を噴射してキャビテーション流を発生

させ,流れに含まれる気泡(キャビティ)が崩壊するときの衝撃圧

力を利用して,金属表面にピーニングを施す技術である｡ピーニ

ングによって金属表面は改質され,圧縮残留応力を付与するこ

とができる｡圧縮残留応力には,応力腐食剤れの抑制や,疲労

強度の向上などの効果がある｡WJPは,噴流の回り込み流れ

や衝突二次流れを利用して,狭あい部や管状構造物への短時

間での施工が可能であり,実機適用性に優れた技術である｡

原子炉予防保全をはじめとして,溶接部の信頼性向上が

認められ,また今後,幅広い工業分野への普及が期待される

96 や電力｡エネルギー｡産業

子炉予防保全

ことから,この技術は,2002年5月に第32回日本溶接協会

｢技術賞(本質)+を受賞した｡

こJ｡/一凋濫詔章票諾ワニ;
ノズル

/=声

注:略語説明

WJP(Water-JetPeening)

キャビティの崩壊

ピーニング

キャビティの崩壊圧で

金属表面をピーニング

ウオータジェットピーニングによるキャビテーション流(上)と原理(下)
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日本原子力研究所卿叩TTR水琴野草ケネ戸々野外技簡閲発試琴琴置

不活性ガス供給設備
LN2タンク ポンプ 蒸 器 サージタンク

LNGタンク ポンプ 蒸発器 サージタンク

給水[垂亘亘垂]放熱器タンク

[亘奉亘垂毎夏垂:]

蒸気発生器

[:頭

650℃
さミ

生成ガス

フレアスタック

プロセスガス

後処理設備

600℃

水蒸気改質器

む

880℃

鳶.温配管

Heガス循環機 Heガス加熱器

注:略語説明 LN2(液化窒素ガス),LNG(液化天然ガス)

炉外技術開発就検事置の構成

日本原子力研究所は,950℃の核熱を原子炉から取り出す

ことができる高温ガス炉の特徴を最大限に利用した発電以外の

分野への拡大･多様化の試みとして,文部科学省からの委託に

より,高温工学試験研究炉佃TTR)の熱を利用した水素製造

システムの研究を推進している｡

日立製作所は,水素製造システムの去スケールの実寸大反
応管1本を用いた炉外試験装置を完成させ,4MPa,880℃の

定格状態で,設計どおり120m3N/hの水素製造に成功した｡

今後,日本原子力研究所は,この試験装置を使って各種特性

試験を実施し,実用水素製造システムの設計･製作へ反映させ

る予定である｡

兼帯電力坤式牟裡碍串軍手厚子再発電所4号卿め車軍制
東京電力株式会社福島第二原子力発電所4号機用主要制

御装置が完成した｡日立製作所が今回納めた装置は,プラント

出力設定装置,主タービンEHC,再循環流量制御装置,およ

びコントロールドライブ制御装置であり,約15年前に納入した第
鷲苧

1世代の原子力用ディジタル制御装置のリプレース用である｡

これらは原子炉出力を直接変化させる系統であり,場内です

べての制御装置を組み合わせて機能確認試験を実施し,信頼

性確保を図った｡

今回完成した制御装置の特徴は,ハードウェアのスリム化(既

設比50%削減),保守の容易化(プロセスの履歴を残すルース

バック機能,サーボ回路ディジタル化によるドJフルス)などである｡

戸.′

原子炉

′■蛸_･.′; ､′′Q

コントロール

ドライブ制御装置

タービン加減弁

クーヒン

バイパス弁

給水ポンプ

プラント出力
設定装置

圭タービンEHC

再循環流量
制御装置

今回完成した主要制御装置

タービン

装置

発電機

復水ポンプ

発電機出力

プラント出力設定画面

注:略語説明 PLR(原子炉再循環系).MG(MotoトGenerator),EHC(電気油圧式制御装置)

東京モカ株式会社福島第二原子力珊所4号磯納め主要制御準正

大型モジュ｢′才一?り上げ帝重卿
北陸電力株式会社志賀原子力発電所第2号機の復水器大

型モジュール(約300t/台)の据付け工事に,重量物つり上げ

復水器上部胴モジュールのつり込み状況

荷重制御システムを適用した｡

大型モジュールのねらいは,

従来現地で組み立てていた

機器を工場で大型化し,輸送

して据え付けることにより,現

地作業を大幅に削減すること

である｡

適用したシステムでは,

lシステム

モジュールのつり上げ時に各つり点(8～16か所)のワイヤ張力を

ロードセルで測定し,無線でこのデータを監視用パソコンに取り

込み,荷重を連続的に管理しながらバランス調整を容易に行うこ

とができる｡工場出荷から現地据付けまでの間に繰り返されるつ

り上げに使用されるので,製品の健全性確保と,作業品質および

信頼性の向上,さらに効率化が図れる｡また,このつり上げ荷重

制御システムは建設現場での取り扱いも容易であることが確認

でき,今後も大型モジュールへの適用拡大が期待できる｡

(日立プラント建設株式会社)

(適用時期:2002年6月)

電かエネルギー･産業 ミ･‾■‾-L彪‾′…
三l97
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ぢ叡 火力･水力
電力事業を取り巻く環境は･電力自由化に代表される規制捷初の加速,環境保全要求の高まりなどによって大

きく変化している｡日立鞘作所は,タlピン,ボイラなど,コア製品の技術･製品開発にとどまらず,環境負荷低減

に配慮した燃料の多様化対応,汀によるサービスビジネスの展開,さらには発電･売電ビジネスヘの参画などによ

り,多種多様なこ一ズにこたえるソリューションの提案を推進している｡

北海道亀力株式会社納め

苫東厚真発電所4号機700 MW発屯設

火
力
･
水
力

北海道電力株式会社管内で単機では最大容量となる苦衷

厚真発電所4号機(700MW)が,2002年6月に営業運転を

開始した｡

苫東厚真発電所は,すでに営業運転中である1,2,3号機

を合わせると合計出力が173.5万kWであり,北海道の電力需

要の約÷を供給する道内最大の発電所となった｡

日立製作所は,この4号機で主機となるタービン発電機設備

や電気式集じん装置の製作,据付け,および試運転業務を請

負い,納入した｡

タービン発電機設備では,最新技術によって高効軒高信頼

性を図り,タービンプラント効率では,計画値である49%台後

半を達成した｡また,環境システムには佐々温システムが採用

され,移動電極式の低々温電気式集じん装置により,高集じ

ん効率と配置のコンパクト化を両立させた｡

笥〔タービン発電機設備の主な特徴〕

(1)主蒸気圧力25MPa(255kg/cm2),主蒸気温度･再熟

蒸気温度とも600℃の高蒸気条件を採用

(2)低圧タービン最終段異に新開発の1,092.2mm(43イン

チ)長翼を採用

(3)高中庄一体車重構造を採用

(4)二極機単機では最大容量(50Hz機)のタービン発電機

を採用

(5)新型管配列のチタン管復水器を採用

〔主要工程〕

(1)工事着工:1999年3月

(2)受電:2001年4月

(3)通気･併人:2001年12月

(4)営業運転開始:2002年6月

]ヒ海道電力株武舎牡苫薫厚真発電所の外観(左)と4号機700MWタービン発電機(右上)

季電力･エネルギー･産業
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カナダSaskPower社納め

クイーンエリザベス発電所リパワリング用H･25ガスタービン設

カナダSaskPower社のリパワリングプロジェクトで,2002年5

月に,H-25ガスタービン6台全ユニットが商業運転を開始した｡

このプロジェクトの契約は,主契約者の丸紅カナダ社の下で,

SNC_Lavalin社と日立製作所のコンソーシアムがフルターンキ

ーで,2000年6月に受注したものである｡H-25(6台)の排ガス

を利用し,既設の66MW機2基の蒸気タービン設備のコンバ

インド化を図っている｡

〔主な特徴〕

(1)北米向け初の納入品

(2)自社開発のガスタービンH-25で初の低NOx燃焼器を採

用し,環境税制倍(NOx25ppm以‾‾F)を達成

(3)海外生産拠点である日立カナディアンインダストリーズ社で

ガスタービン全白組立を実施

〔機器仕様〕

ガスタービン:H-25(6台設置)

