
日立ニュース

最新技術を駆使した3車重構造500,000kWタービンを完成‥

新形トンネルエ事電源用日立変圧器を開発‥

中華人民共和国から高圧ポリエチレンプラントを一括受注‥

新しい可変速モータを名古屋市水道局に納入‥

サイリスタレオナード制御装置"HILECTOL”モデルチェンジシリーズを完成=

全固体電子化帯域圧縮装置付 日立高速ファクシミリを開発=

全自動溶接ラインを完成‥

日立カセット ピクチャー レコーディングシステム開発‥

電話配線の省力化に貢献する床下配管内配線用ケーブルの開発に成功‥

高耐熱性無溶剤ワニス｢10レジン+の開発に成功‥
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最新技術を駆使した3車室構造

500,000kWタービンを完成

日立製作所では,かねて中部竜力株

式会社佃名古生発電所納めとして′受注

し,鋭意製作中であった500,000kWタ

ービンをこのほどユニ場完成した｡二の

タービンは,3申∃三形では先に完成し

た中l王】電力株式台祇玉島発電所3号械

と舵ぶ,わが匡1の記鎚品である(匡=)(｡

本職は,日立グ)鹿島1号機,柿崎4号

機など日立が過去に‾彗豊作Lた大谷岩火

力発電タⅥビンの実糸占と技術が高く仁子

椒され,′受注製作していたものである｡

1.おもな仕様

形式:タンデムコンパウンド3中1i

4流排気形

｢f-1力:500,000kW

主蒸気J.t力:246atg

七蒸気および再熱蒸気f吉JLJ空:538日c

lロ1転速度:3,600rpm

2.おもな今寺長

(1)タンデム3単三ミ純追を探聞L,大

存妄言二機にもかかわらず,コンパクト化

したく,

(2)中J上の1,2､5f貨には,逆クり

スマス､ソり椚形ダブテールを才采用し,

ロー1一夕強度を舐めた｡

(3)プ泣終段には,回転数3,600Tpm と

しては二泣虫の33.5inの良輿を採用†ノ,

熟効ヰくの｢ム+_卜_を図った｡

(4)周波数変動範凶を,58.5-60.5Hz

と した､つ

(5)岳【P吐部の主軸受には,ダブル

テル子ング パッド形軸′妾を採j一暮･jした｡

(6)紙上J一滴;の主軸′受には,ジャlソキン

グ オイルポンプを1放り付け,ターニン

グ逆転をスムmズーにした｡

(7)ガバニング方式には,コンバイン

ド ゲバニング‾方式を′抹f指するなど各所

に最新の技術を駆使L,高仁束別件のタ

ービンと Lたぐ､
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匡Il 工場完成Lた

3車室構造

500′000kWタービン

新形トンネル工事電源用

日立変圧器を開発

滋近のトンネル工事には近イモ設備に

よる新しい工法が抑々取り入れられて

し､るが,日_立二製作所ではこのほど､埜

電設備においても新しい形の安全かつ

似いやすい,コンパクトな餐†土器を槻

発した(図2)｡

1.おもな仕様

1ヾ変圧詩誌のおもな仕様は,字i呈辻100

～200kVA,二木‖,50Hzまたは60Hz,

屯J上6kV以下である｡

2,おもな特長

(1J変日工器本体が漑圭寸形ケーースであり,

高J土および低仁仁糊閉器弓ミが変J-1三器本体

と一一体化されているため,安全かつコ

ンパクトな桃j左である｡

(2)-一一次側に由トt三気[†一員荷開閉器およ

び限流ヒューズ､二次側に漏電引はず

