
特 許 と 新 案

日二立製作所てこ､は所有している全書βグ)特許･実用新案を全て

有イ賞開放しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実用新案で,口

二立製作所が実際にイ吏用したもの♂つ中から,選んで掲載いたし

ま Lた｡

なお,照会･実二施のご希望のございます場合･は右記までご

;垂弟各原良います｡

■ 電力用Lや断器および保護装置

問/告先:国内関係

海外関係

電 話:(03)270

住 戸斤:〒100

日二立二製作所特許書β特許営業グループ

日二立二製作所国際事業吾β第1吾B

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 登録番号 公告番号 名 称

特542767 43-24001 磁気しゃ断器 実860069 43-13147 直流速断器

実825414 41-17311 磁気速断器 実885161 42-15685 電磁吹消装置を備えたしゃ断器の

実841933 42-15687 一遍乞も遮断器の消弧装置 アークホーン

実841936

特450204

42-15683

39-24908

39-24910

40-14771

43-20360

41-2501

磁気しゃ断器用消弧室の消弧 特510814 42-16644 しゃ断器のアMク流し

隔壁積層休 芙812252 41-3846 消弧装置の隔壁

充気形空気遮断器の充気弁装置 実852665 43-3292 高圧開閉器

特450206

特462695

特540615

特478129

空気遮断器におけるエアリング 実934820 45-29944 真空開閉器用速断部

装置用減圧器 特616027 46-1936 しゃ断器の機械的保詩分路引外

空気力操作電気開閉器の制御弁 装置

装置 実897247 44-16501 高圧真空接触器

碍管端部の金属性密封帽体の取付 実834981 42-2015 磁気吹消遮断器

装置 実860067 43-13152 電磁接触器の消弧隔壁

空気速断器の操作弁 実912087 45-3243 しゃ断器引外し装置

特403505 37- 5655 空気速断器の消音装置 実860037 43-12011 直流しゃ断器のアークホーン

特560107 44- 7838 真空遮断器用電極 実9392即 46-993 遮断器の開閉表示装置

実766358 39-29515 空気遮断器の固定接触子 実936711 45-29936 過電流引外し装置

実827512 41-24443 電磁弁 実918946 45-12988 接点ギャップ調整装置

実783845 40-13478 空気遮断器の電磁弁復帰装置 実糾7852 42-21373 高圧気申しゃ断器

実788820 40-17155 空気遮断器用接触子 実836487 42∵9765 大電流電磁接触器の衣触装置

実765027 39-25313 空気遮断器用接触子 実819698 41-15068 電弧樋

実775636 40- 3294 空気速断器の操作装置 実郎3006 44-5238 真空開閉器の支持装置

実775635 40- 2179 速断器用接触部 実782365 40-10196 直流遮断器

実817704 41-12928 手動操作弁 実829052 42-657 電磁空気式高速度速断器

実778140 40- 7613 空気遮断器の操作装置 特628239 46-17103 再閉路方式

実924267 45- 20107 速断器の手動操作装置 実927725 45-29482 真空開閉器

実826243 41- 22655 石義気速断器の空気吹付機構 実828222 41▼22656 抽入遮断器

実830069 41- 24888 磁気しゃ断器の消弧重 実934831 45-31719 しゃ断器の操作回路

実859976 43-13567 しゃ断器操作装置 実939277 42-71936 しゃ断器の操作回路

実775616 40- 2 両方向高速度遮断器 実946047 46-10678 開閉器用操作装置

実821510 41-18433 直流遮断器の引外装置 実819724 41-15067 空気力操作電気開閉暮の制御弁

実939290 46- 986 気中遮断器の接触子 装置

実941929 46- 4900 気中退断器用緩衝装置 芙803498 40-36024 速断器油槽昇降装置

特462697

特540629

特500269

40-14772

43-15923

42-6100

43-5484

空気力操作電気開閉器の制御弁 実827518 41-23794 遮断器用屋外信号灯

装置 実飢7819 41-9776 空気速断器用可動接牧子

負荷時タップ切換装置用切換 実831522 42-1947 高電圧周信号灯

開閉器 実896972 44-16436 空気しゃ断器用つりこげ装置

界磁速断器 実779195 40-9642 空気遮断器の冷却装置

特527349 バネ操作速断器のバネ蓄勢装置 実812249 41-4739 消弧隔壁支持装置

実813944 41-3583 逆止弁 実797552 40-28912 可動接触子支持装置

実844341 42-18342 しゃ断器切入表示器 実883002 44-5236 真空遮断器の保護装還

実826992 41-4951 磁気速断器の空気吹付装置 実838269 42-10722 高圧電磁接触器

実801504 40-33108 遮断器の支持碍子 実8364約 42-9767 電磁接触器

実836209 42-4427 気中速断器用可動接触子 実883028 44-7957 電磁接触器の電磁石妾置

実903359 44-29232 磁気しゃ断器 実830049 41-23955 気中速断器
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日立二段低温ユニット