燃料:天然ガス

ユニット当たりの出力:2万4,210kW

ツーラ6号111.3

者j

,惑T‥

諺
.

j･■″築リj

一

滋

東野′
叫七鴨

智y率
海

蒸気タービン一体輸送晶のつり上げ状況

jiii
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ガスタービン建屋の外枕

火
力
･
水
力

ガスタービン建屋内缶

メキシコ合衆国CFE納め

MW蒸気タービン発電

メキシコ合衆凶CFE(ComisidnFederaldeElectricidad)

納めのツーラコンバインドサイクル発電所(国内最大の都市メ

キシコシティに隣接)6号蒸気タービン発電設備が2002年6月

に営業運転に入った｡これは,他社製既設コンバインドサイクル

6号蒸気タービン発電設備のリプレース用として日立製作所が

受注したものである｡

電力需要がひっ迫している中で,リプレースに伴う種々の制

約条件をクリアし,かつ短納期対策としてタービンを一体輸送

するなどして,受注から営業運転開始までわずか18か月弱の

期間で納めた｡なお,この設備は,日立製作所の軸流排気型

タービンの初号機である｡

〔主な特徴〕

(1)種類･出力:くし形衝動単流軸流排気式再生復水型,

111.3MW

(2)タービン本体:--･軸で最大翼長が850mm(33.5インチ)

(3)主蒸気止弁入口圧力･温度:8.33MPa(abs),507.8℃

(4)抽気段数:1段

(5)真空度:8.47kPa(abs)

電力･エネルギー･産業 l99



ナナ学事リア草野異邦国デルタⅡ発
H+皇畠ガスタ⊥ピン

屯所納め

火
力
･
水
力

ナイジェリア連邦共和国デルタⅡ発電所納めのガスタービン発

電設備が,2002年3月に営業運転を開始した｡この設備は,

既設ガスタービン6台を日立製作所製のH-25ガスタービン6台

にリプレースするために,同国のNationalElectric Power

Authority(NEPA)から受注したもので,契約から引き渡しま

で約12か月で完成した｡

現地の電力事情が厳しいことから,デルタⅢ発電所の既設ガ

スタービン6台についても,同様のリプレースが見込まれる｡

〔主要設備の仕様〕

(1)ガスタービン

型式:H-25(ヘビーデューティタイプ)

出力:2万3,780kW

燃料:天然ガス

(2)発電機

型式:全閉塑空冷式

容量:2万9,725kVA

励磁方式:ブラシレスユキサイタ

兼星興業株式会社納め

新下平発電所 18

デルタⅡ発電所納めH･25ガスタービン屋外卦分の外観

デルタⅡ発電所納めH-25ガスタービンの外概

MWベルトン水車･発電機

東星興業株式会社の新下平発電所は,新潟県鹿瀬町阿

賀野川水系実川に位置し,立軸単輪6射ベルトン水車･発電

機1台を設置した発電所である｡

この発電所では,年間発生電力量を最大とすることを最優

先とした設計により,水の流入量に応じて流量制御を行うニー

ドルの本数を1,2,4,6射と切り替えることによって高効率の

運転を行っている｡デフレクタ放流運用によって余水路を省略

したことにより,土木建設費の大幅な低減を図った｡

水車関係では,デフレクタ,ニードルおよび入口弁の操作す

べてに電動操作方式を採用し,従来の油圧操作方式に比べ

て保守の省力化を図っている｡また,水車案内軸受では,1射

運転による偏加重にも耐えられる新構造の潤滑油自蔵自冷軸

受を開発し,1射運転を行えるものとしている｡

発電機では,推力軸受に樹脂軸受を採用して損失の低減

を図るとともに,案内軸受も含めて風冷式としていることにより,

従来の水冷方式に比べて保守の省力化を因っている｡

蓼電力･エネルギー･産業

〔機器の主な仕様〕

(1)水車

出力:1万8,000kW‾

有効落差:221.5m

最大流量:9.5m3/s

(2)発電機

出力:1万8,300kVA

周波数:50Hz

(3)回転速度:333min-1

兼星興業横式会社納め新下平発電所立軸半輪6射ベルトン水車の外朝
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中華人民共和国江西九江≡期発電有限責任公司納め

九江第三期発電所蒸気タービン

江西九江≡期発電有限責任公司納め九江≡期発電所の外観

日立製作所は,1998年1月に江西九江三期発電有限責任

公司から,九江三期発電所350MW(2台)蒸気タービン設備

一式を受注した｡中華人民共和国江西省九江市内の長江沿

いにある同発電所は,1999年12月に着工され,2002年11月

現在,1号機が試運転中で,2号機は据付け中である｡

この設備は,中国東方電気集団公司と共同で受注したもの

で,日立製作所は主機である蒸気タービン,発電機,ボイラ給

九江≡期発電所納め蒸気タービン設備

水ポンプタービン,主変圧器などを,中国東方電気集団公司

は復水器などの補機類をそれぞれ納入した｡さらに,日立製

作所は,同発電所の制御･運転･監視システムー式を別契約で

受注し,納入した｡

〔主要設備の仕様〕

(1)蒸気タービン

出力:350MW

蒸気条件:16.65MPa-538/538℃

(2)制御･運転･監視システム

型式:HIACS-5000M(ディジタル制御装置)

ブルネイ･ダルサラーム国DES/Gadong第1発電所納め

F6Bガスタービン発電

■
1
火
力
●
水
力

ブルネイ･グルサラーム国電力局DES(Department of

ElectricalServices)Gadong第1発電所既設機のリプレース

として,F6Bガスタービンを3台納人し,2002年9月に1号機

が営業運転を開始した｡

日立製作所は,このほか,発電機と制御装置を納入した｡

DES/Gadong篇1発電所納めF6Bガスタービン発電設備1号槻ガスタービンの外観

主な特徴は,燃料に2種類のガスを使用することから,燃焼

器にデュアルマニホルドガスシステムを採用している点である｡

〔主要設備の仕様〕

(1)ガスタービン

型式:MS-6541B(ヘビーデューティタイプ)

出力:3万3,600kW

(2)発電機(株式会社明電舎製)

型式:全閉空気冷却式,ブラシレス励磁

(3)制御装置

型式:共通系監視制御システム"HIACS-7000''

ガスタービン:リモートHMI(Human-MachineInterface)

電かエネルギー｡産業
ヱ蒜･
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屯力流
電力自由化の進展,頼争のグローバル化と業界再編という社会環境下で,環境負荷の軽減,低コストな電力安定

供噂など航いっそう強く求められている｡日立製作所は,長年にわたって蓄積した技術力とITの融合により,

dヽ型,市債頼性,省エネルギーを追求した電力流通システムを開発,提案し,社会のニーズにこたえている｡

九州
屯力株式会社中九州変 屯所納め

240kV縮小型ガス絶縁開閉装置

電
力
流
通

九州電力株式会社中九州変電所に,最新の遮断技術や絶

縁技術などを適用した240kVガス絶縁開閉装置を納入した｡

経済性の追求から小型･縮小化が進んでいるガス絶縁開閉

装置では,機器配置の見直しや構成機器の複合化により,配

置構成のコンパクト化が図られてきた｡基幹送電系統のかなめ

に位置し,熊本県阿蘇l.山のふもとに設けられた中九州変電所

では,ガス絶縁開閉装置の全面採用や仕様合理化による構

成機器の大幅なコンパクト化などにより,建設費削減と高信頼

化を達成している｡

〔主な特徴〕

(1)抽浸型油圧操作装置を適用した新型ガス遮断器の開

発･実用化により,寸法と質量を大幅に低減

(2)保守業務の効率化と定期点検の合理化を目指した監視

システムの構成要素として,ガス絶縁開閉装置の現場制御箱

にセンサ信号処理ユニットを設置

(3)トレーラを用いた回線単位での全装可搬輸送の実現に

より,輸送と現地での組立を合理化

(運用開始:2002年12月)

