
特 許 と 新 案

日立製作所では所有している全部グ)特許･実周新案を全て

有イ賞開放しております｡

このリストには,日二立製作所所･有の特許･実-J召新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,i塞んで掲載いたL

ま した｡

なお,照会･実プ泡のご希望グ)ございます場ノ台･は才丁言己までご

連孫各原貢います｡

■ 水 車

間合先:国内関係･日立製作所特許苦β特許′営■業グループ

海外関係･日立製作戸斤匡l際事業部j第1吾β

電 話

住 所

(03)270-2111(大代表)

〒100 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

登録番号 公告番号 名 称 登頚番号 公告番号 名 称

持574219 44-3626 ガイドベーンの改良 実761306 39-25966 反動水車用カバーライナ

特315099 36-3203 セグメント軸′受 実748825 39-407 立軸案内用円筒軸′受

特546497

特555818

43-28644

44-9169

水車又はポンプ水車の案内羽根戎 実924224 45-20589 ユキセンビン廻り止め装置

いは制水弁の閉鎖時lと日調整方法 実753786 39-18924 水車ケーシング組立装置

水車制御方式 実790852 40-15444 主軸保護ライナー

特501045 42-3644 サーボモータニ段閉鎖装置 実835266 42-7524 接線キー取付け構造

特572227 44-25482 水車運転方式 実789877 40-21493 日勤油而調繁装置

朽310225 36-6701 ポンプ水車の運転装置 実868544 43-23482 水車の庄油装置

特608035

実792696

45-35931

40-23835

水車用機械式調速機の 実853別)7 43-4283 電磁弁の切替操作装置

最大値最小値制御機構 特456910 40-7626 回転弁操作装置

大弟･量回転体の竪軸釣合試験装置 実827491 41-19450 サーボモ椚タの機械的ロック装置

実823395 41-19449 サーボモータ鋪錠裳吊 実877383

実942754

43-28967

45-33684

水車の分解装置

水車主軸の封水装置

■ 蒸気タービン

登録番号 公告番号 名 称 登録者号 広告番号 名 称

特572590

特594532

特539291

42-5957

44-32127

43-20806

46-1804

46【7123

管式熱交換器連続洗擬装置用締 特620619

持616701

朽613232

ヽ

46-3204

46-1810

45-18701

タービンの入口蒸気圧力低下制限

装置 装置

復水器自動連続洗浄装置の除塵 タービン用主賽止弁の開閉及び

用スポンジポール回収グリット 固着テスト装置

テイルティングパッド軸受 給水加熱器

特616070 タ【ビン用自動追従制御装置 実910535 45-5051

43-28962

グランド漏洩蒸与-いヾイパス装置

朽620589 蒸気タービンの調速方法 ノ莫881331 ドレン回収装置

特419958 38-19454 貰†充式ボイラ運転系統 実860068 43-11244 円形多重管

特613277 46-284 真空低下負荷制限装置 実881356 43-25843 給水加熱器

実892962

実799691

42-8071

40-22616

管式熱交換器洗准休回収装置用 ′夫793892 40-24002 タービン保安装置

肺葉置 特524095 43-1957 圧力制御装置

蒸1も連絡管 実948871

朽448612

46-7939

39-23425

復水器冷却水ポンプのオーバフ

実931263 45-26002 真空低下速断装置 ロー防止装置

特555817 42-15486 傾水劣化検J-11袋帯 蒸気タービン起動運転方法

特303733 36-23958 蒸気タービン 実754395 39-6909 構置給水加熱器

実953168 46汀18518 伝熱管取付治具

■ 原子力機器

登録番号 公告番号 名 称 登錦番号 公告番号 名 称

特 417880 38-16195 原子炉燃料棒 持 503279 42-8671 ポイドメータ

特 515169 42-23689 高純度水素ガス炉 実 922400 44-18837

46-1308

46-4522

41-6799

原子燃料要素溶接装置

特 613256 45-40958 気璃､重用扉の鎖錠機構 実939227

実941895

莫812186

パワ･マニプレータ用トング締付

実 757737 39-20024 フランジ連結部 装置

特 567183 44-20915 閉幕指示装置 トング交換時における位置決め

特 494080 41-20920 液休金属ループ 装置

実 955611 46-19777 コMルドトラップ 制御棒駆動装置用緩衝器

12



▽

:Å
(顧 特 許 と 新 案

日立製作所では所有している全部の特許･実用新案を全て

有償開放しております｡

このリストには,日立製作所戸斤有の特許･実用新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,選んで掲載いたL

ま した｡

なお,照会･実施のご希望のございます場fナは右記までご

連轟各原居います｡

■ 交流器

▽ ∇; ▽ 冠

Å Å Å Å ⑳

間合･先:国内関係

～毎外関イ系

電 話:(03)270

住 所:〒100

日立製圭作所特許部特許′営業グループ

日二立製作所国際事業部第1部

2111(大代表)