コ【ルドナエー-ンのJ砥吐更に作って,

良品の流+樋部rl■‾Jにおける紙子f,,し管J叩は.上

りきびし く懲求きれるょうになってき

たハ1■､1三にiT㌻純良一1′.の肖丁い】丈+1いいち仁では

Il榊L】52咋以柿,i†}棟氏,ナ.'】のrl汁1三才▲【‖1_J空が

-15bcから【18一)cに改-‾汚される.二れ

に†Iト)て､より過耐な述転条什におい

ても安与ヒした逆転ができる†.油川三の■+li

い;令嬢俺が必安となってく る｡.

従来,ニグ)分野では-ri汀貨iて汁l蛸鞋を仙

才一iiして､冷搬R-22やR-502を†小手才Lて

いるが,帆i.1.Il.城における過附な策什で

は､i脊棟慌の運転粂什をl一っ汁ミ=押しな

いとiT}枇の11一卜Jllガスブ比比が-ソ1‡北に_卜▲什

｢ノたり,iて}凍樅油のブナ.1L比が_卜昇して紬

′壬メタルグ)焼川などの,j-iはをひき起二

すのふなJ〕ずi了}凍能ブ∴ 戊ネL■i係数±も

枇端iに悪くなる｡

二･のような二Iノミiほかごっしl‾打出作巾では,

払
､
賢
且
異

魂/.準㌦ 昏トナ丸∨暑が…苛′蔓Y首-.●も

鍋
,.･`伊◆｡､聯J

こ巧ピしも､

鍵壷■芸々
ヂ点々 臣鮫′

表l 目立二段低温ユニットのおもな仕様

帆f,l王い戌で†.揃州ミグニ)i.い､∴f貨J二蛸たりナJ七を

j‾末川した二j三笠代i.1.Il_ユニ1ソトク‾)l-1i二j了己を行

ない,7.5kWかノブ45kⅥr-まで郎削巾クJシ

リー-て'を1こr戊L′た-｡

1.外観およびイ土様

H_､1/二二1;別上tf.■一.しユニ･ソトのケト税は匡l】

に､Jiもな什帖は表1に7了ミすとJぅりで

ある.､また_二j;貨紙fふLユニ,･′トグ)i了渦し系

統七二れに対J芯したモリエル維l軋ま図

2にホすとおりである.｡

2.おもな特長

(1)1了三丁クつl仁甜彬宅に-■Jjlて貨､紙1;没グ)｢抑1三

綿け去帥一主をもったコンパウンドJ〔ゾ‾)たれ

′卜取埠絹い∴ す肘寸両手し■そが′トさく,糀人,

肘什に仙川であるし､

(2)小=りiて川柁ニー主,膨火れ 油分離詩語,

オイルヒー一夕などノ‾j桔宅1-そご辛がすべて什拭

図l 日立二段

低温ユニット

(RTしトZOり

項目 ‾､-＼＼､械柁 RTリー51 RTリー81 RTリー201 RTリー501

圧

縮

書経

■気筒 考量(｢川†り 90 了5 】05

衝 奉呈(川rll); 70 58 86

気筒数
低 段 3 6

高 段 l Z

回転数(l‾F〕一丁l)
1 450 700 l′450 lノ200

;去定ノ令′東ト
ンし l.8 2.7 6･5l15･6

22kW!45kW(不付)電 動 機≡ 7.5k〉) llkW

凝

ノ令

′令

芸漣l一
保 護

縮 器∃ 横形シェルアンドチューブ式

媒 R-22

機 〉由 スニソ3GS l 不 付

形 式 ドライ エキス/＼■ンション式

/令媒制御【

装 置

容 量 調 整

(し■C)
性

能
蒸発〉昆度

内部均庄温度式自動醒壬張弁

ヒューズ,高低圧圧力開

閉器,オイルヒ一夕

不 イ寸 r 不 付

----------------+-

__竺⊥+_冷凍容量(kna卜h)L 5′200

製 品 重 量(kg) 420

7′300

470

∩)

nU

4
▼

4

ヒュ【ス,高低圧圧力開閉器

油圧リレー,オイルヒ一夕

‾‾‾京‾‾甘【｢｢‾‾高二七三有【

】7ノ700

l′800

49′200

2ノ300

蒸発 器

①

膨張弁

電磁弁

(
1
■
∈
U
∴
晋
)