L装置什FFBが内蔵されているため,

変上土器本体の二車占如寺および二次側担+路

の漏一正峠,無互絡峠などには,lし丁川各グ)L

や断が白瓜川(Jに行左･われる｡

中葦人民共和国から高圧ポリエ

チレンプラントを一括受注

昭和47年8月,中華人出共和匝け支術

進一]総公司より本プラントの引介を受

け,_∴糞油化株式会社と日立製作所と

協同で入札に仁しじ,2回にわたる技術

交流の結果,昭和48年7f-j正式′受注と

なった｡

本7でラントは日立が三菱油化株式会

社凹日市事業所および鹿島‾1終業所にす

でに納入摘みの高圧ポリエチレンプラ

ントと同一---プロセスによるもので,で卜

図2 新形トンネル工事電源用日立変圧･器

103

◇
妄買主;ノ竜



日立ニュース 日立評論 VOL.55 No,l11176

庄60,000tの規模のものである｡

今L巨∫Jの′受注範阿は,墳料エチレン′受

入れから圧縮,香合,仕上げ,日動包

装に至る70ロセスの生産設備一一J℃と付

常設仙･･JEで,土建工事,肘什工事を

除く本プラントに必要なすべての設備

を網羅(ら)Lている｡

新しい可変速モータを

名古屋市水道局に納入

日二､土製作所ではこのはど,国内同業

他社に光がけて新しい可変辿駆動シス

テムと Lてアシンク･サイリスタモー

タ(サイクロ コンバー【タ利子卸によるか

ごJ仔∴州誘導電動機)を完成L,3千丁

を名‾-1▲媒市水道ノ占に納入Lた(図3)｡

イニモ【タは,同水道Jdの_L水道配水

甥‖二おけるポンプ駆動用としてその威

力を発祥する｡すなわち,効率の高い

ポンプ速度制御方式とLて多数の実謹告

を有するF`iil_lLセルビウス制御‾方式と同

様の高利ヰのシステムであり,かつさ

らにメインテナンスフリー化を進めた

ものである｡また騒音公二ii子にも特に配

促し,62dBという起伏騒一存の好結果を

イ1圭ているほか,ブラシレスとし,スリッ

プリングが不要なかご形∴不‖誘導電動

機を鞘いており,省力,告エネルギーー一

時代に適合した画期的なものである｡

1.おもな仕様

形式:全閉内;令却形特殊かご形別転

j′･ノ〔(サイグロコンバータプ了式)

出力:160kW

ノi宜†-L:290～420V

担j転数:300～1,725./1,780rpm

2.おもな特長

(1)かご形一二村誘j藷′荘重蛸覧を他州Lて

いるため,1こ仝プレシレスはもとより,

仙車よ千側は保′､)二点検､収拙いがきわめ

て谷易である｡

(2)軸に励磁機および分配才芸の取†小ナ

が不安なため,信頼度が高い｡

(3)主回路はサイクロ コンバ【夕方式

を採用L,かつ制御回路はIC化して

いるので高信頼性を有する｡

(4)広範尚の速度変動か容易に行なえ

る｡

(5)瞬時停電の場合でも,子女電ととも

に直ちにもとの運転に子廷喘できる｡

(6)断水を許されない配水ポンプ用の

ため,電動機巻線を二重巻線とし,カ

ー制御上の故障が発生しても通常の誘

妻㌢妄動機として向用電源でも運転可能

と してし､る｡
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図3 新方式駆動システムアシンク･サイリスタモータ
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図4 サイリスタレオナード制御装置`1HILECTOR''

