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パッケージ形空気調和機の新シリーズ

従来パッケージ形空気調和機ほ,出力1.1～30kWの水冷式をほ

じめ,3.75～21.6kWのヒートポンプ式,2.2～10.8kWの空冷式,

3.75～21.6kWのオールフレッシュ式,7.5～10.8kWのユニット形

などの各シリーズ製品を製作販売してきた｡昭和45年皮製品でほ,

さらに3.75～21.6kWの小風量式および22～90kWの大容量水冷

式の新シリーズ製品を完成し販売を開始するとともに,従来シリー

ズ製品についても大幅な改良を行なった｡

昭和45年皮製品のおもな特長は下記のとおりである｡

(1)水冷式パッケージ形エアコンディショナー

(a)3.75～7.5kWにほ,二重管式凝縮器,2極圧縮棟を採用

し小形軽量化を図り,フレームレス構造とした｡この結果,従

来製品に比べ,重量で24～31%軽減した｡

(b)1.1～1.5kWは,冷房能力を10%以上向上させた｡

(2)大容量水冷式パッケージ形エアコンディショナー

(a)冷房負荷の変動に応じて容量制御が自由に行なわれる｡

(b)空気加熱器や加湿器の組込みにより,暖房や湿度調整が

容易になった｡そのほか特殊用途にも広く応用できる構造と

した｡

(c)ワンユニット式として従来の4倍の冷房能力を有する製

品が完成したことにより,大形ビルの空調も安価にできる｡

図1 水冷式パッケージ形エアコンディショナーRP-1009
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備の需要が急増しており,これらの需要に備えて全橙種のモデルチ

ェンジを行なった｡

圧縮機は従来の7.5kW,10.8kW,22kWおよび30kWをモデ

ルチェンジするとともに訂kWの大形圧縮轢およぴこれら圧縮機

2台を接続するツイン形圧縮楼を開発した｡また,熱交換器は部品点

数が少なく,構造が簡単で小形撥種に適している多管コイル式水冷

去帽旨および擬縮器と,高性能で大形椀種に適している全溶接形水冷

却器を開発した｡これらの圧縮楼および熱交換器を使用して従来か

ら製作販売していた水冷式11機種および空冷式1機種を全面的にモ

デルチェンジして性能向上,小形軽量化,取扱いの容易化を図った｡

さらに新機種として水冷式3機種および空冷式3機種を開発して水

冷式シリーズを拡充するとともに,空冷式シリーズを完成させた｡
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図2 チラーユニットRCU8002

低温倉庫用クーラシリーズ

生鮮食品の需要供給のバランス管理と価格管理を目的とした低温

倉庫の建設がさかんであるが,低温倉庫用クーラはこのような目的

を果たすために開発したユニット形の低温専用クーラである｡

機種は庫内温度＋5～＋15℃用のFWH形シリーズ,-5～＋10

℃用のFWM形シリーズでともに5.5kW,7.5kWおよび11kW

の各3機種がシリーズ化された｡

このシリーズは食品の低温貯蔵に最適な性能を有するものであり

そのおもな特長は次のとおりである｡

(1)コンパクトなユニットにまとめられているため,現地での

冷媒配管工事の必要がなく,そのうえ据付け工事が簡単で工期が

大幅に短縮される｡

(2)大風量,大伝熱面積で,しかもフィンピッチがあらいため,食

品の保存に最適な温度および湿度に制御することが容易である｡

(3)ユニット形のため運転が簡単で,運転経費も廉価である｡
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図3
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二]ガン化学療法に活躍する無菌ベッド

昭和44年8月愛知県職員病院に納入された無菌ベット装置一式

は,名古屋大学医学部第一内科の研究により｢無菌環境下における

急性白血病の化学療法に関する臨床的研究+の題ト】で発表さか無菌

ベッドが医学的に非常に効果のあることが証明さかた｡

おもな特長は次のとおりである｡

(1)プレハブ構造で簡単に組立.移動ができる｡

(2)効率ほAFI規格最高レベルのClasslOO以下に保たれる｡

(3)ベット内は冷暖房装置によりもっとも住みやすい条件にで

きる｡

(4)ベット内への品物の出し入れはパスボックスを通Lて行な

われる｡

(5)クリーソルーム内は天井より垂直層流空気が流かているた

め,人がクリーソルーム内のベットサイドにはいってもベット内

の患者に影響を与えないし,クリーンルーム内が無菌に保たれる

ため息老がクリ叩ン′レーム内へ出ることも可能である.｢

図4 無 菌 ベ
ット
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RC-る009LO形冷凍オープンショーケース