べ

世

rノているたれ f††鴫〔円己管,給排心巧己苧∴

j･jよぴ`卜に1こ配租を地__1二すればよく.単

f貨冶棟粍と1モく川じ1托拭いができ,人

t晰な工川jc7)佃柵ができるLr

(3)ノJ宝発f.1.i.壮が特に航し､暢でナ,j屯に一紙

縦～J,い空が■亡いlゴ老子㌻の11■了i圧ナ川二でい叶H

か､スf.1‖L比は一丁`ゎくなノブず′左石三Lた逆転が

11J缶巨である:=こ

(4)∴指圧新グ)ためカ竺先f比比-450cで

軒+…貨旺抑の;てナ城代と比車交すると冷棟能

ノJは280ワ占,成紋様数は180ヲ克と束小字の

上い〕廿挺三ができる.)

(5)油分雑器や1‾イルヒー一夕のほかに

み仲グ)′女仝装し書-:こが完怖Lてしゝるので,

熊′さいトキには月り蟻に白瓜柑勺に逆転をイノニ■二】卜

させることかできる｡=.

(6)大部分の部.丁ユーは叩f貨;脊棟慨と/J二挽

卜′1三があるため,サーービス了弘与--tの交授亡.よ

簡単かつ迅油に行なえる､1

(l†､二く:よご什巾｢佃.17-】ト沿■;l;)

｢‾
圧縮磯

○

(〕

句

(U

○

①

① サブクーラ

ra)

逆止弁

電磁弁

仔

油
分
帯
器

…｢

凝縮器

①

注:LT低段側

H二高段側

エンタルビ(kca卜■kg)

(h)

囲2 )令嬢系統図(a)とモリエル綬図(b■)
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冷凍機内蔵形オープンショーケース