サイリスタレオナード制御装置

"HルECTOL”モデルチェンジ

シリーネを完成

日_立製作所が開発したサイリ スタレ

オナード制御装置いHILECTOL‥ は,

J出道以来すでに 250面以上の約人実績

を持つが,さらに市場競争力を強化す

べく,モデルチェンジによる再標準化

を推進している｡このたび試作装置に

おける厳格な性能試験,特殊試J験を完

了して,日イこ鋼管株式会社福山製鉄所

向け第3分塊圧延設備用を皮切りに,

モデルチェンジシリーズの量産を開始

した(図4)｡

モデルチェンジは,既納人装置の詳

細な様(か)動実績調査に基づき,徹底

Lた回路合理化を推進Lて使用部品数

の縮i域をI対るとともに,顧客からの保

守上,操作_Lの要望点を考慮L,回路

/
r轟サ
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および実装構造の簡略化,調整のワン

ポイント化,標準ユニットによるビル

ディ ングブロック化に主目艮をおいたも

のである｡

1.おもな特長

(1)標準シリーズの充実により,各用

途に最適な機種達完三が可能である｡

(2)凶路および実巷引溝造の簡略化を図

り,工場内組立および現地での調整期

間の行線iを図った｡

(3)400A中形エレメントを採用し,･-･

血あたりの容量を大幅に上げ,盤面数

の低i成を■吋能とした｡

(4)補助リレーのプラグイン化,冷却

フアンのユニット化および外部引出し

端子部のスペース拡大により,保守点

検の向_上を図った｡

(5)盤内部をユニット枯成とし,構造

の簡略化をⅠ到ったため,保勺ン性,操作

性が向上した｡
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全固体電子化i帯域圧縮装置付

日立高速ファクシミリを開発

日立告望作所ではこのたび,L由緒およ

び主走f亡吾i;のすべてを固体電子化する

とといこ,′訂城上土縮により人帖な仁ミ送

時間の短縮を実現する■■曽j速フ丁クシミ

りを】ii+発した(区15).)

ファクシミ】Jは手書きのままの‾史書

や仁票,同和などの情報を遠隔地に送

れるという人きな特長を持つところか

/ブ,今後の需要増が期待される｡

LかL現れ,実用化されているフー.｢

クシミリほ機イ城的番わ作を三iミ付ことrノてい

るため,普通の電話線でr∠二送する場介,

r∠ミ送迎度が一握い,化勺:に手数がかかる

などの雉点があった亡ノ

これに対Lて今上州;胡発した高速ファ

クシミリ技術は,上■と川由,公役調,制御

などの凶i格はもちろん,従来困難であ

った主起点部も固体電十起二で亡化し,ニ

グ)高速走す亡機能を生かして効刀川勺な帯

域†寸描昌を可能にしたものである｡二れ

により′ト形で†三相性が高く,かつfJこ1:

の手数がかからない高速フ7クシミリ

を実現することができた｡

｢キ=本電丁走イたは,送イ言慨に自Jナヒナた

形の光電変換素十を用い,また′受イ三部

にもICを採用し各記録ピンヘの仁号

り+換えを行なうことによりづミ視できた｡

また,帯域圧縮装置は,ファクシ ミリ

イ言号の白または黒どちらかの仁‾手写一が続

いている場′子ナ,2進符号で衣わすとよ

I川音i単な仁さ号として取り拭えることを

利川したもので,【司体電子起二在との組

みfナわせでメモリが簡略化され,小形

亀

嘲■嘩璧墓

のも(乃にまとめられた｡

なお,本装置は上る10j‾J23円から27

l--ほで東京｡北の丸公桓lグ‾けl･ヤニ技術館

で開催された い731-h工ほ術な去_■に出粧

された｡

1.おもな特長

(1)帯地J]一三縮尊王i呈=二より,大帖な高速

化が達成できる｡

(2)叶密航送り方Jじに上り,茄城圧縮

装置のメモリを別i域Lたため共石が簡

略化できる｡

(3)送′壬イこiともに仝l_瑚イ本道‾ゲた化したた

め,モ川夕による回転走ナ亡に比較Lて

起‾ノ｢亡j封空がはるかに高く,走_′似射空を

白11け二設ぇ三できる｡､また､怖判川勺な動

作吉じ分か‾イく安とち･り,†てJ柑呟が-1二占く恍

笥二に手数がかからない｡.