240kVガス絶籍開閉装置(母線連絡回棲)の外観

インテリジェント保護･制lシステム

パネル イントラネット

可搬型ヒューマン
インタフ工一ス

靡
インタフェース

主演算CPU ぎ

放左ニCPU-賢L蔓
D-

DO喜賢富力

感慌…■空 ォ,｡喜賢■漂′
事/0パス

シス云ムパス(VME)

巌…堅スニ:｡≡三重悪霊認諾
AトCPU

入力変換器

注:略語説明 M･CTL(MasterControり,RY(Relay),SEQ(Sequence),川(Humanlnte佃Ce)

Dl(Digi†all叩ut),DO(Dig他10utput),lノ0(lnputandOutput)

VME(VersaModuleEuropean),E/○(Eleclr妻cal/Optjcaり

0ノE(Optical/Electrical),Al(Ana10g叫)Ut)

インテリジ工ント保雄･制御システムの構成

102l･戸し加…J二 電力･エネルギー･産業

l函

′ヂ帝.

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,運用･保守の効率化が求められている｡これに対

応し,小型化,低損失,高機能,高信頼度を図り,標準通信

対応機能を持つ保護･制御システムを構築した｡

このシステムは,最新のITの採用により,インデJジェント化

と一体化を目指して開発したものである｡

〔主な特徴〕

(1)GPS(汎地球測位システム)への接続によるリアルタイムク

ロックの取得が可能なことから,リアルタイム制御への応用が

期待できる｡

(2)オンボードウェブサーバによる高速応答により,ウェブ画面

などに対応した新方式ヒューマンインタフェースの搭載が可能

(3)新方式プロセッサ構成の適用により,保護演算･シーケン

ス処理･システム制御･ヒューマンインタフェース通信処理を1ボ

ードCPU基板で実現

(4)拡張LANと伝送CPtJの接続により,幅広いネットワーク

対応を目指した保護･制御システムの構築が可能
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豪ヨ地 における

550kVポリマーがい管のフィールド試

近年,変電機器にポリマーがい管が採用されるようになってき

ている｡ポリマーがい管は耐汚損性,防爆性,耐震性に優れ,

高電圧クラスで採用できればコストダウン効果が大きいが,降雪

地帯での,掛こ湿雪に対する着雪,着氷状況の研究はこれまで

報告されていない｡このため,現在,3種類のがい管形状(ストレー

ト,テーパ,段付きテーパ)の実際のポリマーがい管について,

北陸電力株式会社南福光変電所で,地域特有の環境(豪雪)

に対する適応性を確認するフィールド試験を実施中である｡

〔主な観測･測定項目(気象条件の記録)〕

(1)ポリマーがい管への着雪,着氷状況と雪の特性

(2)表面のはっ水性と汚損度

特に,(1)では,屋外仕様の監視カメラを用いて24時間常

時撮影,記録し,さらに,光ケーブルを経て電話回線からイン

ターネットを通じて,遠方の観測者がリアルタイム画像を任意に

観測できるシステムとした｡図中(c)の拡大画像(左)では,が

い管頭部から下部まで連続して着雪している様子が,全体画

像(右)では,かさ間に雪が詰まっている様子がそれぞれよく観

測できた｡

(a)着雪初期:2002年1月30日13:00

(b)着雪中:同月30日15:30

(c)着雪最大:同月31日08二45

(d)着雪が無くなった状態:同月31日15:30

記録画像の例(がい管形状:ストレート)

電
力
流
通

22咋V/100･20PV供埠用零厚帯
(≡相三巻線単相分割:3トJ結線)

22kV配電方式のいっそうの普及･拡大のため,機器スペー

スの縮小化とコストの削減が期待できる22kV/100･200V供

給用変圧器(三相三巻線単相分割:3N結線)を東京電力株

式会社と共同開発し,初号機を2002年8月に同社江東支社

へ納入した｡

≡相三巻線単相分割(3N結線)変圧器

現行の22kV/100･200V供給用変址器では,単相変圧器

を2台使用し,単相の人容量負荷と三相の小容量負荷に電

流を供給する異存竜V結線方式を採川している｡今回開発し

た変圧器では,変圧器二次側の通電電流を三相に均等分流

できる結線方式に変更し,単相変圧器2台を三相変圧器1台

とした｡また,変†二i三器の単相分割による通電

電流の低減で導体断血積と絶縁物を削減し

たほか,変什器装置としての機器スペースを

現行の異容量Ⅴ結線方式に比べて約30%縮

小し,イニシャルコストも約20%の削減を実現

した｡

〔納入機器の主な仕様〕

(1)電圧:22kV/210～105V/210V

(2)変庄器容量:1,520/1,500/20kVA

(3)変帖器結線:△･オープン△･△

(発売時期:2002年8月)

磁力･エネルギー｡産業 l佃3

≡相三巻線単相分割(3N結線)変圧器装置



東北亀力株式会社納め制一所システム

電
力
流
通

東北電力株式会社は,制御所統合による管轄範囲の拡大と,

66kV以下の二次系統運用業務の制御所への移管を行うこと

により,系統運用業務の効率化と強化に取り組んでいる｡日立

製作所は,このニーズにこたえ,高信頼かつ高機能な大規模

制御所システムを開発し,納入した｡

〔主な特徴〕

(1)信頼性と高性能の両立

構成機器のベストミックスと高信頼化技術を織り込んだ構成

制御や高速アクセスを実現するリアルタイム分散データベース

などの電力系統監視制御ミドルウェアを採用

(2)機能高度化

管轄範囲の拡大などに伴う運用者の負担を軽減し,効率

的かつ的確な運用を可能とするため,以下の高度運用支援

機能を開発

(a)事故総括,事故速報作成などの事故監視

(b)オンライン系統の信頼度監視

(c)先行シミュレーションによる誤操作防止チェック

(d)関連システムと連携して実行する平常時自動操作

(e)平常時や事故復旧時の操作訓練

(運用開始時期:2002年3月)

東北電力株式会社納め制御所システム

中二阜羊ネノ←ギ｢マネジメントシステム叫EM写)
資源エネルギー庁が新エネルギー･産業技術総合開発機構

(NEDO)を通じて進めているHEMS(Home Energy

Management System)プロジェクトで,日立製作所は,関西

電力株式会社,松下産業機器株式会社との共同で,高機能

電力計によって総合生活サービスを提供す

るAIGISや,宅内電力線通信技術を用いた,

家庭内のエネルギー需要管理システムを開

発し,2002年3月に実証試験を開始した｡

AIGISはPHSを内蔵したホームゲートウェ

イであり,各家庭のデータは,AIGISにいっ

たん蓄積された後,PHSからデータセンター

に伝送される｡遠隔操作による家電機器の

連動制御などの実現も視野に入れている｡

104l ‾電かエネルギー｡産業

データセンター

現在,大阪府と兵庫県域の300世帯を対象に実証試験

サービスを実施しており,その効果検証･評価とシステム検証を

2003年度まで行い,その後の本格普及を目指している｡

温度センサ十ブラインド･換気扇･エアコン*

収集したデータの蓄積･解析

｢＼ミ ＼

AIGIS端居

靡
家電機器ごとの負荷電流

監視による家電使用状

艶使用パタⅦンの把握

180魔力メラ

180度カメラからの画像をPHSなど

から伝送して家庭内状態を監視
(例:独居高齢者の安否確認サービス)