冷凍椋削ノっ職‾形オープンショーケース

は,屯i原を指続するだけで逆転できる

手軽さから,大形塙舗のスポ‥ノトディ

スプレイや,｢｢レト規他の心細に広範Ⅰ咽

に･†∫上川されている｡

1.冷凍用オープンショーケース

RC-6009LD,RC-7007LD は自然

佃環式のため,ナイトカバ【を仲川す

ることにより,ある柑伎条件のプ悪いJ湯

所でも冷却力をソこうことがなく,Jム範

州に仕口ほれている｡

その他のおもな特上主は次のとおりで

ある｡

(1)有効内容柿が大きく,人量販ノ己に

姑過である｡

(2)-イ本発泡(ぼう)イ硬質ポリウレタン

の断熱材で耐久作に1i:ぎむ｡

(3)fJ..L仕手糾わ℃自助Ⅰ攻茹で効率よ〈箱

耽りを行なう｡

(4)前1別当‾屯ガラスで娃ホ効封壬を砧め

ている｡

2.冷蔵用オープンショーケース

RC【6MP3は精肉J-i-】として設上汁され

たものであるが,i吉左度前節一指の操作に

より加工肉に,また別売の鏡を取り付

けて青果作トにも傾用できる｡冷却方式

はエアカーテン式で展示効果が良く,

膨舶弁による冷株制御を行なっている

ため,熟負荷の愛三馳に対しても安定し

た冷_印力を維持できる｡

その他のおもな三拝土主は二大のとおりである

(1)除霜はf･比佳子削岩式で,品i止の上昇

表l 別置形オープンショーケース機種…覧表

はわずかである｡

(2)前而i汚さが低く,アンダーーカット

肺道のため付いやすい′_

(3)何千丁でい垂結できるエンドレス タ

イプである(図=く〕

RC-6MKはど一ル,孔ワ払‡7t,加工食

品用で,嘩1勺サーモレーダにより坪内

ffuL性をおの才一iのの氏.‡-】-のふ之過条件に調

節できる｡牧う石は棉l勺サMモレーダが

働いてi令嬢慌の逆転が悼止Lたときに

行なうノさ帥引;公有i‾ノブ式で､7占詰りれL､軋

が乙‾いっ

RC-4MFlは乱丁出.指,ノ州二｢食品用の

多段形で.桝付rf紙■=二村する吐∈i+七軸輔

グ)比率が人きく,スペース別称辛くが点

い｡特に帖1,200mln して川二小輪什きのため

スホ･ソト ディスプレイに址過である｡

その他のおもな三拝-kは次のとおりで

ある.｡

(1)ェ7カーテンJ〔のたオ=∫糾勺のすふ

ずみまでむらなくi令力】する｡

(2)iは性子馴!子式自動ほ1-さ占で,11ミ箱によ

るfエ.‡.J空_L丼が少ないLつ

3.冷凍機別置形オープンショーケース

スーパーマ【ケソトなどの人形氏■1J■

店舗梢機器のr‾トL､となる別i即日オープ

ンショーケースは,店;捕レイアウト,

搬列商品などによって多和多様ち･機純

を要二求される｡現状の楷紳輔l▲盲成ほ表1

の機和一一t百三表に示すとおりで,f/Ⅰ.L性範

州は＋100c(7)肯二粧用から-200cク)f汁椀

食品用まで,形二状はJ1.■巾i-､卜什ラ,多f貨形,

両面形の各純がある｡

ショーケース形斗犬 機 稽

適 用 食 品

冷′東

食品

精肉

無羊魚

乳製品

加工肉
青果年勿

片 面 平 形 RCS-8+P ○

両 面
RCS-8+Tl ○

RCS-8LT2 ○

片 面

平 形
RCS-8MP

RCS-6MP
(⊃ ○

平形

(ミラー付)

RCS-8MR

RCS-6MR
○

RCS-8MRl ○

多段形

RCS-8MF

RCS-6MF
○ ○

RCS-8MFl ○ ○

RCS-8MR

RCS-6MR

(陳列棚取付可能)

○

両 面
RCS-8MT事 ○ ○

RCS-8MT2 ○ ○

100

ショ【ケーースの設芯については,冷

一束車鞍内蔵形と異なl),店舗設計の総†ナ

プランの小に組み込まれる点に朽-kが

あるt-､

おもなこけ土主は次のとおりである｡

(1)_官_皇子;キな恍抑そろえによI),店舗の

人きき,用途に[じじて二拉過の機和が選

べる｡

(2)強力なi脊却器によリi了摘Jされた冷

1ミがエアカーテンを形成し,嘩内のす

yみずみまで彷環L,ノ済に商品の鮮J空を
保つ｡

(3)圧力手短喘式【;余霜タイマの才采J削二よ

り,効∠宰よく除霜を行ない商品のiふり空

l∴昇を†氏く押えている｡また,除霜川

ヒー･一夕には過熱】;ガ+上装;程が取り付けて

あり,【拐ミニ指タイマに内偵されている暗

けり子如音慌イ満ととい二,ヒーータの過熱に

対Lて二十J圭の安全を保証Lている｡

(4)硬質ウレタンーーイ本発泡の断熱材は

熱の仁之人を帖1土二し,耐久作,強J空にも

すぐれている｡

(5)日本人の休触二合わせた仙由高さ,

商ふ●-の選択が容易なアンダーカット構

造,点き調節の可能な搬列棚(たな)な

ど稚い勝手を十分に考慈している｡

(6)ショーケ【スのが†後左右に冷媒配

管l-1,前後に排水管が配置してあり,

据付ユニ事が恍利である｡

(7)ショーケース糾亨馴二露付きl;方止ヒ

ー一夕を円己吊し,つららや詣イ寸きを生じ

にくい1こ拡造としてある｡

(【l上製作所 商lロト事業部)

図I RCS-6MF形オープンショーケース
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日立低騒音形クーリングタワー