東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

登録番号 公告番号 名 称 登録者号 公告番号 名 称

特26副う34 35--7309 電機子巻線 特406163 37-16503

42【1579

回転竜概の消‾洋装置

特421323 38-21918 絶縁線輪の製造方法 実830023 サー【チコイルリード線群一川】1装置

実884920 44-5603 推力軸′要 特402719 37-10355 オイルシール

実951244 46-11445 分割型推力軸･受 実939272 46-3122

__卜射巧竺ジャーナル軸そ
特463901 40-13813 回転電機の継鉄 実773171 39-32283 回転電機幅鉄

特629547 46-17841 竪形回転機の推力軸′乏装置 実782934 40-7204 回転電機

実896974 44-18260 同左子 実948835 46-12562 回転機の軸′乏漏油l机ヒ装置

実798700 40-17128 油面上界防+Lスクリュー 実939225 46-976 立軸回転丁昆機の軸一夏油槽の油面計

実873720 43-24144 軸′要油槽の油面検出装置 実797604 40-26893

39-20406

ター｢ポ発電機の風道

実915096 44-26327 推力軸受装置 特443654 R助式交流発電機

実931340

実741248

45-25289

38-28701

セグメント軸′受のギャップ調繁 実725677 38-2905 軸振垂わ計発仁言器取付装置

装置 実838255

実809792

42-8411

41-4325

立形回転電機のプラットホーム

回転電餓 防振装置

実839118 41-18816

40-979

コイルエンド支持装置 口出線接続装置

実778231 凸概型界孝義線輪 実766389 39【30930 グり-ス坪川l装置

実778182 39-38135 交流発電機の凸横型界磁線輪 実868550 43-9791 冷却管取付装置

芙945958 46-11441 油切金具の空気圧測定装置

■ 直流機

登録番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

実907598 45-266 界磁巻線 実900913 44-22263
【白二流機のロッカー装置

実859942 43-10405 回転子コイル 実758533 39-17614 刷子リード線端了一接続装置

芙 827540 41-23632 絶縁棒 実889071 44-12251 回転電慌の刷十傑持装置

ご夫848836 40-3845 回転電機の軸受電i充防+L装置 桔637990 46-28444 直流発電機の制御方式

実807184 38-27701 屋外用電機 実934814 45-29610 蜂流.丁

芙841890 42-15356 ハンドル装置 実927714 45-24185 電動機適性制御用手動制御器

実840876 42-13048 回転電機 実859910 43-11129 回転電乞tの同定子枠

■ 大形変圧器およびその付属品

登毒責番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

持462690 40-16291

40-13328

44-9921

44-4804

制振遮蔽を有する変圧器巻線 朽488301

特540616

41-13295

43-18962

46-19449

43-28179

負荷時タップ切換装置用切換

持473892

特555833

負荷時タップ切換装置用切換 開閉器

開閉器 変圧器鉄心起_1エ方法

変圧器開タップ巻線 特629553 誘う導電器巻線の転位法

特564828 誘導電器用円盤巻線 実882146 変圧器冷却装荷

特444140

特496506

39-15905

42-297

負荷時タップ切換装置桐切換 実897271 44-20429

40-24258

42-55

42-10447

変圧器の静電シMルド

開閉器 実793905 変圧器鉄心

誘導電器巻線 特496505

特506173

負荷時タップ切換装置用切換

実857261 43-7248 大電i充用プッシング 開閉器

特490861 41-15146 コンデンサプッシング 誘導電器用磁気連煎薬置

特554599 44-7886 負荷時タップ切換装置用切操 実789871 40-20512 コンデンサ7-ソシング

開閉器 実900983 44-20425 変圧器タップ巻線
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特 許 と 新 案

日立製作所では所有Lている全部の特許･実用新案を全て

有借間放しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実J召新案で,日

立製作戸斤が実際に1使用したものの中から,選んで掲載いたし

ま しブニ｡

なお,照会･実施のご希望のございます場fナは右記までご

連糸各棟白います｡

■ 大型変圧器およびその付属品

唾頭重

問fナ先:国内関係

海外関係

電 話:(03)270-

住 所:〒100

日二立製作所特許部特言干一言'業グループ

日二正製作所国際事業部;第1部

2111(大代表)

東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

登録番号 公告番号 名 称 登錦番号 公告番号 名 称

桔552188

特473891

特476713

44-1729

40128292

41-1490

44-24606

41-1489

負荷時タップ切換装置Iけ切換 三夫838308

実838329

42-1787 負荷時タップ切換装置用切換

開閉器 開閉器

負荷時タップ切枚装置間切根 42-8022 ダイヤフラム式コンサベータ

開閉器 実871688 43-25379 抽入電器用コンサベータ

負荷時タップ切放装置 芙827511 41-25212 ダイヤフラム式コンサベ【タ

特572269

特476712

負荷時タップ切換装荷用切根 実830024

実788805

42-1555 ダイヤフラム式コンサベータの

開閉器 ダイヤフラム取付装置

負荷時タップ切授装置 40-15953 吊梁輸送式変圧器

実768465 38-34454
_チエ榔変圧器

尖751876 39-13211 タップ切換器

実909788 44-30834 負荷時タリフG切換装置 実821519 41-17744 プッシング

芙789872 40-20513 コンデンサブ‾リシング

コンデンサコ【ン

芙883023

`夫779183

44-4981 負荷峠タップ切換装置用切換

実797553 40126713 開閉器

実761366

実827002

芙758524

実745663

39-21434

41-19129

39-20460

39-6223

負荷時タ･ソプ切椎柴置H‾j切授 40-7225 変圧器鉄心締付装置

開閉器 実758526 39-20454 変圧器鉄心締付用当枇装置

負荷時タップ切換装置用切換 実831922 42-2891 切換開閉器の保護磐童置

開閉器 実741241 38-24020 変圧器朋枇庄弁

変圧器高圧端子至管の塩害妨+L 実908022

尖827008

`夫946027

45【655 コンデンサプッシングのコーン

装置 脱孫l妨+ヒ装置

間歓送り装置 41-19132 負荷時タップ切換装吊閉切換

実946022 46-4328 タップ切換器 開閉器

芙897297 44-19950 コンデンサプッシング 46-8884 変圧器用大電流導体

特412418 38-6737 変圧器用比率継電器 実939269 46-3604 タップ選択器

実954682 46-18245 変圧器巻線締付装置 尖936719 45-26011 タップ選択装置

特296593 36-20616 早切カム巧竺開閉器 実936718 45-26010 タップ切換器における駆動機構

特296596 36-20617

41-1(;546

カム型開閉器の操作装置 実951118 46-15685 変圧器巻線の口出部固定装置

実819718 ウォールプッシング 実951117 46-15684 変圧器巻線のロ出線固定装置

実827476 41-24210 曜貰形プッシング 特467271 40-20469 横形プッシング

実827509 41-23779

39-5504

防音変圧器 実825382 41-22356 変圧器端子至管塩害防止装置

実746695 変圧器冷却装置 実803456 40-35533 注油口閉賽装置

芙891840 44-8184

42-4412

45-15373

負荷時タップ切換変圧器 実819695 41-14335 強制油冷式変圧器タンク

芙834976

実922433

負荷時タッ70切換器用電動 実877439 43-31460 タップ切換器

操作機樵 特291291 36-15116 負荷時電圧調整装置

接触部支持装置 芙903363

実889176

44-30038 コンデンサプッシング用

実941954 46-6645

43-21852

冷却器 ポテンシャルタップ

実95313け 抽入変圧器の巻線間絶縁装置 44-22662 変圧器鉄心

特293381 36-17912 負荷時電信調整装置 実751877 39-13212 タップ切換器

特460366 40-13093 タップ切換器 実900958 43-16776 コイルのダクトピ【ス取付装置
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原子力発電設