コールドチェーンが浸透するにLたがい,小規模店においても,

セルフ十-ビスの店舗が増加し多量の商品の陳列販売のできる,オ

ープンショーケースの需要が増加してきた｡RC-6009LOは,この

日的のために設計されたオープソショーケースである｡蒸発器はパ

イプナンシート形(内箱兼月∃)と上部にフィン′チューブ形を設置して

常時嘩｢勺上部の空気と熱交換し,韓内上部に冷却空気を充満させエ

アカーテンを形成している｡上部蒸発器は1｢]1回定時刻iこヒータ

によi)短時間で自動除霜され,終了時は温鑑復帰であるため残霜の

心配こまない｡断熱材としては断熱特性のすぐれた硬質ポリウレタン

を陣円し,直接発泡でキャビネットを形成している｡前曲のショー

ウインドは四重複層ガラスで貯蔵品ほ安全な低温に維持される｡摩

内全幅にわたる鏡は商品の豊富感,展示効果を発揮し,金属光沢の

化粧わく,カラープレートが豪華な感じを与える｡コンデソシソグ

ユニット(た前側に引き出されるので,′･∴く検,サービスが容易である｡

l交15 冷凍オープンショーケースRC-6009LO形

‾∃ 空気インパクトレンチシリーズの開発

境近の深刻なう引動力不足に伴い,日動申･建築関係部門において,

ネジ締y)作業の省力化工具として,辛気でンパクトレンチの`芯要が

増してきている｡

そこでこのたび,中形空気イン/ミクトレンチ2棟穐(22mmW-22

形,32mmW-32形)を開発し,すで(･こ市販している小形空気イン

パクトレンチ4機種とあわせ,空気ミインパクトレンチシリーズを完

【※16 空気インパクトレンチ32mmW-32形



成した｡

この中形空気インパクトレンチほ,■l打赦されているものに比べて,

ネジ締め速度およびネジ累締力を大きくし∴て,作業能率の向上を回

っている｡また,緊縮力の調整が容易にできる減圧弁を備えている

ので使いやすく,/､ソマ一肌こは,高ニッケ′し,高クロームの合金

鋼を用い,特殊な熱処理を施してあるので寿命が長いなどの特長を

もっている｡.

.■‾;インダクタ付閉磁路形点火コイル

この点火コイルほ,′トさな起磁力で大きな磁束変化が得らjtる間

磁路形鉄心を使用し高耐電圧熱可塑性樹脂で一-一体成形した閉磁路形

ノ烹火コイルと,従来の外付抵抗器のかわりに抵抗分にインダクタン

スをもたせ耐熱性樹脂で一体成形Lたインダクタを手束用し,さらに

始動時インダクタを短絡するためのダイオードを組合せてある｡

最近一般化しつつある抵抗器外付点火コイルは,高速性能がすく'-

れている反面,ディストリビュータ接点に,運転に障害をきたす突

起と汚損を発生しやすい欠点がある｡インダクタ付開磁路形点火コ

イルほこの欠点を解決するために開発したもので,次の特長を術え

ている｡

(1)ユノジ′ン始動から高速運転まで点火プラグに強力な火花を

供給するので,混合気の点火が確実である｡

(2)ディストリビュータ接点の突起と汚損が少ないため混合気

の点火ミスがなく,接ノた手入間隔を従来の抵抗器外付点火コイ′し

の約3倍に延長することができる｡

図7 インダクタ什

閉磁路形

点火コイノン

HLB18形フロートレス気化器

HIノB18形フロートレス気化執エロードランて-用70-～100cc2

サイクルエンジンを対象として開発したもので,その基本構造にお

いてスノーモービル,チェーソソーなどを含めた傾斜,振動の激し

い用途に適している(⊃ 本気化器にほノズルの燃料圧力をいかなる傾

斜角に対しても一淀値とするため,ダイヤプラム系重量の効果を用

い,ダイヤフラムとノズルのヘッド差の影響を取i)除くようにした

日立独自のダイヤフラム式圧力制御樅構と,べ/チェリー部にある

単一ノズルに,低速時,必要な負圧を発生させ,混合比の制御を行

業務用電気品･自動車部品･照明

なうチョークバルブ連動機構を採用している｡ これにより0～360

度のいかなる傾斜称･こおいても混合比の変化ほ±2%以下で,ア

イドリングから高速運転まで最適混合比を供給することができる｡

また従来,フロートレス気化器の問題点とされていた始動の困難な

卓,フィルタの目づまりiこよる性能の劣化,針升の悸粗こよる作動

不良などの点i･こついても大幅に改良されている｡
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カークーラ用膨張弁