宅内外の気温差に合わせて

ブラインドや換気扇を連動制御し,

エアコン運転を抑制

串

園
冷蔵庫

扉開閉回数･

消費電力を表示

宅内電灯配線

(ECHONETA方式)

注:略語説明ほか

A】G】S(Advancedlnte川gentGatekeepe=0‖ntegratedService)

ECHONET(Ener!IyConservationandHomecareNetwork)

*は一部モニターに限定した対象機器

AIGISで実現するHEMSの具体的実施内容

モニター数:300世帯

人感センサ＋エア云シ
人感センサと連動

したエアコン制御

視聴覚機器

アダプタによる

待機電力の遮断

ヒナトポンプ給湯器*
遠隔オンオフ

遠隔湯張り

轟
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特定規模亀気事業者用の屯力部分供給システム

鳶羊躾剖甫叢予想森元およぴイ中正画面
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電力部分供給システムの画面例〔監視画面例(左下)と需要予淵例(右上))

特定規模電気事業者(PPS)用の電力部分供給システムを

開発し,丸紅株式会社系列のスペクトルパワーデザイン株式

会社に納入した｡

このシステムは,PPSが電力会社とともに需要家に電力を

供給する(電力部分供給)際に,必要とされる計画作成機能と

監視機能によってPPSを支援するもので,パソコンLにJavaを

用いて開発した低コストなシステムである｡

〔主な機能〕

(1)需要家ごとの需要予測機能

(2)発電機の適用計画作成機能

(3)リアルタイム同時同量監視機能

(運用開始時期:2002年7月)

中部零力株式会社納め雫源系安零度維持(TSC)シネテム.(新字呵方郵
中部電力株式会社納め電源系TSC(Transient Stability

Controller)システム(新三河方面)が運用を開始した｡

中部電力株式会社納め電源系TSCシステムの親局装置

このシステムは,中部電力株式会社の電源系統(275kV,

154kV)で,電力系統を安定化させるための制御対象の発電

機をオンラインシミュレーションによって事前に決定し,系統故障

発生時に制御信号を出力するものである｡世界初のオンライン

系統安定化装置であり,今回の新三河方面の完成により,

1995年から進めてきた同社のオンライン系統安定化装置の

最終形態が完成した｡

これらの装置により,当該系統の安定化はもとより,従来に

比べて電力の安定度による送電限界の引き上げが可能となり,

経済効果が見込まれる｡

(運用開始時期:2002年5月)

関西電力株式会社納めシームレスマルチプロジェクタ系

夢 尊

監義

転

関西電力株式会社納めシームレスマルチプロジェクタ系統監視表示装置

監視表示装置

関西電力株式会社大阪南給電制御所納めシームレスマルチプ

ロジェクタ系統監視表示装置を開発し,2002年9月に出荷した｡

この装置では,画像処矧こよって横5面×縦2面のプロジェク

タ画面を継ぎ目なく表示することができ,電力系統の監視の

分野で,従来のモザイク式系統監視盤では実現できなかった,

運転状況に合わせた電力系統画面の変更やウインドウ表示を

可能としている｡

ランプ交換時にスダフ-ン全面の輝度を自動的に均一にする

｢自動輝度調整機能+や,操作卓とのマウス共用機能などの

特徴を持っている｡

電力｡エネルギー･産裳 105
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夜誕∨

叡尊

Yか､l 産業
高効率･可変連などに加えて情報制御,lT応用がキーワードとなっている産業分野では,従来の個別製品だけで

なく,ソリューション,システムも必要としている｡省エネルギー,環噂などでの顕客の課題に対応して,日立グルー

プは,問題解決のための製品･技術を開発し,それらをコアとしたシステムや高度なエンジニアリングソリューション

を攫藁している｡

碍準千手｢ビクル塀坤
小塾低病夫≠モルファス変圧畠

産
業

標準キユーピクルに収納できる小型低損失アモルファス変圧

器を開発した｡

最近の変圧器の鉄心には,従来のケイ素鋼板のほかに,超

低損失のアモルファス材(非結晶合金)が採用されている｡新開

発の変圧器では,ケイ素鋼板の志(0.03mm)の薄さから来る剛

性低下を克服し,従来の鉄心構造よりもコンパクトな構造とした

ほか,巻線導体サイズの適切化を図った｡この結果,既存のア

モルファス変圧器の省エネルギー繭での優位件を維持したうえ

で,据付け面積を標準ケイ素鋼板変圧器とほぼ何等かそれ以

下とし,標準キユーピクルヘの収納を可能にした｡

コンパクトSuperアモルファス

〔主な特徴〕

(1)従来アモルファス750kVA機種比で据付け面積を87%と

し,標準キユーピクルに収納が可能

(2)無負荷損失20%,全損失55%(現行標準のケイ素鋼板

変圧器比)に低減し,省エネルギーとCO2削減を実現

(株式会社日立産機システム)

標準キユーピクル

区分 名称(シリーズ) 特 徴 ≡ 省エネルギー効果 備 考

油入

｢Sup即アモルファス+21 21世紀の環境づくり

業界トップクラスの省エネルギー効果

高負荷率需要家用
全損失:約40%に低減

･エネルギー需給構造改革投資促進税制対象機器
2,000kVA以下 平成14年4月1日～平成16年3月31日

･平成11年度

省エネルギーセンター会長賞受賞

･平成12年度

日本機械工業連合会会長賞受賞

｢Superアモルファス+

3,000kVA以下
起省エネルギー変圧器 全損失:約50%に低減

コンパクト｢Superアモルファス+
2,000kVA以下

標準キユーピクルに収納可能 全損失:約55%に低減

乾式
｢Superアモルファス+モールド

1.000kVA以下

防災タイプ

都市環境づくりに適合

i

全損失:約50%に低減

注:省エネルギー効果;代表機種における現行標準ケイ素鋼板変圧器比を示す｡

超省エネルギー変圧器｢Superアモルファス+のラインアップ

10$ 電力･エネルギー･産業
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インバータ搭載型オイルフリースクリュー圧縮機

環境に優しいクリーンな圧縮エアーに加えて,高性能と高機

能化を図った｢NEWDSPシリーズ+に,さらに省エネルギー性能

乱用ESCI旺W75

設芸:け!押印F申

.榊

巨
y村ユ:ココ打■:a､∴m 閻:1‾叫

l

【

1

驚こ:押/ぞ畢TFP

l

インバータ搭載型｢NEWDSPシリーズ+のVタイプ

を追求したインバータ搭載型オイルフリースクリュー圧縮機

37/55kW単段と37/55/75kW二段｢DSP Vタイプ+をライン

アップした｡

｢回転数制御＋パージ制御+による新容量制御方式の開発に

よって低速回転時の信頼性を確保したほか,撫負荷運転時の

動力低減を図り,オイルフリースグノユー圧縮機で業界初の可変

連判御化を実現した｡これにより,新開発の庄縮磯本体に加え,

回転数制御化により,60%負荷で,当社従来機比で約12～

15%の省電力化を可能にした｡

(株式会社日立産機システム)

(シリーズ完成時期:2002年6月)

木工用インバータ高圧空気圧縮機｢高圧エアーパンチ+

空気式釘(くぎ)打機のエアー源として業界最軽量の18kg,

吐出し空気量1.5kW相当の140L/minを実現したインバータ

｢高圧エアーパンチ`pAH3020V''+を開発した｡

新規に開発した軽量･小型の専用DCBLモータの採用と圧

縮機本体･空気タンク構成部品のすべてにわたる検討により,軽

量化を図ったものである｡また,圧力センサで空気タンク内圧を

リアルタイムでマイコンに取り込み,モータをインバータ回転制御

することにより,圧縮機性能を最大限に生かし,出力1,350W

で140L/minの高性能化を達成した｡

(株式会社日立産機システム)

(発売時期:2002年3月)

敏

竣

高圧エアーパンチ

"PAH3020V”