附け公`∴二の 一つである髄】l】1二間超は,

近年=二会rlてパニ人きな問題の ノ)として

グローーズ､7'リブ‾■されつつある.1J

′乍朋 にJiいては,三桔にJキミ外にl言‡

汁-.二される機才こさの脱r■Hlt‾卜か,強く焚求

さメLている.‥ノ

ニ〝)たび【_ト上告望作l叶では,二･7)上う

な什公･ト■■iご妙を作i;とに,従水より枇ノ己L

ている壮朴形よりもきらに8(一13ホン

仇帖‾】､⊥1二化Lた｢帆騒一針Fラグーリン グタ

ワー+2～20冷却トン7柑帥托を新たに

川+ヲ己L､僻村49年2Jjよりlり立ノこを川二j始

するこつ

1.おもな仕様

紙上5垂井形クrリングタワーグ〕杷川川二

様は表1に,f三∵ミ準〕基板/=ま表2にホす

とおりである.丁

2.外 観

図1は什し騒r11二形クーーリ ングタワーー▼グ1)

外税をホすものである､-J

3.おもな特長

(1)【ト土製州三巾独[-1グ‾)へクルタイウ 〉7

丁ンをj‾尉l∴ 概三咋占7】.よりフアン繕を′ト

さく し,また8触モ【トルを才末梢Lて

匡= 日立低騒音形クーリングタワー

(MT-59S)

レ小伝数を‾‾卜げ,フアンの乱切り古を帆

卜させた._.さJ〕に胤_;-とこを′+､さく Lて二倍

rノっプてり軋辿に上るr上ノJ拭ソこを帆卜させ､

J騒〔二を帆卜したし､

(2)〕公転小の満‾卜水｢■毒二をさ⊥:っに抑える

ため,1■.川三水′乏け｢ブリトをl;貨i言1こした｡

(3)サクショ ン部にサクションフ■■ロテ

クダーを什くり付け､満‾卜水一汗をLや‾～】

しじ｢また水州(そう=勺の仰1二が谷易

にできるようプロテクターは,簡単に

似りはすせる構造となっている.｡

(4)抑て川りテJ･じ(■クロスかJ7ンターー‾ノノ

∫い に.より逆転‾.ヤのイ代‾1丁,さノブには水

場びが減少L,日立;出作巾独【′Ⅰの■榊･′卜

稚フィリングによってi了†対】能力が一一f辻

とir】j_し二Lた｡

(5)外装はすべてAAS梓川行成什ラ■‡‾ご】を

椋川し,明るいパl一ルホワイト色を地

Lてあるので,l由‖1丈耐良性に11:■丁み､尖

鋭を才jiじない

([†J仁:皇望作f叶

表l 日立低騒告形クーリングタワー標準仕様表

項目(単位)---＼ 形､､ヱ｢＼1T-29S MT-39S MT-59S Mト89S hlT-JO9S MT-159S hlT-ZO9S

外

ン去
寸

ン去

外 装と
-1

外 考量

AAS樹脂成形品 パールホワイト色

rlll｢l≠
710 B30 960 l′】30 l′Z80い′500

-′7ZO

高 さ(モータ含む) l川†1 ‡,395 l′410 l′575 lノ725 L,了95 l′920 2′Z60

1去
風
+士
とて

送 風 ヰ幾 形 式

kW

ベタルタイブ フアン

送風機用 出 力

電動機電1原

0.065 0.1 0.2 ⊥_▼▼__竺ヱ___‖__
当ウ
LF_‾し

水

却

吾β

配

管

寸

)去

AC3≠ 200V 50′′■-60Hz

散水装置及び回転数 (｢叩1)
フローティングフ

ロー式(25---30)
フローティングフロー式 =5--20)

フィリンク

標準水三呈

】
渦巻及びプレエトフィン式合成樹脂嘗出

/｢-州岳 26 39 65 97.5 130 】195
1

260

】散
水 庄 損 失 k芭 じITl- 0.1 0.11 0.14 0.18 0.15 0.19 0.15

｢一語下水書院止装置
却能力

ニ令却水入口

⊆

標 準 取 付

†k(;a卜･1【7′800
ll′700

l

19′5DO Z9′250 39,000 58′500 78′000

A 25 32 40 50 65

′令
却 水 出 口 A

オ ー/(- フ ロ
ー

A 20

l

25 32

ド レ
ー ン

千席 自 動

A

A I5

給

7k手 動

1品重量

至転壷屋

A
l 15

詳

ユ

k〔‡

k巳

31 38 45 57 70 】04 152

46 65 lDO 129 165 224 327

表2 日立低騒音形クーリングタワー標準運転普

形 式
)判 定 距 離 (I¶)