従来のカークーラ用膨張弁ほ,茹発器と独立し,感熱筒および外

部エコライザ用キヤピラリチューブを有している｡感熱筒は,圧縮

機への冷媒戻り管の表面に設けた感熱筒受皿を介して,間接的に冷

媒温度を感知し,冷媒流量の制御を行なっている｡したがって,熱

負荷変動に対する応答時間の遅れおよび脈動現象が生じ不安定であ

った｡

今回開発した新形膨張弁は,蒸発器に設けたヘッダ内部に,感熱

部を組み込み,直接的iこ冷媒温度を感知し,冷媒流量の制御を行な

うものである｡感熱部には活性炭を封入し,この吸着特性を利用し

て,.熱負荷が増加しても,過熱度を常に一定に保持することができ,

しかも熱負荷変動に対する応答速度は,従来の約1/17にすること

ができた｡この膨張弁の開発によって,カークーラの性能の最も重

要である車内温度降下速度を,従来のものより約2分短縮し,しか

も冷媒流量の脈動現象がまったく生じないようにすることができ,

安定した冷凍サイクルを構成することに成功した｡

旧形蒸発器

旧形膨張弁

､駕夢

新12形膨張弁
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新形蒸発器

図9 左側が従来のエ/ミボレータと膨束弁

右側が今回開発Lたエバボレータと膨張弁
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予熱始動形メタルハライドランプの開発

従来の水銀ランプの発光管内に種々の金属ハロゲン化物を封入し

たメタルノ､ライドランプi･ま,効率が高く,演色性のすぐれた光源と

してすでに実用段階にほいっているが,なおいろいろの問題点を有

している｡その一つが始動電圧の高いことであり,このため二次無

負荷電圧を高くした特殊な安定器を使用しなければならない｡

予熱始動形メタルハライドランプほこの欠点を改良したもので,

ランプ内に予熱電極およぴバイメタルスイッチを設け,一般水銀ラ

ンプ用安定器との組合せでパ′レス電圧を発生し,ランプを始動させ

るもので,次のような特長を備えている｡

(1)水銀ランプ用安定器がそのまま使用できるので,初設備費

が安くなる｡

(2)既設の水銀灯照明設備の,ランプを交換するのみで照度お

よび演色性を大幅に向上させることができる｡

図10 400W予熱始動形メタルハライドラン7

白熱灯器具''ド･ルックスシリーズ”

近年,住宅を新築する場合,家庭団らんの場所として洋間を作る

のが一般的である｡この洋間には,暖かく柔らかなふん開気を作り

出す白熱灯器具が好適である｡従来の器具は個別にデザインされて

図11 白熱灯ド･ルックスシリーズ

ド･ルックス21
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いたため各器具を洋間に取り付けたとき,洋間全体の統一感に欠け

ていた｡今回開発されたド･ルックスシリーズはシャンデリア,ブ

ラケット,ペンダント,フロアスタンド,卓上スタンドを統一した

デザインで,家具,じゅうたんなどとともに洋間のインテリアの一

部を構成するようにしたものである｡洋間のデザインを考慮し材料

にはガラス,布,木質感の強い低発泡スチロール,発泡ウレタン,

ABSブロー成形品,アルミ角パイプ鏡面仕上げなど種々の新材料

を用い,6シリーズ,42器種を開発した｡なお意匠だけでなく,構

造面でもシャンデリアの高さが3段階に調節できる｡また,ブラケ

ット本体もバネによって簡単に取り付けられるなどの特長をもって

いる｡

参議院委員会庁舎の照明施設

昭和45年1月,国会議事堂分館として,衆参両院ともに完成した

ものである｡1階には事務室,政府委員控え室,2階から4階に計三

つの委員会室,六つの理事会室,そのほか各政党連絡室などがある｡

大委員会室および一部の小委員会室では40W22灯用埋込乳自プ

ラスチックパネル付きの空調併用大形器具が使用されており,点灯

回路ほフリッカレス方式である｡平均照度は2,0001Ⅹとなり,22灯

中10灯を消灯して段調光も可能である｡全館埋込形パネル付きの

器具が多く事務室のみ下面開放埋込形器具が使用されている｡

おもな納入器具ほ

TP42200-RF-25

TP42200-El付

TP41000-RF-25

TP42200-El付

(22灯用)

(22灯用)

(10灯用)

(10灯用)

台

台

台

台

舶

22
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空調併用照明器具

空調併用照明器具

44台空調併用照明器具

44台空調併用照明器具

図12 参議員委員会庁舎大会議室の照明
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図13 大会議室の照度分布