(4)1竜一‾トピーム走すたに比較Lて,ビー

ムのイ砧向,一触束などl封+三Jプ+j臼卜]川各か全

く不安で,装置を小形,解読化するこ

とができる〔)

2.おもな仕様

原稿サイズ:JIS B6川川F.り28mm,

一上毒さム`向はTjilj限なし,帖プJ向も拡人吋

能), 走て㌧プ+▲式

ォト ダイオrド

電丁化-‾l-L∠耐起_′虹

イラスノ.に十走ニー結,

主引.享保は白己走‾作フ

ァレ イを用し-たト1i川こ

′乏イ‾.さ軽宅はマルチスタ

言亡細石∫じ:放言邑記鎚

プノ式(称葺こ記あモも可)､紙i去り方J〔:パ

ルス モ【タによる可変紙送り,走木組

壊さ度:51-こ/mm,同期方式:特殊杓二号

による1ラインごとの†ムぅー引百j則,イ弓1二城

圧縮方式:ランレングス符号化吋二変走

三在ノブ式,レミュ去日射モー+:牧柑=二含まメ･‾しる帖

祖宗に応じて変化するか,′.‾にF講帯域で

20～60秒

;済晦
L

図5 全固体電子化帯域圧縮装置付日立高速ファクシミリ

全自動i容接ラインを完成

11､ンニ;生川三J叶では二〆)卜iと＼枕盲了■i?けこく)

機の内装河;.1■-+か⊥､j外側(7)ケーー｢スにうミる

圭でJ)f存才な〃三業をう1二1†r三l刺化し/二｢1モ

｢′+止り桁接ライン+をノノこ成,そノ)り三川節

1り一機かノノミ別にはしトつたr区16).

ヰこ設愉は3壬iのプレスと‾l‾lfl二結L,_∴

つのステーショ ンから成る音字妄才安部(ス

ト レートガン1,イコラインングォン

2),J丈転部2仰=叶,8部ふ】■の1一三t刺状約

部お.よび披1容積物の緒衣川設j去機仙を15

mのラインとLて圭とめた仝‡'=的i糾衣

装置である‥

‾本ラインの完成により沈i榊筏に必安

な57点の溶接がすべて山動桁接され,

その作業スピードはわずか13秒という

1月｢ノ拍ム畠の溶接能力がある:_､

1.おもな特長

(1)プレス後の成形から部一l‾占の白刺供

給および位置ブ央め溶棲まで,読三う‡無人

の?容接ラインである｡

(2)Hlンニが独自に開発Lた新技術をj■采

川L,溶接訂】宮守の監視装置をiお才妾ライ

ンの各部に設置Lたほか,脊汀■‡,仏土＼1=

を十分今般した仏道となってし▲る(持前二

出願8什)､-.

2.溶接部の仕様

＼＼､ステー
ストレートカン イコラインングガン

仕様
Jヨン

=ステーション) (2ステーション)

最 大 入 力 約480kVAy】 約480kVAX2

ト ラ ン ス 90kVAX4 90kVAX7

ガン本数

最大溶1妻電流

14本 8本

約8′000A■点 糸勺30′000A′′カン

最大加圧力 170kgノ′本 450k呂′本

三､､､牽独

ヒ′ご′

岩蒜岩己=ごr-

うごさ滋′蔓:′

‾==亡■■■′′Jこ:′イ

妻′､済艶

肇9′､叫､き
㌣T

聖濾Y

穣
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図6 全自動ラ容手妾ライン
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日立カセット ピクチャー