低圧三相

一般産業用の駆動源として幅広く使用されている誘導電動

機で,出力75～132kW(2,4,6,8極)をモデルチェンジし,異

電圧対応をワイドレンジ化するなど,バリエーションを強化した｡

低圧≡相続導電勒1蔑

(全閉外層型)

導電動機のワイドレンジ化

〔主な特徴〕

(1)標準タイプのほか,高効率,インバータ駆動タイプなどをライ

ンアップし,広範囲な用途に短納期で対応が可能

(2)CAEを駆使したモータ設計技術により,低騒音,低振動を

実現〔2～3dB(A)〕

(3)取付寸法,軸径,キー寸法が従来品と同一なので,取付

け,保守点検が容易

(4)冷却構造の最適化により,運転時の温度上昇を低減(約

5℃)し,信頼性をさらに向上

(株式会社日立産機システム)

(出荷開始時期:2002年9月)

電力･エネルギー｡産業 1¢7
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プログラ与琴革聯熊村草A.Cサ｢ボアンプ

日一
サーボ

増幅器

一般的な一軸サーボシステム

+ユ
A【〉AX

産
業

注:略語説明

PLC(ProgrammableLogicContro=er)

サーボアンプ"ADAX”

｢ADシリーズ+の

サーボモータ

サーボ

モータ

サーボ

モータ

一軸サーボシステムの構成例(左上)と,
ADAXおよぴ｢ADシリーズ+のサーボモータの外報(右下)

遠 保守･監視システム

最近の,設備機械の多様化,複雑化に伴い,設備の維持管

理に限界が出てきている｡これを解決するための遠隔保守･監

視システムを開発した｡

この遠隔保守･監視システムでは,通信網を介して,中央監

視センターで設備の保守,監視を行う｡これにより,設備の運用

を合理化し,改善することができる｡

このシステムでは,専門家による24時間365日の設備監視を

行い,異常を検知した場合,中央監視センターが迅速に対応し,

サービスステーションから緊急出動する｡

中央監視センターでは,設備の状態監視とともに管理運用を

行う｡設備の状態監視には,異常検知時の処置,運転状況の

管理,予防保全の機能がある｡設備の管理運l削こは,設備の

定期報告書の作成,定期点検管理などがある｡

さらに,設備の稼動状況を知ることにより,設備の効率的な運

用や省エネルギー運転などを図ることが可能となる｡

遠隔保守･監視システムでは,次の課題を解決することができる｡

1鵬+ 電力･エネルギー･産業

標準的なサーボ制御機能に加え,簡易PLC機能(プログラ

ム械能)を内蔵したプログラム運転機能付きサーボアンプ

"ADAX”を発売した｡

ADAXは,簡易PLC機能として,位置決め機能,接点人力

12点,接点出力8点,アナログ入力2点,シリアルポート1点を

持っている｡これらの機能の動作は,サーボ動作命令と入出力

制御命令として,初心者でも容易に記述できるBASICに

類似の専用言語によってプログラムする｡ユーザーが作成した

プログラムについては,サーボアンプに内蔵されたインタプリタ

(実行周期:約1ms)で高速実行する｡このインタプリタは,標準

的なサーボ制御機能を行うマイコン上で,高い制御性能(速度

応答:500Hz)を劣化させることなく動作する｡これにより,

ADAXのサイズを,標準型サーボアンプ｢ADシリーズ+と同サ

イズとすることに成功した｡

以上の特徴により,簡単な一軸モーション制御と,周辺の

入出力制御を1台のADAXで行うことができ,シンプルで

省スペースなシステム構築が吋能となる｡

(株式会社日立産機システム)

(1)先手管理により,設備の安定稼動と生産性を向上

(2)異常時の早期復旧による不稼動時間の短縮

(3)メンテナンス費用の抑制

(4)専門家の管理により,信頼性を向上

(株式会社日立産機システム)

(発売時期:2002年10月)

顧客

設備端覧笠置
緊急出動

公衆回線網

連絡

サービスステーション

遠隔保守･監視システムの概略構成

中央監視センター

サーバ
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オーブコム 星通信システム

世界規模の双方向パケットデータ通信網として,｢オーブコム

衛星通信システム+によるサービスを開始した｡このシステムでは,

米国オーブコム社が保有する35基の低軌道(825km)周回衛

星を用いる｡受発信端末･アンテナが小型なので,

システムとしては安価なシステムが構築できる｡

〔主な適用例〕

(1)建設機械･トラックの動態管理

(2)海上の気象や潮流観測

(3)山間地の送電線断線検知

(4)船舶の軌跡管理

(5)緊急事両のバックアップ回線

(6)災害時の簡易メール,データ通信

(7)山間部や海上でのデータ通信

(株式会社日立産機システム)

賢

400kVA"UNIPARA”の外頼

山閤甲

紗

組
闇
W

匝

衛星を使った
ァガリンク:2.4kビット/sチ
タウンリンク:4.8kピット/s/

専

顧客設備

オーブコム衛星

(35基)

ネットワーク管制局

地上局

(茨城県北浦町)

オーブコム衛星データ通借用の構成

若
用
緑
接
続

ユーザーパソコン

顧客設備

軍事ネJりギ｢.･竿ネペ｢ネ封蒔リP芦
川uNIPARA州

ファシリティスペースを抑えコンピュータフロアを広くとりたい,電

気科金や保守費などの設備運用費を抑えたい,当初必要な容

量だけ導入し,初期投資を抑えたいなどの要望にこたえることが

できるUPS(無停電電源装置)"UNIPARA”を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)415V出力で160kmと400kVAの2機種をそろえ,最大

2,000kmまでのシステムに柔軟に対応

(2)トランスレス方式の採用で効率95%を達成したほか,空調

電力を含めて電気科金の節約を可能とし,さらに,本体寸法と

質量をそれぞれ従来比約50%削減することにより,省スペース

化を実現

(3)UPSユニットを並列に接続するだけで簡単にシステム容量

の拡張ができるほか,信頼性を向上させたユニットパラレル方式

の採用でUPSを停止することなくシステムの増設ができ,必要

親模での運用開始が吋能(初期投資抑制)

(4)長寿命部品の採用により,部品交換費を低減

(発売時期:2002年3月)

電力｡エネルギー｡産業.亨 llO9



ガス草子卿搾卿坪野窄応用した
癌廃物+垂物探知機

気体導入口

← 』
針電極
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減圧

高真空

質量分析部

〇
一
′
′
孔頂

真空排気

+lJ
Orlr

イオン

収束部

l
真空排気

産
業

多段式半i分析方式を採用した焦発勒･薬物探知機の外頼

爆発物･薬物の探知用として,ガス分子分析に多段式質量

分析方式を採用した高速の探知技術を開発した｡

ガス分子分析には,Ⅹ線透視のように対象物の形状や密度

から爆発物･薬物の有無を判定する方式,分子イオンの電場中

の移動速度の差を判定するイオン移動度測定方式,および物質

固有の発光反応を利用した方式が実用化されている｡開発し

た技術では,対象物を直接蒸気化し,物理的･化学的性質から

物質を特定する方式を採用しており,大気圧化学イオン化法で

イオン化し,イオン封じ込め部で質量分析する｡

多段式貿i分析方式の動作槻貢

〔主な特徴〕

(1)多段式質量分析機能により,感度と選択性を大きく向上さ

せることが可能

(2)供試物のイオン化に放射線源を使用する必要がなく,特殊

な管理が不要

(3)供試物の前処理が不要で,供試物を直接イオン化するた

め,高速分析が可能

(爆発物探知機の発売予定時期:2003年1月)