2 3 5 lD 15

MT- 29S 394i 1 37ノ39 34.5ノ36.5

3638.5

L3839.5
l

30.5ノ32.5

3234.5

33.5･■35.5

2830.5

303卜5

3ト′33

MT- 39S 40,5･43 38.5■41

一山T- 59S 42.5 44 40.5 42

MT- 89S 43 46.5 4144.5 1 38.5 42 34.5･ノ38 32ノ36

MT-109S 47･48

l

45′′46 42･5･43･5 弓 38･5ノ39･5 35.5･′37.5

MT-159S
l

5D･■5l 48･ノ49 45.5′46.5 4卜5ノ42.5 39.5 40.5

卜.1丁-209S 50.5･■うl.5 48.5 49.5 46.′47 42 43 40ノ41

.--

つL

3

注 高さl.51nの位置にて;則定

上段50Hz,下段60Hzの値を示す｡

標±堅氷墨通水時の遷幸云書:Aスケール(ホン)
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清涼飲料日立自動販売機

帖流に即しノた打ル収ノこ下1;‡とLてノ3､

辿に汁ノ之Lている王′-1刺枇′′■こ依グ川-で,

ご舶J(紙料亡′Ⅰ刺眼ノこ恍はミノ古史プ)人､卜をしIj

めるとともに,そJり伸上主が拙いている.′

;て1刺収イ誰覧が土=JJ;jすべき安什は｢■枇

ノか+■能な態勢を終IJ維持すること+に

L才)り,ノ己-一切れ,拍桁ク)仙!卜,†ちミ′､什卜,
板ノこ油性などが.州掛グり川主になる.｡二

れJフグ)一l■′絹巨は瓜1｢-･のパ丈納ノバ去,j追.1=幾

仙により;りミュごされるもので,f止メこか↓lフ

多くのノノJ(が抹川きjLてし-るハ

+1上在のi】■テfj;(紙料ぞ宗一汁二王+主力､､ラスひ､んと

ブリキ重たはアルミ川(かん=二人別き

れるか,+す柑,形兆の不=泣に.より什軌

収ノ〔消迄の仙j三±もそれぞれ与1与なっている._.

[ト∵l′1上拙剛史′プ誠覧は仙仁一l･の々二束に.上る

クイ ックデりバリ輯引北に上り,比柿二仲

】1∴の少ない仁1史的反ノノこ機とLて;ジ言一驚′家か

ノ〕l∴弓く1沖価されているL_.

1.びん飲料日立自動販売横

丁･烏手iり∴げ方プじの繭■■.川‾丈7沖洲(だな)

とモータ馳血いこよるク イ･ソフナリバり

恍肌により梢呟されている=

_上三一也部と舵吉にグ)2点をきさえ,j玉川
帖には蟻郎を先に引きはずす独｢′Jのj去

.11リノ扶に｡より,強壮の仇し､ひ､んの古■卜
溺に加わる街慣プJを抑え,付紬‾与を仙1卜

Lてし､るっ これにより別川端■プ)王‾i粘か

仙止され.ぴんの糾川刹ヰミもIrり卜する⊂.

向一打■11立川Lltにはセフテ†か､-卜を

化■ミ畔裟‾i;fこLており､Ⅰノ+別に‾｢を人jLる

ことによるいたずノっ■ユり女を仙1llLてし▲

イヨこ｢

向l打川丈7綿机二5列と6別の不=述があ

るほかは†‾L+･占=王;品の川紬丈で2職印の;望て望

Ii占偶成とな一-)ているr_.

おもな特長

(1)克り+れのなし､人石造機である√〕

(2)ll卯与に商品を送Jllするクイ･リクデ

リバリ臓梢であり,知≠仁tH=二別称井の

肘-一卜する上雛什に過している｡

(3)びんのイ波根がなし､｡

(4)フナ‥拍l三√てモが起きても拍ド【て･三列以外の

板ノこが続行できる1

(5)弧王1!-はすべてユニットノノJてであり,

11TJl且iか⊥1茄脱できるので仏土寸怖か良い⊂

(6).糾.‾】1がヰ三ご壬準化きれており,サーヒ

ス部■1Jjの†ちこ有量を帆i城L子さょる､

(7)向品収矧胡の舶仙二肝[舛勿がなく,

102

l指.1～lこ7〕帥允かナfちいニ･二‾㌢〕る.