レコーディング システム開発

R‾､7二磐川:所ではこのほど,安価な蝶

体でLかもこむ二換乍巨の確′夫なビデオ パ･ノ

ケmジ システムを臼的とする新システ

ムとして,古声カセットテープにカラ

ーの称_1L二画條と-Fl二声を吉亡紬Lテレビに

1ヰ生できる日立カセット ピクチャ【 レ

コ【ディング システム(略称,CPRSJ

を開発した(特許25件出願中)(コ

なお,‾1くシステムは,+こる10ノーJ23【一丁

から27F･--ほで東京･北の丸亡こ障jグ)什羊

技附貼で捌かれた｢'73日山支附賦+に

山去′j七て夫指‡きれた(図7′)｡

4こシステムは,スライトフィルム,

オペ-ク カードあるいはカラーテレビ

カメラでとらえた伸止映イ像を1二ま12

～18秒で鮎帥t_j付生でき,亡`与二声はステレ

オ鎚汀･ilJ二Jl一三ができるく〕

おもな一口川各イ満成としては,映像人出

ノJ柑帖Ij力路,映イ象ナL_さ号変換[叶路,.･1ミニ声

入山力稚川F.i凶路があり,臼央條仁i号坐挽

回路は高速から低速への変換と,什い重

から岳速への変換の21d路に分かれて

いる｡高退から低速への映イ象イま-;号一変操

刷足糾ま,は帯域の映像†1i号を一片声帯城

に変捜し,音声カセット テープに記鎚

十るノ 王た付し速かノ〕-･1i咄へニ7ノ盤根川路

｢土,.=-1子;1袖丈プ川火低いリーキ.ミ′た-ち叶(り､

Jユニ帯地の映條イ言号に変授Lテレビジョ

ン†i‡号とする回路である1

仙ノーH‾方法のシステム構成とLては大

りりLてパッケージ システムと約玖収蝕

システムのことおりがある.⊃

1.システム構成

(1)バッケ【ジ システム

スライド フイルム,オペ-ク カ椚

ドはカラー フライング スポット スキ

ャナ装;こ一■たで,皇たっ三物をl言比丘する描†ナ

図了 日立カセット ピクチャー

レコーテ'ィングシステム

"CRR-1000”(録画再生機)
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ご士,テ レビ カ/ラでマス タ レ コーーダ

に∴二i!Fヒヒい二+旭丘する二.二れを7､リ

ンク=に.上 り ヒクチャー カセ･ソトノ1

抄出を打ち-いト州､■J=J機でテレビに

11一川二′享‾るシステムてしfノる_.

(2)簡城収錨システム

フィーールド順次式単管カラー カメラ

が内蔵されたカラー ビューア ヘッド

を用い,披ち二休とLては35mmカラー

スライドとA4(21.OcmX28.Ocm)グ)大

ききの絵,丁′メ女などを仙川することに

より,ソフトの自作ができる(･般カ

ラー カメラも他月ヨ可能)｡Lかむ安価

な素材の利用により,†氏佃件のソフト

も‾叶能となり,かつ古付きl恥L酎馴吉

報♂)高い心羊削勺視聴′覚効架により､テ

レビを辿じて学校数台,趣味,教主宅と

いった托々の利用が期待できる｡

電話配線の省力化に貢献する

床下配管内配線用ケーブルの

開発に成功

従来,ビル内の事務所などにおし､て,

電話の開通または緒転の域′ナにおける

配線工事は,おもに配管内に電話用妊

内線を引き込んで行なわれていた｡

しかLこれらのサービス,オーダー

_‾1二二事は年々増加の傾向にあり,_‾1二事の
合理化および省力化が強く望まれてい

たし これには,電話機が設置される室

内のノ木‾卜配管内にあらかじめケーブル

を布設しておくことが必要であるが,

従来構造のケーブルでは,ビル什事務

所などのr末而に設置されている狭いフ

ロアボックスから必要なケーブル心根

を引き出すことは不可▲能であった｡

この間越を解決するために,臼_‾i工電

線株式会社ではこのほど,日本電イ言電

話公社の指導を得て,ケーブルのr‾｢意

の個所から必要とする心線を自由に取

り出すことができるよう簡単にはぎ取

れるシース構造をもち,Lかも心根に

約25%の折込み余長をもたせた床下配

管内配線用ケーブルを開発L,実開化

に成功Lた(図8)｡

本ケーブルは,｢フロアケーブ′レ+と

呼ばれ,今後,電話配線エー‾三jiの缶‡里化

および省力化の一発をになうものとし

て期待される製品である｡

高耐熱性無溶剤ワニス

｢10レジン+の開発に成功

日立製作所ではこのほど､殻高2250c

で使用できる高耐熱性無溶剤ワニス,

＼

≠

∵母
.軋

､※泊＼

や
唱
＼
～
･ ヂふ㌔ダ

メナ

ノー ㌔
〆

_∨.