軍事ネルギ｢,.｢筆ネペ｢ネの
｢ノえ⊥■パ⊥コシバクトスイツチギヤ+
耐環境性向上のニーズに合わせ,縮小形高圧スイッチギヤ

｢スーパーコンパクトスイッチギヤ+をリニューアルした｡真空遮断

■
■

■

｢スーパーコンパクトスイッチギヤ+の外観

110卜 電力｡エネルギー｡産業

器(S形VCB)と断路部(BG)を直結することによって導体による

発熱を抑えた,環境に配慮した新製品である｡

〔主な特徴〕

(1)負荷の容量変更にフレキシブルに対応できる計器用変流器

(マルチCT)のほか,操作,保護,計測,通信機能などを持つ

監視装置``ICU-T''を標準装備し,操作スイッチャ補助リレー類

をなくした標準回路構成

(2)搬入･据付けにあたっては,各モジュール〔幅350×奥行き

900×高さ1,150(mm)〕ごとに分割搬入が可能

(3)主回路ケーブルの上下方向の引き出しが可能

(4)標準1.6mmの板厚と鋼板の新曲げ構造の組合せにより,

溶接を極力なくし,小型･軽量化を実現

(発売時期:2002年10月)



Power & EnergY/lndustry

次世代光ディスク用 盤 光装置

次世代光ディスク用原盤露光装置の外観

DUV(深紫外線)レーザを使用した,次世代光ディスク対応の

原盤露光装置を開発した｡この装置は,CDやDVDと同じ直

径12cmサイズで,青色レーザを用いるディスクに対応しており,

高密度,相変化ディスクの製造工程のコアマシンとなるものである｡

(1)DUVレーザの採用(257nmの短波長化),(2)高精度

オートフォーカス機構の採用,(3)レーザビームの光軸補正機

構の採用,(4)外乱に対して安定性の高い摩擦駆動式スライ

ダの搭載などを特徴とし,次世代光ディスクの大容量化･高密度

化に対応している｡オプションにより,現行のDVDへの露光も可

能であり,現在の機器の対応仕様で導入し,将来は次世代仕

様に切り替えることもできる｡

(発売時期:2002年4月)

ゴム混練機などに適用できる高圧ダイレクトドライブインバータ

ゴム混練機や押出機では,ゴム役人時に急しゅんなトルク変動

が発生する｡従来はトルク変動に強い直流電動機が用いられて

いたが,効率化の観点から,整流子やブラシ

の保守が不要な交流電動機化が求められて

きている｡

このため,この交流電動機化に際して,速

度センサを必要としない高トルク負荷変動に

対応した速度センサレス制御を開発し,高圧

大容量の交流電動機を昇庄トランスレスで駆

動する｢高圧ダイレクトドライブインバータ装

イントラネットインターネットを介して
監視ネットワークを構成

受変電設備

弓㌔

注:略語説明

熱源設備

自家発電設備
リモート

帯電話･
PDA

各種省エネルギー

パッケージ

置+に適用した｡この高トルク用インバータ装置は,多くのタイ

ヤ･ゴムメーカーで現在,稼動している｡

2,000kVA高圧ダイレクトドライブインバータ装置の外頼(左)とセルイン/て一タの外概(右)

ウェブ対応｢SAVEMAXiシリーズ+

SAVEMAX

技術サポートセンタ

遠方工場の

SAVEMAX

遠隔監視端末

監視･管理端末
ウェブサーバ

SAVEMAX(SavingEnergyManagementandAutomalionComplex)

PDA(PersonalDigitalAssistant)

｢SAVEMAXiシリーズ+の構成

カメラ

工場設備の省力化･省エネルギーを目的とした絵合的なエネ

ルギー管理システムであり,ウェブ化･モバイル化に対応する

｢SAVEMAXiシリーズ+を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)ネットワーク化システムとしてエビキクスな監視が可能なほか,

遠隔監視端末やPDAなどの携帯端末を用いて分散設備を集

中管理

(2)技術サポートセンタによるデータの自動収集･管理や,設備

増改造などのシステム変更を支援

(3)各種の省エネルギーパッケージにより,稔合的な省エネル

ギー管理が可能

電力｡エネルギー｡産業 +111
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産業用パソコン｢HF･Wシリーズ+の新モデル

ぜ

`■ イ ンー

■∫/一

産業用パソコン"HF-W75F”

産業 氷蓄熱式大温

FAや交通,通信な

ど,さまざまな分野で

の長期安定稼動ニー

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｢HF-Wシリーズ+

の最上位新モデル

"HF-W75F”をリリー

スした｡

差空調システム

水苔熟と大温度差空調の双方の長所を組み合わせることに

より,従来機種よりもイニシャルコストを抑え,省エネルギー15%,

省CO220%,省運転コスト30%をそれぞれ削減することができ

る空調システムを開発した(当社比)｡

従来の水苔熟では,低温冷水を活用して低温で送風する場

合,結露や快適性維持の課題があり,これを解決するための特

殊な器具の採用でコストが割高になっていた｡開発したシステム

では,さまざまな検討と実証によってこれらの課題を解決し,従

来と同等以下のコストで構築ができるようにした｡システムの適用

事例には,6万4,000m2と1万8,000mZの2件がある｡

〔主な特徴〕

(1)24時間連続稼動,使用期間10年の高信頼性設計

(2)発売開始後3年間の長期安定供給

(3)Pentium*4プロセッサ(2.OGHz),最大2Gバイトの主メモ

リ,オンボードLAN,ホットスワップディスクを搭載

(4)windows2000/`windowsXPをプレインストール

(5)uL,CSA,CE,FCCの海外規格に準拠

(発売時期:2002年12月)

*は｢他社登録商標など+(157ページ)を参照

(日.■l∑プラント建設株式会社)

(適用時期:2002年4月)

従来の空調システム

攣
E車重圃

アC(往)

12℃(還)

Å丁:5℃ 空調機

倫hし6

億℃62

℃OTA

鶴
凰

氷蓄熱式大温度差空調

[垂画

墓
圏]壷表匡囲

郁圏
注:略語説明 △丁(温度差)

氷蓄熱式大温度差空調システムの概要(左)と実証重(右)

フィルタレス油水分離機構を採用した圧縮機ドレン浄化装
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マイクロバブル方式の圧鮨磯ドレン浄化装置の外観

滋呑〉

電力｡エネルギー｡産業

比縮機や空庄ラインから排出されるドレンの抽水を分離し,廃

棄物の排出量を低減するドレン浄化装置を2機種発売した｡高

濃度ドレン処理が可能な真空蒸留方式と,スクリュー圧縮機ドレ

ンに適したマイクロバブル方式により,多様なドレンに応じた,適

切なシステムの選択が可能である｡

〔主な特徴〕

(1)フィルタレスの抽水分離機構により,長期間安定した浄化

品質を維持し,信頼性を向上

(2)多様なドレンに応じて選択できる運転モード可変機能により,

高効率,省電力を確保

(3)ドレン浄化処理量の定量的な把捉が可能

(株式会社口立インダストリイズ)

(号芭売時期:2002年5月)



･化学プラント
プラント分野では,高品賞･高機能材,先端バイオテクノロジー,運転･保守ソリューションなどの市場が拡大し,

これに対応レて日革製作所は,新たに開発した新技術･新製品を数多く提供レている｡鉄鋼プラントでは,極薄材圧
延設備,高晶貿の/＼イテク鋼板生産用圧延設備,鉄鋼プラント用調整･保守支援ソリューションシステムを,化学プラ

ントでは,先端バイオテクノロジーを駆使した抗体医薬品製造プラント,高機能プラスチックプラントなどをそれぞれ
納入した｡

大

少 ⇔

書
蜘

だ

民国POSCO納めDCR圧延設

POSCO納めDCR圧延設備とワンマン操業中の運転室(右下)