製品紹介

最近の原子力発電一昨用ポンプは,プ

ラントの大谷量化に作う大形化と,よ

りきびしい品質保証の実施が特長であ

る｡

ニニに,J】･之,廿ノL戊Lた帖水か川人ル手

折J‾1■ヱイくホ■ンブお.土び■∴i咄り三煉小川十卜

lい】フム`ナンナのモl,′･ク7･ソナ恨につい

て封1介する｡

l.東京電力株式会社福島原子力

発電所3号機用循環水ポンプ

(1)仕様および構造

ポンプt_L様は下記のとおりである｡

ポンプ口径:2,600皿m

形 式:SP-CV

(立て軸斜i充ポンプニ)

吐け与し量:844m3/min

仝 揚程:10.5m

kil転数:250rpm(同期速度)

原動 機:2,100kW 誘導電動機

ポンプ構造はブルーアウトタイプ

(ポンプ主要部が外筒,内筒から構成さ

れている)の立て軸斜流ポンプで原子

力発電所としては最大プ扱容量の循環水

ポンプである｡

ポンプ外筒は上部をポンプベースに

強固に凶定され,下部は特殊ボルトに

より基礎に支持されポンプの反力を受

けている｡内筒はポンプの水路を形成

し,上部は外筒に同定され中央部は外

筒に支持されている｡

軸受にはゴム軸∫乏を使用し,これを下

部ケーシング内と中央部に設け,回転

体を支持し,自庄水ならびに工業用水

により水潤滑をするものである｡

主要部の材質はインベラ,

グ(案内羽根を有する部分)

ス(吸込口),ライナをステン

(含モリブテン)(SCS14)と

の外筒,内筒を鋳鉄(FC25)

ケーシン

ベルマウ

レス鋳鋼

しその他

と してあ

る｡主軸には炭素鋼(S35C)を使用し,

ステンレス舶(■斤モリブテン)(SUS32)

のスリーブで被覆Lている｡海水を取

り川うため組付せ小げFに対するl′守山立およ

び喰装に対する配慮をしたものである｡

このほか,原子力用としてのきぴL

い品質管‡里および耐板についても考慮

をむ､つた｡

また部品重量,部品寸法も大きいの

で工場内運搬ならびに現地までの運搬

および据付には十分な配慮をしてある｡

用ポンプ

2.動力炉･核燃料開発事業団納め

高速実験炉｢常陽+一次主冷却系

循環ポンプモックアップ機

(1)ポンプ仕様

ポンプ;三松仝す新一己:70m

ポンプ定格Hl二出L韻:21.Om3/min

ホン｢7二右格回一転数:930rpm

ポンプ運転範榊:100～30%スピード

(ポニーモータ速度14%)

1五動 機:330kW

速度括り御方∫(:セルビウス方式

設計i且度:4500c

屠蘇､､､

象轡鞠く

露

戦ご′

萄参観

ノ､′婆

汐餐 ぎ

本ポンプは,一束子炉の?令却村とLて

補いられるナトリウムを循環させるた

めのポンプであり,立て形で,内部に

自由液面を形成させた遠心ポンプであ

る.二.ポンプは,保二手の容易さを考慮に

入れて,内部構造物だけを_L二に引き出

せる肺造になっており,また,軸封部

はl勺部を引き出さずに分解点検できる

ように設計されている｡図1は,丁_場

で水運転試験を終‾rしたナトリウムポ

ンプの内部f肯造物を示すものである.〕

現在までに,約数千時間にわたり,逆

転が続けられているが女子調である｡

〔日_)ンニ製作戸巾電力ーLまi柴本恥)

逼勺考

厳重

澄

蛋磯

野
y,､′

竹¶
l事

‾り叫,

三済 ≡澤

艶′′去÷守:義;義●尊皇‾三

海ノY云′′甥滑で;′貰

′､_-】､-′｡′､漂､】P

図l｢常陽+一次主冷却系循環ポンプモックアップ機

∬榊義竃
87
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中国電力株式会社島根原子力発電所納め

放射性享夜体廃棄物処丘里
本設備は沸騰水形(BWR)原十力発

電所から発生する放射性液体廃棄物を

安全に収築処+聾するものであー),=力

460MWe.の中国`占_注力株式全件島根原

子力発屯所に設けられ,昭和48年7ノー1

より逆転を開始した｡設備の計画およ

び設計にあたっては,匡l内外の先行実

描■を反映するととい二,昨今のきびし

い環j克問題に対しても留意L,十分な

安全性および操作件の確保に努めた｡

1.おもな処理方式

木i設備は処理†尭液の水質に対打じして

殻過な処理が可能となるように計画さ

れている｡おもな処押方式と仕様は表

l,2および図1,2にホすとおりで.=ちる｡

2.おもな特長

(1)フィルタの処理量をJヤーし,固体廃

棄物発′一上一三量をi城らすために､等差庄運

転制御方式を採用している｡

(2)床ドレンを全量濃縮することによ

り,系外/＼の放出放射台巨を低盲域してい

る｡

(3)膿縮器形式として一胴形濃縮器を

j采用している｡

(4)廃液中和タンクを2基設けるなど

設備的な余裕を持たせている｡

(5)凝集剤の使用により水質向上を図

っている｡

(6)軽量骨材の使用により､セメント

同化ご物の安定化を図っている｡

(F_1立製作戸斤 屯力事業本部)