図8 床下配管内配線用ケーブル

｢フロアケーブル+

｢IOレジン+の開発に成功した｡これは

各棟電気機著㌫ 一定了一部品の含浸,注型

用無溶剤ワニスで,硬化後はすぐれた高

子止強度,耐熱性を有している｡ニの高耐

熱無音存剤ワニスは,去る10月23日から

27日まで東京･北の丸弓斗学技術館で開

かれた｢'73日立技術巌+に出展された｡

,i江叶一,′【に1工機一汁:‡ノ)小形･【牡:Ⅰヒ化,仙川
粂什ジ),胡l巧il=とち･どに什い,ニメLに仙川

十る絶式壌材料もま‾‾･i‾圭すn仙熱作が必螢

とされてきている=.

従来,C槌 し拉高他用温度1800c以

上)の耐熱性材料は,主として溶剤型

ワニスの分野で研究が進み,ポリイミ

ド,ポリジフユニルエーテル,シリコ

ーンなどすぐれた材料が開発されてい

る亡.しかし,て才浸や柱巧二王に適した無溶

剤ワニスはまだil;11i岨すべきものがなく,

現在耐熱性にすぐれた材料としてエポ

キシレジンが広く用いられているが,

その二枚高使用温度は1800cが限度であ

る｡そのため,200白c(7)壁を破るi島耐

熱性無溶剤ワニスの研究が世界各回で

盛んに行なわれているが､ワニスの†氏

粘度化と耐熱性の仙j立がきわめて困難

なため,現在,実用化できるものは開

発されていない｡

日立では,多年にわたるC種無溶剤

ワニスの研究の結果,分子中に耐熱性

のすぐれたヘテロ環をうまく導入する

ことにより,殻高2250cで使用できる

高耐熱無溶剤ワニス‥IOレジン''の開

発に世界で初めて成功した(国内外に

30件以上の特許を出願中)｡

■■IOレジン1'の硬化前の不占度は2P

(258c測定)で,従来の高耐熱性エポ

キシレジンの数百分の一であり,含浸

がきわめて谷易である｡碩イヒ後の引張
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強度は550kg/cm2(2250c測定)であl),

高耐熱性エポキシに比べ約3†吉である｡ノ

また2408cで80日熱劣化させても,な

お380kg/cm2引張強度を保持している｡

このような過酷な条件で高耐熱性エポ

キシを熱劣化させたとき,その引張強

度かゼロになることでむ明らかなよう

にきわめて良い耐熱性を持っている｡

その他,耐薬品性,耐湿性,乍はぅも特

性にもすぐれており,さらに特別の難

燃剤を加えなく ともかなりの難燃性を

有している｡

こグ)｢IOエンジン+は車両用モータ,

1立動工具などの電気機器,そのほか電

子部品の含浸,注プミリ絹として使用でき

るのみならず,その素材の化学構造を

変えることにより成形材料,柿間材料,

i容剤ワニス,才安着剤,フォームなど幅

広い用途が期待される｡次に｢IOレジ

ン+のおもな特長,特件につき述べる｡､

1.おもな特長

(1)イ硬化前は低帖才安ので夜体である｡

(2)碓化物はすぐれた■‡■紬L強度,耐熱

劣化特ノ性,】付薬品性,耐fけ｢生,難燃性,

う電気特性などを有Lている｡

(3)素材の化学帖i左を変えることによ

り,含i妄,丁主ノモー壬以外に成形材料,与らlり巨三

村料,溶剤ワニス,接后剤,フォーム

など巾以上い別途に他用できるしつ

2.おもな特性

(1)ワニスの粘性:2P(250c)

(2)ワニスのポットライフ:100H以卜

(400c)

(3)耐熱性:2400c,100日升化彼の垂

毒二減少や5%

(15mmX25×2mm,のテストピーース他

用)