+ 良好ぷ

.無+腰+固』u劇戯遡澄鮎腰j剋_也鹿

品質制御支援の画面例

人韓民国POSCO(旧称:浦項綜合製織株式禽社)納め

DCR(Double ColdIミeduction)圧延設備が2002年4月に

商業運転を開始し,順調に稼動している｡

これは,DCR専用の2スタンドタンデムミルで,6段UC

(UniversalCrown)ミルの採用とストール張力制御により,高

品質と安定操業を実現している｡主に,食料缶やその材料と

なるブリキ原板を生産しており,最高圧延速度は2,100m/min

である｡また,小径作業ロールヘの切換と極薄圧延対応高精

度板厚制御技術の導入により,極薄材(50什m)の庄延が可能

である｡さらに,コイルハンドリングの徹底した自動化とサーボ

通板制御でワンマン操業としている｡

鉄鋼プラント用ソリューションシステム

鉄鋼制御システムの調整や

保守を支援する鉄鋼プラント川

ソリューションシステムを完成した｡

このシステムは,収集した実

績データを効率的に蓄積,ハン

ドノングする機能,知的情報処

理を適用した制御知識の自動

獲得機能,履歴データを用い

て過去の操業画面を再現し,プラント解析を支援するプレイバ

ックバーチャル圧延機能などを持っている｡このシステムを冷間

圧延形状制御に適用したところ,従来延べ3か月程度を要し

ていたプラント立ち_卜げ時の調整期間を,約半分に短縮するこ

とができたほか,プラント稼動後のユーザーによる制御システム

の保守を,いっそう容易に作業できるようにした｡

(発売時期:2002年5月)

東洋鯛飯株式会社納め最新斌可逆式冷間圧延設

東洋鯛飯株式会社的め最新親可逆式冷間圧延システム

束洋鍋飯株式会社下松工場納め最新鋭可逆式冷間圧延

設備``No.3DRM”が商業運転を開始した｡

この設備は,近年ますます需要が高まっている高品質ハイテク

鋼板生産用の圧延設備であり,UCIFミル(極小径作業ロール)

とUClミルを切換運転することにより,極薄材から表面品質厳

格材までニーズに応じた製品を圧延することができる｡さらに,高

速でも安定したワイビング性能を持つ新型ローラワイパと,高性

能･多機能の3.3kV高圧IGBTドライブ装置を採用するとともに,

ミルーリール非干渉制御とマスフロー板厚制御を導入することに

より,先後端を含むコイル全域の板厚精度を向上させた｡

(商業運転開始時期:2002年4月)

電力｡エネルギー･産業 ～Y"墳
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中外 薬株式会社納め抗体医薬品生産用

最新親大型細胞

如

Ⅵ

養プラント

スケールアップ効果が期待される大型細胞培養設備の外観

鉄
鋼
･
化
学
プ
ラ
ン
ト

先端バイオ分野で注目されている抗体医薬品生産プラントを

中外製薬株式会社から一括受注し,2002年9月に同社の

宇都宮工場に納入した｡

この培養･精製プラントは10kL規模の国内最大の細胞培

養槽を中心とする最新鋭のもので,日立製作所は,医薬品製

造規範(cGMP)にのっとった基本設計,建設からこれを検証

する′叩デーションまでの一貫した業務を受注した｡この培養

槽の設計は,日立製作所の豊富な実績を基に,独自の培養流

れ解析(CFD)を駆使して実施された｡今後,顧客と共同で実

機での設計機能を確認することとなっており,その成果が期待

されている｡

牢嘩エステル化法によるポリプチレンチレフタレート連続
ポリプチレンテレフタレート(PBT)は電気絶縁性,耐熱性,

成形性に優れていることから,電気･電子部品や自動車用部

品として広く使われ,年率10%の伸びを示しているエンジニアリ

ングプラスチックである｡

日立製作所は,テレフクル酸(TPA)とブタンジオール(1,4-

BD)を原料とする直接エステル化法によるPBT連続製造プロ

セスを開発し,年産6万tのプラントを三菱化学株式会社四日市

事業所に納入した｡このプラントのプロセスは日立製作所独自

のリアクタで構成しており,300～1,000Pa･Sの高粘度ポリマー

の製造を可能としている｡

(設備稼動開始時期:2002年10月)

造設

≡菱化学株式会社四日市事業所納めPBT連続王合設備

宇宙開発事業団納め大型スペースチャンバの改修

1975年に日立製作所が宇宙開発事業団に納入し,当時

わが国で最大であった8m¢スペースチャンバの改修を完了

した｡この設備は,宇宙空間の高真空･高温･極低温の環境

を模擬するもので,人工衛星などの試験に使用される｡

中一

114+ ･よ､､シお
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なお,熟真空試験が可能な衛星は,改修前の3m角×1tか

ら,改修後の5m角×4tと,大幅な大型化を実現した｡

〔主な改修効果〕

(1)機器･システムの更新･統合による信頼性の向上

(2)大型搬入扉新設による大型衛星試験能力の向上

(3)常設搬入レールと供試体台車による運用性の向上

(4)省エネルギー設計による液体窒素消費量の58%削減

(5)陽極酸化処理シュラウドによる耐久性･清浄度の向上

(6)CO2ガス吹きつけ洗浄による集光鏡の最大照度の向上

(7)他設備との互換性の向上

(改修完了時期:2002年7月)

改修後の大型スペースチャンパの外観

電力｡エネルギー｡産業



半導体 造･検査

lT･エレクトロニクス産業のキーデバイスである半導体の高集積化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,最先端プロセステクノロジーを駆使した最新のウエーハ製造装置と,生産歩留り向上を支援
する各種検査-･評価システムを提供している｡

90nmノードマスク用亀子線 画装置

覿

捕Hし7000M''電子光学系部の外観

90nmノードのレチクル製造装

置として開発した"HL-7000M''

には,新設計電子光学系,

1nmデータグリッド,新近接効

果補正などの新しい技術を導入

している｡

静電2段偏向による最大

1mm偏向,加速電圧50kV,

最大ビーム寸法2×2レm,最大電

流密度20A/cm2が可能である｡

描画方式は,可変成形ビーム,ベクター走査,ステージ連続移

動の方式であり,大容量の描画データに対応するために,人力

データとして,階層化による圧縮が可能なデータフォーマットを使

用している｡また,スルージュリアネットワーク(SAN)を導入し,

データ転送の高速化と,大容量バッファメモリを必要としない高

度分散処理を実現している｡

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

不揮発性材料対応量産用エッチング装置

FeRAM,MRAM,磁気ヘッドなどの各種不揮発性材料を

高精度に加工し,安定した量産が可能なエッチング装置を

開発した｡

〔主な特徴〕

(1)反応生成物の付着のない,優れた量産性

EMCP(Electrom昭netically Coupled Plasma)方式に

より,反応生成物の内壁付着を防止することができる｡

(2)制御性に優れた高精度加工

DualInduction Coil方式により,各材料に適切なプラズマ

分布を生成することができる｡

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

(発売時期:2002年2月)
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放棄MMTプラズマ装置の

外観

覇鞄

●

不揮発性材料対応量産用エッチング装置の外硬

(500･600･700シリーズの各プラットフォームに搭載が可能)

枚葉MMTプラズマ装声

MMT(Modi丘edMagnetronTyped)プラズマ源を用いて,

次世代プロセスに必要とされている低温プラズマ窒化処理装置

を開発した｡

この製品は,次世代の65～90nmのデザインルール対応の

ゲート窒化プロセスに適応できるほか,同じ反応室で酸化膜も形

成することが可能であることから,ゲート絶縁膜の酸化膜形成と

窒化の連続処理を同一反応室で処理することができる｡

(株式会社日立国際電気)

(発売時期:2002年4月)
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SIMOX用大電流酸素イオン注入装置

SIMOX(Separation byImplanted Oxygen)は,LSIの

高速･低消費電力化のかぎを振るSOI(Silicon

質量分離磁石
鞠転後段加速管

マイクロ波イオン源

感謝
偏向磁石

ウエーハホルダ

(200mm/300mm)

onInsulator)