表l おもな処理方式

｢
感

区Il フィルタ補助設備

ミ曝昏

苛

∃

′′二茸禦

′′蓉曹感冒響昏夢
済留守済野

瑠

ユー

者音

図2 放射性廃棄物処王里言箕備操作盤

表2 右もな仕様

系 統 L 処 ≡哩 方 式 備 考

(l)機器ドレンlろ過-イオン交換一回収

(2)床ドレン

(3)化学廃液

濃縮-イオン交換一匝]収

濃縮後機器ドレンとLて回収

)農相廃)夜はタンク貯蔵

後,ドラムかん内でセ

メント固イヒされる｡

(4'洗濯鳳至_〝+
(5)スラッジ系

L

ろ過一放出

タンク貯蔵後ドラムかん内で

⊇セメント固化

8S

･専一て々

叫輔

肺
胞
偏

-椚皆

…淵ほほ

靡.感官･頗攣

す1

〉着

腰M轡-

済済

●●

領拷
恥

熊‥叫

ヽ
＼

＼㌧

㌻-r

処こ哩ノ焼器 イ士 様

lliフィルタ Z基 15m∵/基(ろ過面積)

t2二)脱 塩 器

(.3))景絹 器

3.8m,j.′基(樹脂量)

4.5m､づ/h基(処‡里量)



日立評論 VOし.55 No.8 851 拳法晶紹介

新形中容量日立ギヤモートル
製植わく構造の採用でコンパクト化･低騒音化

一一J粒庄一栄位械の大形化や各帥フ■ラン

ト埋設グ)i再ヲ己化に仰い ｢｢】古道ギヤモ

ートルの宗安が叶りくL,/ト後も順朋に

伸びる見通しから[卜在∫出作†叶ではニク〕

はど11kW,6P(15kW,4P)以上･ク〕

中谷岩槻椎につし､て,従来･の鋳物わく

イ溝追をやめ製綿(かん)わく純j韮の抹糊

にふみきり,′卜形,軽量化とエ騒古紙減

を卜』った新シり【ズ品をう一己成したし7)で,

標準轄帥仁の仕様,帖追およぴおもな亡け

良について寿｢∃介する｡

1.標準機種の仕様

製缶排わく シり--ズ品ギヤモrトルの

標準機純の仕様は表lに示す.とおりで

ある｡

2.構 造

製繕わく シリーズ品ギヤモートルの

構造を区=に,従来の鋳斗勿わくギヤモ

ートルの他造を図2に示したく)回3ほ

製繕わく シり-ズ品ギヤモートルの外

観図である｡本シリーズ品は白イ甘川叫(.■-1-i

力軸側)のカバーとケ【シングを 一イ本

にしたしかも中別壁のない付与追になっ

ている｡

3｡おもな特長

(二1)メー)くの応ノりす咋仰に上りバランスグー

とれた強化‾7し′-ム′をイオ川‾+L､業界細

し′〕=川州1-i二道の与と州■妄言わく化に成上小ノてい

るとと Lに†大小F.】iに′卜形†蛭_‾巨迂化きれ

ている(古紙で群+33ワ占､中二二hトこ■約25:㍉

鳩ご〉.二

(.2)J三モ止想的ち･桜川j,山一十し帽■1.乍･と】-∴川]

?岐焼入れゾ､J改発,ギヤホーニングー_1二卜

げにより川:ごっれた強力てり件能のi〔■iし､l範

中を･は川Lており､音域.也恍部のl‾l川ラJ妄望

柿三仙道化に.より人小i.もらl悩J二1二の伏さ城かぃズ1

ごjれている(約5へ一7dB).-ノ

(3)軸,齢‾中およぴキーー柑にはil-fj紋付

料を熱処j理Lて他用し,はめあい糀の

強性向_1二をlズ1っている｡

(4)モーートル軸には柚什ビニオンを抹

J--FJL,強度向_1∴を阿っている〔.

(5)表1小の見込′-l三並機帥につしゝては､

叶丈什､j▲法は従来と全くトi+･一であるミニ

(l卜占キ皇望†1一三J叶繭ト1いぃ装丁㍑)

表l 新形中容量ギヤモートルシリーズ品標準機種のイ士様

仕 様 出 力 (kW)

出力回転数(｢叩)

50(Hzト60(Hz)

機才重;概略

略号l減速比

モート

ル極致

6

4

l

l

+l+
l
l15
l

22 30 37 45 55

l

33l40

50160

l

75l90

(N)sDGE

(N)DGE

(N)EGE

(N)GGE

(N)lGE

l･′30

lノ20

l.′15

l/10

__】____-+___一_
l

見込

｢
⊆ -

産機種i

注文 機種
l

100

】50

l

120

180

鋳ヰ勿わ■く機種

+

】

し

共通事項 弓三三;≡票罠語琵琶ギ至芸謡た去わす｡

お州土柱さ三言;芸誌三宝イ干警≠:全霊芸深井乞｡諾驚喜三,た与よゾ了k器琵比55kW4P以上はF種)
第2ギヤ 出力軸軸受(M即

l
/

出力軸軸受(S側) /

.

注油口
/Mピニオン軸

出力軸軸受カバー/′

､＼､//

オイルシ_ノ+､≠よ

/

′′スリンガカバー

//′

/併三三…受(P側)℡
＼

出力軸＼､
l

+
用レ// l

受(R側

I

J.11】rFF[巨彗
l

川.1一戸jj
-------J

｢‾プ

＼.
モートルモートル糾

‾ケット(1り

ット(り

第2ピニオン

軸軸受カバー

第2ピニオン華

軸受(S側)

第 ピニオ

ケー･ グ

第1ギ ヤ

L
Gフ■

Gフうケ

(オイルゲージ+非油口あり)

第2ピニオン軸

軸受(M側)

(N)DGE22kWの例

図l 新形中容量ギヤモートルシリーズ晶の構造図

第1ピニオン

第2ギヤ油切り

トシング?白jF宗主竺警ンと別)
l

l l

カバー
ll

=

Plデi.■ト!.
l

I

l.. 1

オイルシール

l

------一第1ギヤ

第2ピニオン;