(4)l=上三強度(2250c):納期550kg/cm2

2400c/80日劣化後380kg′/cm2

(5)竃1ミ特性(2250c)二誘1立正接4%,

.牡牛,ノーに‾ノJ`ぷ安の斗卜大に什い､わがいミけ′

500kV系統送′i‾にも,いょいより三11‖ヒf貨肝ミニは

いりつつある｡

すでに｢Jlt製作所にぉいてむ､500kV系統

絹送ノiに機旨諒の研二`先糊ヲ己が,鋭二古∴ 巾きわノJ

れ,数々の‾呈Lし･毛なデータを得てきているこゝ

｢500kVコンテ■ンサ■70･･′シン グ+｢420kV超

超詫J--一三用1吐ノ.一皇丁器+Ji_上び｢500kVOFケー一丁

ル背路巾二ほ水冷て実験試験+では.界機旨ささに一ノ

いて,槻沌,J式焼成火の｢洋細を報ナ｢しノているL-_

暮 ■

ニ将来,鉄】凸_軒J+jのi‡石越化はますます老巧さ

れ,さらに令王日新斡7搬舶に接続される′れ三水線

亡梓ぶ､網とLて,ニの椎の中仙グ)謀.言■むはいっそ

う伸びるイヒ帥jけこある(〕

し′かlノ.仙線の多いわがl玉1の鉄道において､

線路など地上.設備を1変えること乙･く,巾‥l-j

のアニ石越化を実,現させるに+ま綿々問題がある｡

二の間脳解決の--一つとして,二のはど[ゴ本l‾1主j

イf鉄道とf‾l立製作ド斤レー)共Ii了J併J発(二より,lltl

編集後記

線lズニ川ターキ速で7土子J‾,‖+▲能乙･j‾むこJ′一+二〔一■一にtlLが..L収

したニノ

｢【上1純381糸Il′〔i･メ汁1三ノ11に小+て･ご.土,几三j′一共;才一三

♂)帖j辻ヒ作能をl-トい∴ 381系′1Lこ小の枇■ノ.どを

キ71イトr一ている

Il ■

Jっが川における_つンヒ ー了_--ク亡′主,7ほi市子.1J軌

J)ノ‡〕､i放な九りヾにf-､トうけ川1fl乙エソ‾■叫川†な_ヒ､､什会r+勺

1■テ競c7)もとに､lIJ川_147丁トに｢土約17,000了′Jにむ

止Lている､フ そrノてノ′｢やコン:こ■_--一夕は､み

誘電呼号4.0,体積壬氏抗率2×1012記cm

(6)ミ唯燃性:自己消炎性(エポキシに

比L,難燃剤の添加蒜:か-をでよい.)

＼

図9 高耐熱性無溶剤ワニスl`10レジン

1こIJ‡クノ在業ウナ町でf.1五rノ1三Lており【-ト土製什巾に

才;いても,リ･くかご〕結締コンヒー′--一夕ノ)州ノ妃

Iiり碓を‾iT;こきjJ,数々〝)製11/lをILけ二一三去りJl与lノて

いるン

本リーでは,存分汁IJl二子l川一三‾子▼る｢1､/∴1ンヒー

ーータグー ー立言J】i上して,｢‾とた上j(人･､デ:人′弓■りl■汀イ環七ン

クーーーーー･j引け川り‖了システム_⊆をはじめ6舶ノ).こ芹古

文に皇とめl‾コンヒュ▼-タ応11什川∴±(ノた.

.iノこ井.;古拙のご峯ぢ'になればゃいで.手)るノ
l■ ■

ぞさ臼[｢iを細るノ衣--i'⊥■ノ′いこは,【1稚j′け川,

休J-じ会社 化太収締結 榊仕上ミ ン`ニ越ノと■､恕氏_L

り,l′】血川,一ノ)人J‾上いト轄において,乍十二′ン

ヒ_エー一夕が､ご_卜耗シフ､テム♂り+-他に†､7こ;=して

いる巾せ什を湖かjLた｢l■】土的中セコンし

ダ_l_ヒ越‾j■る 卜.机を,t,.上 うだい‾1｢ろことか

｢(､㌔ ノ･

ご解ノー一川1にもかかわ↓ゝ)γ･j∴本.さ七の/二めに川

に帖を･●.'･二きれたごJけ二･コミに対L,心力･▲■ノいJトくJj

ネL小L.もげるf欠ちへiである.J
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