SIMOX用大t流酸素イオン注入装置

"Ul-6000”の構成と外概
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高分解能亀子線測長装置

基板の量産を実現する有力な技術であり,酸素イオン打ち込み

とその彼の熱処理だけのシンプルなプロセスで,高品質･低コス

トのSOI基板が製造できる｡

今回,量産用第一号機としてSIMOX用大電流酸素イオン

注入装置``uI-6000''を開発し,納入した｡

〔主な特徴〕

(1)超薄膜SOI対応,300mmウェーハ対応,全自動運転,

大電流･長寿命のマイクロ波イオン源による高スループット

(2)メカニカルスキャン方式による高均一注入

(3)大口径クリーン化ビームラインによる低発塵(じん)･低汚染

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)
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100nm以降のプロセス管理ツールとして,高精度･高画質を

全自動･高スループットで実現した淵長装置の最新鋭機

``s-9260''(中200mm)と,"S増360”(中300mm)を発売した｡

この装置は,ArFレジストや帯電ウェーハ(Low-k材料など)な

どの最新のプロセスアプリケーションに対応しており,高精度な自

動軸調整機能や電子光学系の状態変動に基づく自己診断機能

の搭載により,安定した稼動性を保つことができる｡さらに,独自

の新開発リアルタイムプロセスモニタの搭載により,プロセス変動

をリアルタイムにキャッチし,歩留りの低下も未然に防ぐことがで

きる｡この装置は,定評ある｢S-9000シリーズ+の特徴を継承して

おり,研究開発から量産まで幅広い用途を目指したものである｡

年産q丁年丁畢実堺する華甲り
微細化対応の高感度検査装置導入やウェーハの大口径化に

伴って増大する,検査･データ解析時問起因の人件費増加,生

産性低下を解消し,生産QTAT(QuickTurnaround Time)

を実現する歩留り向上システムを提供している｡

レビュー支援システム``RI-1000''の発売により,デフェクトレ

ビューSEM"RS-3000''とのインラインレビューシステムでは効率

的な高信頼性自動欠陥分類が,歩留り向上支援システム"MI_

7000''を加えた歩留り向上システムでは迅速な工程改善が,

それぞれ図れる｡

〔主な特徴〕

(1)自動抽出した少数の欠陥レビューでウェーノ㌧Lの全欠陥

レビューと同等な効果を得る高効率レビュー･自動欠陥分類

(2)微細なプロセス出来栄えや高致命率欠陥を自動判別

-･感･
‾

電力･エネルギー･産業

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

(発売時期:2002年4月)
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上システム

(3)各工程の正味欠陥や電気的テストの相関解析から歩留り

影響度･欠陥致命率を算出し,迅速な工程改善を実現

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

(レビュー支援システムの発売時期:2002年4月)
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生産QTATを実現する歩留り向上システムの概要
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最先端半導体デバイス対応のSEM式ウエーハ検査 置

半導体デバイスの微細化に伴い,致命的欠陥サイズの微細1

化と高層化プロセスによる高アスペクト工程の増加が進み,光学

式ウェーハ外観検査装置では難しい新たな検査対応技術が求

電子源一-､ 守

コンデンサー匡く
レンズ

高速偏向器--＼

対物レンズー鼠

ウェーハ

SEM式ウエーハ検査装置"l-5320”の外観(左)と検査原理の概要

状珊¢

国
検出蕃

められている｡このため,光学式では検出が難しいコンタクト

ホールの導過･非導通の検出を,電子ビームによって電位コント

ラスト欠陥として高感度で行うことができるSEM(走査電子顕微

蓋＼
閻鏡)式ウェーハ検査装置を開発した｡

最新機種の``Ⅰ-5320''では,最先端の半導体デ

バイスに対応した検査感度を実現するとともに,自

動欠陥分類機能や各種アシストツールの搭載によ

比軸触 り,検査‾仁程卜タルでの作業効率の向上を実現

〔垂適 している｡

欠陥i(株式会社日立ハイテクノ｡ジーズ)
(発売時期:2002年7月)

"HA-3000”の外観

帯革嘩
90nmノードデバイスプロセス中で発生する欠陥を,高速･高

感度にモニタリングして不良原因を解明し,歩留りを向上させる

ことを目的とした,高解像度･高速ウェーハ異物検査装置

"IS2700''を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)パターン付きウェーハの検出感度が0.10けm

(2)毎時37枚のスループット(300mmウェーハ)

(3)高解像度D-UV(Deep Ultraviolet)欠陥レビュー棟能お

よび自動欠陥分類機能を搭載

(日立電子エンジニアリング株式会社)

(発売時期:2002年12月)

光学式ワ羊｢ハ外野検李琴革

90nmノード以降の半導体プロセス対応装置として,HA-

3000形光学式ウェーハ外観検査装置を株式会社東京精密と共

同開発した｡半導体デバイスの微細化への要求と,ますます厳

しくなる装置の技術課題解決にこたえたものである｡

〔主な特徴〕

(1)遠紫外光(DeepUltraviolet)の光学系を採用し,高密度,

高微細化されたパターンを高感度に検査

(2)次世代や次々世代のデバイス対応を可能とし,投資効率

の向卜を日指した装置コンセプト

(3)従来の装置よりもスループットを向上させ,CoO(Cost of

Ownership)を改善

(株式会社口立ハイテクノロジーズ)

(発売時期:2002年7月)

･高速ウェーハ異物検査装置
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高解像度･高速ウェーハ異物検査装置"lS2700”の外観
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高精 ･高速ウエーハ重ね合わせ精度測定装置
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高精度･高速ウエーハ重ね合わせ精度測定欝置"LA3300”の外観
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リソグラフィー工程の合わせ精度では,デバイスの微細化に伴

い,合わせマージンの減少や多様化する工程に対応した,高度

な合わせ精度測定が求められている｡今回,これらのニーズに

こたえて,高精度･高速ウェーハ重ね合わせ精度測定装置

"LA3300”を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)TIS(ToolInducedShift)精度が1nm

(2)毎時72枚(20ポイント測定時)の高速測定ができ,300mm

化による測定数の増大に対応

(3)ウェーハレスレシピセットアップ機能を搭載

(日立電子エンジニアリング株式会社)

(発売時期:2002年10月)

半導体メモリ材用微量α線エネルギー分析装置

微量α線エネルギー分析装置"KS-1000''は,半導体メモリ用

の各種材料から放出される極微量なα線を,低エネルギー領域

から高精度で測定する装置である｡

一般に,材料に含まれる微量α線の測定には,ガスフローカウ

ンタによる稔量評価方式が用いられているが,今回,半導体検

出器の大面積化と真空チェンバ内での直接検出方式を用いる

ことにより,極微量なα線の分析を可能にした｡

材料から放出されるα線をエネルギーごとに評価することによ

り,高価な低α線材科の使用個所を極力少なくすることができ,

また,生産ラインでの高精度な材料評価が可能になることから,

半導体製造プロセスの高効率化と品質の向上が期待できる｡

(発売時期:2002年4月)

計測部

真空チェンバ 計測モジュール部

検出部

国
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測定試料

前置増幅畢 形穂積寮

御伽ユニット
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幅570×奥行き630×高さ1,260(mm)

注:略語説明ほか SSD(半導体検出器),MCA(波高分析装置)

-(信号･制御線),-(配管)

穂量d線エネルギー分析装置"KS･1000”の計測部の構成(左)と外観(右)

MCP/SIPパッケージ対応ダイボンダ
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MCP/SIPパッケージ対応タイボンダ`DB.730AC州

浜す忌■

電力･エネルギー･産業

MCP(Multi-ChipPackage)やSIP(SysteminPackage)

などの新しいパッケージプロセスと300mm径ウェーハ対応のダ

イボンダを開発した｡新開発の駆動･搬送系と新制御システムの

搭載により,高速,高精度を実現している｡

〔主な特徴〕

(1)MCPとSIPに対応した広いボンドエリア〔66×90(mm)〕

(2)300mm径ウェーハに対応

(3)インデックス0.45s/IC,ボンディング精度25けm

(株式会社東日本セミコンダクタテクノロジーズ)