中間壁

匡]2 従来の鋳年勿わくギヤモートルの構造匡】

題瞥
諺

l

てT 図3 新形中容量ギ ヤモートル

シリーズ品
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小形汎用日立モートル(毒
新シリーズ

工作機1域や-一一般産業機1城の′ト形化,

高効率化に伴い,モートルの小形軽量

化,高性能化の要〕てが高まってきた｡

このような怖勢から将来とも比較的

表l 小形汎用日立モートル新シリーズ機種

板ハウジング採用)

安て右Lた量産が維持できる網枇フレー

ムを′ト形汎用⊥三相かご形モートルにj詫

間し,開放形は2.2kW以下をNTKシ

り-ズ,全閉外扇形は0.75kW以下を

形 式 略 称

ゎく蕃l
定 格 出 力 (kW)

2極l4極;6極

横

形

立

て

形

80

0.7510.75:EFOUP‾K

N,Kl9｡L

l

l.5l.5 D.75

l

(防滴保護形)

IOOL 2･2 2･2ll･5

l
l
l

0.4 0.41
TFO-K

l

LTK 7l

(全閉外扇形)

l

VEFO-K 90L l 】.5

(開 放 形)
lvNTK肌

2･2_____i･･57!0.40.41

VLTK

800･75lO･75lO･4

VTFO-K

(全閉外扇形)

轍響∧や

90

区II EFOUP-K (防

滴保護形)l.5kW4極

日立汎用モートル

匝12 TFO-K(全閉外

扇形) 0.4kW- 4極

日立汎用モートル

LTKシりMズとして.表=二示す樅

椰の新シリーズを完成した｡

このモートルは,ハウジングは鋼枇,

エンドブラケリトは鋳鉄で‡;方摘性,Ⅰ;ガ

席(じん)ノ性がすぐれており､さらに通

風効果,フレームの剛作を脚すなど,

f上左度_1二昇､振動および騒二拝も従来水準

と同等かまたはそれ以__l二にすぐれてい

る｡

また,自動巻線粍や自動加工機を駆

使して精度も良く､しーつそう#J一で高

品質のものである｡外観は区=および

図2に示すとおりである｡

1.標準.仕様

200V 50/60Hz E純絶縁連続這析

(1)寸法:JEMl180,JEMl189

(2)特性JIS C4210準拠

2.おもな特長

(1)小形軽量で取付けが容易である｡

開放形は通風方式を軸(ふく)流式,

全閉外扇形ほ放熱リブなしにLたので

モートル胴体径が′トさくなり,皐量も

約20%低音域した｡

またモ【トル脚部の取付ボルト用人

を長大にしたこともfナわせてモートル

の肺ナナ,取扱いが容易である｡

(2)品質,信束帥仁が高い｡

電気部分には同心巻巻線方式と新鋭

電工機下城の才采川で,いっそうイ言相性を

向上させた｡またハウジング加工でも

量産新鋭機を投入して耐久性に富み,

精度の良いものにしている｡

(3)振動･騒音がイ氏い｡

ロ〉タはダイナミック バランスがと

ってあり,機1減的不平衡による振動は

非常に少なく,軸受部および乍邑磁振動,

馬貴書に対しても高い工作精度と剛性を

考慮した設計などにより,フレームが

′ト形軽量化されたにもかかわらずイ氏く

してある｡

(4)i;ガ滴性,防摩仰が良い｡

従来のNKシり一ズ同様エンドブラ

ケットの通風穴は+F半面部にのみ設け

ているので冷却空気をロ及い込むとき,

水滴や摩竣(じんあい)の浸入が少ない｡〕

全閉形では端子栢取付座面を完全に

シールしているのでいっそう防塵性が

高くなっている｡

(‾口立聖堂作所 商品事業部)
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市

製品紹介

電磁クラッチ/ブレーキの応用製品

昆立製作所では乾式単板電石去クラッ

チ4機種(静摩擦トルク0.7～18kg･m二),

電磁ブレーキ7機桂(静†肇楕トルク

0.2～65kg･m)およぴクラ‥ノチブレーキ

モートル8機種(商品名日立CBパ1ソ

クモートル,0.2～7.5kW4P‾)を開発

製品化してきたが,このたびこれら製

品の応用製品としてクラッチブレーキ

ユニ‥ノト(商品名日立CBパック),ク

ラッチモートルおよび減速機付クラッ

チブレーキモートル(商品名日立CIヨ

パックギヤモートル)などを開発製品

化した｡

1.日立CBパック

日立CIiパい′クは′豆磁クラッチおよ

ぴブレーキをコンパクトに組ゐ込み一

休形としたもので､駆動側を常時回転

させておきクラッチとブレーキによ り

負荷を高額(ひん)度で始重刑亭止するこ

とを目的としている｡おもな持氏は.

表l 日立CBパックの標準イ士様

(1)簡単な札付

僻上靴軸と負荷軸をカップリングやプ

ーリで連結するだけで取り付けられ,

めんどうなクラッチやブレーキの心出

L作業が不要である.=.

(2)調整不要

クラ･ソナやブレーキの丁字擦面が†賛耗

しても自動的に調整する装置を備えて

おり,取付後の■[洞牽引ま不要である｡､

(3)緩急自由自在の始動惇+L

クラいノすやブレーキC7)励磁電J主を調

整するだけで負荷の始如停止を緩急自

由自在に行なうことができる｡

(4)高矧空の始動停止が可能

駆動側を常時回転きせておき,クラ

ッチとプレ】キを交二f主に励磁すること

により,従来負荷の始卓桝字止の楓度を

制封ノしていた駆動例の慣作を柿こり除く

ことができ,高栢J真の始動悼_1Lが可能

となる.｡

表1は標準仕様を,図1は外観を示

形 式
内 容 機 器 最大言争摩擦トルク的･nlJ.最大定格=肖 売 電 力(W) 適用モートル

■‾ぅぅッチlフレニ‾妄
l

クラッチ;ブレーキ l電圧(∨)lクラッチ:ブレーキ
(参考)

CBP■一D】

CBP2-DI

CBP5-Dl

CBP15-Dl

CSSl-DコIMNl-SDこ;0･7
･･2

lD?24;二三
7 0.4k＼〟4Pまで

l

css｡一D2JMN｡-SD∴ 2.Z 2.5 8 ト5kW4Pまで
CSS｡-D】!MN5-Sロ,

csst5-D.lMN【5-S｡.,

l

.;l.;;;≡;

20:3-7kW4Pまで
l

25 7.5kW4Pまで

図l 日立CB/(ック

義逮 ∴粁

簡
ホ ′‥

徹

h礎‰ 図2 クラッチモ

ートル

すものである｡

2.クラッチモートル

本クラッチモートルは,芯磁クラー･ノ

チをモ】トルにオーバハングして一休

形としたもので,駆動系を切り梓えて

運転する機構,たとえば高速モートル

によるJf一送りと,ギヤモートルによる

低速精密送りを行なう2段高速機怖に

用いられる｡モ【トル▲LjけJか1.5､5.5

kW4Pのものを製ポ∫化した.｡不クラリ

ナモートル･プ)ケト観は図2に示すとおり

である｡.

さらに負荷を急件_けこしたり,停【【二し

た位置がずれないように保持する必要

がある場fナには.このクラ‥ノチモート

ルの負荷袖にiE磁ブレーキをす【バハ

ン グLて一体とすることができる｡図

3はその外組を示すものである｡

3.日立CBパックギヤモートル

クラLソ子､プレ爪キijよぴモートルを

一付こにした臼‾iフニCBパ､･.′クモr-トルは,

;払子デー化1-1水好,汗をr卑しているが,二の

黎望占‾i-∫はこ11力車由に減速機を向7統Iノて†小一‾‾H

される域fトが多い仁､二れに吋I芯Lて臼

,立CBパ･ソクモートルにギヤボックスを
組み込みコンパクトな 一一休形とLたiJ

立CBパ･ソクギヤモーートルを王制発生望【1‾■■】

化Lたこ.外観は図4にホすとオブi)であ

る｡ (‖､■′二･■シr川三■JIJ払1.■.小一1ゝ∴■i‾lニ′;

図3 クラッチブレーキモートル

濁瀧嘗l､甲
〆

㌫;ごこ

ぎ

図4 日立CBパックギヤモートル
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石川島播磨重工業株式会社納め

パイプそう入装置付自走運搬車

LトンニJ出∩三I叶でJユニのはど,船′よ呈(､かく)

プロ･･′クへグ)パイプ‥そう人n三‾装およひ'

川村ト;;-●l:描かノJぎー装__1二域への人【1t≠土主†↓

ハイフを辿搬する20t枇=jい雀掬呈巾を

1こ†ノ丈L､了｢=け～1招柑さi托+二業休∫(会什れ

ハ‾ノキミj左肘巾知多工場へ納人Lた｡

1く車i榔ま1‾じ】内外に例のない恰形クレ

ーーンを装斗ユLた連搬中であり,j左肘巾

l勺でブロックぎ其の節力化のにない一千

と†Jて,パイプそう入門三業などを址少

の作業員にて安全,止確,かつスピー

ディに遂行しうることが其附､1三きれる′二.

図1ほその外観を,図2は走行性能曲

線を示すものである亡.以‾F簡単におも

な三持上主を訂う介する｡

1.おもな特長

(1)クレ【ン一犯力は中正7,000kg,良

さ約22mの上之尺大U号室パイプを荷子貨可

了詣であり,自力で船i投プロ･ノク大内に

そう入するものと Lているり

(2)クレーンメインガrタに5t石墨の

ノ.に上的ホイストを前後2子了自己置し,共づ

りに.よるバ■イフ‾グ)_卜げ作ろし.前後此

を一i_立ド】榊去【主∩三で了テなうもシりと している.-.

(3)船一㍊ブロック八への心で㌻せ用とL

て,メ インかwタはよ柱にく L刺しこ状

態でスライド叶能に偶成し,メインカJ

一夕の左手丁‡的は前後支柱に設置Lた油

卜仁シリ ンダで単独または同咋にシフト

推作三LうるものとLてある｡

田

響

+
仇
代

臓晩

rザ
璃

γご

亀=箋一報感Z…
さ

J～

鼠媚縦覧蕊
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(4)船殻ブロックン∵へパイプをそう人す

る･場ナナは,プロ･ノウ人側に設けたガイ

ドローラにパイプ先端を頂け,他端を

つったホイ ストを前進させてそう人す

るものと している｡

(5)車両の前後軸_卜にメインガ､-タ支

持用の片持ち}じ支柱を設け,他クレー

ンによるパイプグ〕車上栢込みまたは荷

降ろしに使ならしめている｡

(6)申l止=まアンダ【キャブ式を才采用L

て土主尺パイプの桔L蚊を他ならLめ,そ

の拉ノく桜職量は20t枯を許L､また駆

動用エンジン,油圧機器などはユニッ

ト化して保守一キ検を容易にしている｡

(7)クレーン部分については,クレー

ン等安全規則,クレーン構造規格を満

足するものである｡

2.仕様および概要

(1)クレ【ン

クレーン形式:日立HC-10形

ホイスト形式:THALトMW8AW形

(ローベット､クランプ付)

ホイスト定格荷重:5tX2

ホイスト指柑:5,296mIロ

ンフト量:±450mm

巻上げ速度:7.5m/min(8kW)

走行速度:10m/min(1.1kW)

シフト速度:伸び3m/min

縮み4m/min

ホイスト登坂能力:1J空43分

=…U

′くつ

注

(
切
三
ば
軽
七
鵬
b
¶
竹
ヤ
尺
苗
良

〆′

▲" :

f

喝′ し

て準鮎

操作方式:才一Pしボタン式

電i原(地上電i煩):220V三相

パイプ径:150～850m皿,長さ12～22m

でパイプの単垂7t までのそう入作業

を行なうもので,支柱間で10t,オー

バハング点で各5t の巻上げ荷重とL

ている｡なおクレーンの安全装置とし

て,過巻き防止装置,過負荷防止装置,

また手動操作用のアウトリガーを設け

ている｡

(2)車両

全 長

仝 高

全 幅

荷子i高さ

16,000mm

7,200mm

3,490mⅡ1

2,155mm

車両重量:約24,000kg

穀大積載量:20,000kg

走行速度:積車6km/h,空車10km/b

エンジン:日産ディーゼルND604形

103PS/2,000rpm

タイヤ(ID)14.00-24-20PR

パワーステアリング付の操舵(だ)装

置,トランスミ ッション,プラネタリ

ギヤドライブにしたi成連装置,後軸に

設置したエアプレーキといずれも信東京

性の高い部品構成とし,また高重心を

カバーするためにも細心の配唐が払わ

れている｡

(L]立製作所 機電事業本部)
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避 誓
横車13%時

條
碩幸†0%

2†1d

芸(6km･･h)
速

度

稽華5%

3｢〔】

3｢〔i
樺車3%

m
(U

積車0%
空車0%

盲
n
+
)
点
心
回
髪
型

.〇〇〇

〇〇〇

2

10 15 20

車 速 (km′ll)

機関
最高 出力 103PSX2′000rpm 変速比

最大トルク 4k只×l.400rpm lst 7.525

自 重 Z4′000kg 2nd 4.505

総 重 量 44′000kg 3rd 2.669

ころがり抵抗係数 0.O15 4th l.62丁

横 磯 効 率 0,85 Rev 7.9了l

ダイヤ有効半径 6】9mnl 終速比 17.77

図2 パイプそう入装置付自走運搬車の走行性能曲線
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48年度日立冷凍庫シリーズ

iて}i如良一■｢7Ⅰはその他利きをかわれてみ

′家虹に急辿に汁及Lてきて才一jリ,ニれ

に丈小心Lて横内iんし性が一15凸c以下の;行

端嘩の1需要い【Pぴ,かつ人形化Lつつ

ある｡.

L!.､㌧生望作I叶が昭和45丁卜性に他社に光

がけて発売Lた有効内谷村を150/､サr

モレーダ全自動の兢iなL了介械埠は,i.-.ミ

度調節､箱とり操作が不安で,Lかも

冶i水圧品を上主時l;与J付さ作できるため好.二汁

を‾仲Lてきた.｡

48年比は,従来の上力製■トムであるイf

効内谷枯50g のステップアップをねノブ

った95J､120上の謀占なしJじf汁椀輝を新

たに閑雅Lて直冷式3梓帥仁,1前ち､Lコー℃

3恍仲,計6機椛をそろえ,允工夫Lた

日_占二;†㌻凍嘩シり一ズを確_七Lた〔.

表1はおもな什様を,また,図1,2

は代去的な95′ク)ぷなLご令袖嘩RF-112

形のケト観および内観をホすもグ‾)である.､

おもな特長

(1)茄なLスー,パーーフり【サー

砧付きのJ引/こJである全域;て‡J榊ノ丈を坪

内から追放L､嘩｢勺に.乙貨吊Lたフ丁ン

でi付与もを循土器させることにより;糾三‖す

るノブ式で､坤】ノっには全くちゴ占が付かず強

い持去t‾リブを発揮する｡茄とりをする必

安がないのでアイスクリ一--ムや冷棟良

品のiてナ凍保存が訂iとりで中断されるこ

とがなく,〈上主糊l別〉恍存できる.丁.圭7∴

冷i水食品などにも1さl‾iが付かないから,

良品の包巻き紙が一束りついて†渡れたり良

品どう しがく一ノついたりする不仙さが

ない(RF-112,RF-149,RF--167)｡

(2)サーーモレーダ仝l-1-Ⅰ刺

J卓内背面に収l=ナけられたサーモレ

ーーダがフリーザーi比度を直才美感知Lて

[[縮悦とフ了ンの逆転を制御する｡=,L

たがって,季節,昼夜を問わず1年lい

ノ】タッチでノ車内を一18t】c以下の什もf.l..1.

度に保つことができる.っ また,冷棟氏

11≠Ⅰを自助If小二,スピrディに冷却する

(RF-112,RF-149,RF--･167)｡､

(3)描輯 形

断熱効果の大きい発泡(ぼう)ポりウ

レタンフォームを才采用Lたため,丁字さ

が従来の%の薄さで,同じ据付面柿で

も坪内がJムく仕える..っ

(4) トソプテⅦブル

熱に強い木目柁様の美Lい･テナ成1封脂

地織劃抑上;皇望で.珊順一ノたやか/くしを化せ

ても跡がつか乙▲い ナノよつと Lプしサー

ビステーブルと し_て仲川て-き,他州て

ある(RF--30Eをド1こく1

(5)仰いやすい.｢土.汁

じLヒ うふて､,きび■なしイ丁成付川行:出l勺

打i,fT㌻′ニtを逃がきないマグイ､･ソト′ヾ･ソキ

…脚

図】 RF-112形冷凍庫(外観)

ンウ‾卜丁,企ん】.の叶川与しがノ㍉【jノ1･七′しフグ

ーー/パフ､ケ･り卜(RF-112.RF-149),

fてん】-†1さ/ハニ†き･と刷ち叫りノ､Jバスケ･･′E(RF-

112,RF-149､RF-167),允んl■かご事#ナノ

にくいLノj一:什壬.i‡.汁のたち･舶(1∴30Eを

【;1ミくトニービ,放ノJのけ上ミを仙ノLてし▲る･

(lト■′二rゝ川三叫ちこJノ)tノlしこ化■jり二f;‾lニ■･

図2 RF-112形ノ令凍庫(内観)

表1 48年度日立ノ令凍庫の右もな仕様

l
l

機 種 名IRF‾30E

r

Rト67E:RF-102jRトI12
l

R｢一149 RF-167

有効内容積(り;30l50
■

94!95i･20
150

l l

!高さ
500 820

l ■′030;■′ODOl=Z5
■

■′2■5

外ノ去寸法!
l

455

(nlnl)

帽 500

奥行.:565

l

5DO 525 525 545

l

l

j
505 575 L__≡70;570丁595

′令
却 式!

_⊥

直
ノ令

温 度 調 節l ダ イ ヤ ル 調 節

ト ッ プ テ ー プ ル

電動機消費電力 (W)l

形 式 認 可 番 号.苛79ト5664

付
1

付

8l′′′81

32

､帯9ト19‡】

140･′150

49

､苛9卜1912

√‾市

な‾利l

サ ー モ レ ー ダ 全 自 動

寸

120′130

48

苛79卜3981

丁-･-･}‾T

付 l 付

120ノ130

51

､＼訂9ト398】

170170

59

亨■′9l-3981

9:i
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日立ルームエアコン,大形セパレート

低騒音室外ユニット
最近のルームエアコン,特にセパレ

ート形ルームエアコンの著しい伸びに

伴い室内の快適冷房ならびに室外側騒

音の近隣に対する配慮から室内ユニッ

トおよび室外ユニットの低騒音化が強

く要望されている｡

日立製作所ではこの要望にこたえ,

すでに室内ユニットでは前方1mでわ

ずか38ホンという｢静冷回路+を実現

し,昨年,家庭用主力の冷房能力2,200

kcal/hクラス以下の小形室外ユニットに

上牧気冷却方式を採用して低騒音化を行

ない好評を得ている｡

今回開発した大形セパレート低騒音

室外ユニットは,小形室外ユニットと

相似的に設計を行なって大幅な騒音低

減を図ったものであり,これで1,800

責
七､驚

区= RAC-35=∋大形セパレート低等量書

室外ユニットの外観

表l 大形セパレート低騒書室外ユニット仕様

kcal/bクラスよリ 4,500kcal/hクラス

までのすべてのセパレート形室外ユニ

ットの低‥賢弟音化シリーズをン己成Lた｡

l.仕様および外観

図1は大形セパレ【ト似こ騒音去外ユ

ニットの外観を,表1はその仕様を示

したものである｡

2.構 造

図2は内部構造を示したものである｡

(1)吐出冷却方式を採用していた従来

の室外ユニットでは,送風機より送り

出されたうず状の凪が凝縮器のフィン

に斜めにあたり,そこで騒音を発生し

ていた｡

昨年から小形室外ユニットで採用し

圧縮機 キャビネットJ穎絹器

サイレンサ

防書カバー

フロベラファン

/

/ヾ-ス

区12 大形セパレート低騒音室夕十ユニッ

ト構造図

(50′′ノ60Hz)

形 式 RAC-351B RAC-351T RAC-451T RAC-451TV

外う去寸法

(mm)

高 さ 515 515

900

330

幅 810

奥 行 330

冷 房 能 力 (kca卜/h) 3′150√′′3′550 4′000ノ/4.500 2′000./2′240×2

ノ令凍装置

圧 縮 機 全 密 閉 形

電 動 機 単相200Vt′100W 三相200Vl′100W 三相200Vt.500W 三相200Vl,500W

熱 交 換 器 フィン付パイプ形(2個)

ノ令 媒 R-22

過負荷保護装置 自 動 復 帰 形

送風装置
電 動 機

単相200V 25W 単相】00V 25W 単相100V 30W 単相200V 30W

コンデンサモートル コンデンサモートル コンデンサモートル

フアン

コンデンサモートル

フ ア ン フ ロ ーく

電気特性

電)充

(A)

圧縮機

送風機
9.0/9.8

5.0//5,5 6.0/6,3 l6.｡/7,2
0.70/0.了了 0_91/′0.92

入力

(W)

圧相磯

送風ヰ幾
l,660/l′945

l′595/l′875 l′870′/2′180
2′050/2.360

65/70 85./92

力 率(%) 92/99 92/98.5 90./100 93/95

風 量 変 換 強弱2段手動切換 強弱2段自動切換

製 品 重 量(kg) 53 57 60

組合せ

室内ユニット

棚〈たな)置形 RAS-355B RAS-355 RAS-225V

床 置 形 RAS-355F RAS-355F RAS-455F RAS-225F

ン主:RAC-4引TVは室内ユニットを2台接詩誌Lて,2室同時′令房を行なう｡

RAS1225Vは壁掛け形としても使用できる｡
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たL吸乞t冷却方式は,図2に示すように

凝縮器を上血と背面にL形状に配置し

て,その前曲に設けた送風機により空

気をロ及い込む構造となっている｡この

ようにロ及込み方式にしたことにより,

凝縮器のフィ ンの問を通過する空気は

うず′状にはならなくなったので,空与も

がフィ ンにあたるときに発生する騒音

はきわめて小さいものになった｡

(2)また,本ユニットは圧縮機の吐出

し側に外部サイ レンサを耳丈り付けて,

冷媒の吐出し普をi成衰させ,さらに運

転音をしゃ断するために圧縮機の周岡

を防音材とキャビネットでしゃへいす

る二重しゃへい構造を持｢てし､る｡

3.特 長

(1)低 騒 音

室外ユニットより1m離れた所で強

風運転時は53ホン,弱風運転時は49ホ

ンという低騒斉運転が可能である｡さ

らに室外ユニットより 3m離れたとこ

ろでほそれより6～8ホン低い運転音

となる｡

(2)薄形軽量ユニット

空気の吐出し方向の奥行寸法を 330

nmという超薄形にしたので,狭い場所

でも容易に据え付けることができる｡

また,取扱いが容易にできるようRAC

-351T形で53kg(RAC-451T形は57kg)

と車重量である｡

(3)本低騒音案外ユニットはキャビネ

ットをはずさずに配管接続および電気

結線ができる｡

配管継手をキャビネットの外に設置

しているので,キャビネットをはずさ

ずに配管の接続ができる｡また電気結

線のためのケーブルの接続は電気品カ

バーのビスを1本はずすだけでできる｡

なお,端子台は45度傾斜させて取り付

けてあるのでケーブルの接続が容易に

できる｡

(5)日よけ屋根兼冬季保護カバー付

室外ユニットは直射日光を受ける屋

外に据え付けられることが多いので冷

房能:力の低下を防ぐために専用の日よ

け屋根を付属してある｡また,この日

よけ屋根は取りはずしが簡単にでき,

シーズンオフには製品保護カバーとし

てもイ吏用できるようになっている｡

(日立製作所 家庭電化事業部)