2.日立撞自動販売機

叫丈1〆羊刹+ヰ‡か.:一い･ダブルサ=へンタイ

ン(‾‾.巾蛇(た-)子+イ抑 ノノバを抹川Lて

いる._)爪臼r主.;‡汁■-:か多いときれる′ト､り-∫

形機は乍il⊥占を1,820mmに州ノこて仙女イ

の叶ぇ城し･を7妄幼にしてし-る

維の上持TIFl;は,拉糾批の川似L/二も

ク〕をいり純一にころかLうるよう:二‾1二人

された‥J】りJう)郎をイj▲Lてし､る(寸､1ミ.洋

州榔irい)′_

j封1怖E州-【ヱはぴんl′け川上ノ亡樅ノ‾)Jじ1､愁を

′受け継いだモー一夕伽上靴⊥･(クイ1ノフナり

く====⊃

□

□

図l ダブル サーペンタイン方式(側断面図)

表l 日二正程自動貝原売機イ士様一覧

′ヾり‾ノノJ〔である(才､1三ド干.■=榔=り.〕

一呪/【+山l勺で川いノブれる抑か2和紙
(250m∠､350m/)あるため慌件数は多し､

が,部品は蝶畔化されている(表1お

ょび図1～2)_.

おもな特長

(1)J如如呈一遇ソロ小形怖かJJ,･け某所川

人形悔まで.汀-ぞろえが官竺†;了である｡

(2)ぴん‡′1劫眼ノ己慌の一上主析をすべて一三

け淋し､でいる(〕

(3)セレクション放か多く収谷商占‾2∫の

多様化に対応Lやすい亡+

(ll､二′二こ皇㍍1三巾l輔ふ】-■Ji･紫郎)

亀

モこ芸諏

0

し､m_

図2 ′ト形日立確自動貝原売機

形 式 HV234 HV195

ト+V390C

AV390C

l(H＼ノ300C)

HV264C

AV264C

(HV180C)

HV198C

AV198C

(HV】35C)

AV-140CD AV-128C

外 形 寸 法 l′9g5･91ト5日臼 l.995一/800y580 l,820〉ぐ680■ぺ580

偵 用 硬 呈i 100円,50円,】0円

】

川0円,10円

日月売設定価格 30円--100円 30円-〉15D円 100円､160円

傾 用 商 品 200rrl/ひん Z50｢†1/福(350rn/繕)
250｢†1/繕と

350mJ報
桔ビール

商品収容数 234本 195本

け方式

250′r■/淫.司3ヨD≡毒

■35帥;r:毒丙3DO三引

250rl/頴用264淫

1350[〕瑠剛88福)

2501rl/譲用198綜

(350汀順用135副

250汀1/福66福

350[り福54福
108穏

ヰ又容棚方式 千鳥手昌上 ダブル サーペンタイン方式 千島積上け方式

セレクション 6 5 7 了 6 4 士
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APNプラント

化一､;J二】‾ニー1～∴｢†収紬川イ∴1■`三ノニ+‾ヒ∴丁ご土シ

ー･ルjljLナ,るいくま1榊た=J･ヒLノニ1て去ケ1

キ†小IJしているが､そゾ)王11二か比■帆1てノ少

ち･か/ノ′･′`二たの､従ゾ三はl唯+′;ノーーカーーか

Jノ披休1て+･主の什壬で暇人し､1⊥三了己させ‾こ

卜川‾i‾るノバ+こが七⊥､1れてき′二十力一L,
jlエーi止叫ノ.了俊Jlご･'JにノJ】1えて女旭川【'J-悠化に

.上る液体キミフ=榊山王′∠!～･グ)卜汁ち▲どが-や)つ
池休1てブシ壬ユーーサー側に?i号ぷヴュコ

スト♂川t汁下弦と｢川ミ化叫こ瑞.i吐か■∴jまり,

1l■くJ救いが的中で∠左佃ち･′三号フヨ′主かフ､与望.芯J'上

川ノ‾)1′.‡懸が+†リノヾLてき7∵

【-トニ.′二こ出イ′卜巾はこのたひ＼APNプラ

ント(Automatic 上)ul･e NitllOgen

Ge｡erating Plant)をノ′こ収rJ､如う■t′二

納材モ休J･〔:モ什-㌢=l=二J‾坊に納入L/ニ 小

≠醗■甥r

機転軒′聯軒ン

′､駕ヂ

′搬

濁
∴
〓

享恥恥

`苛マン

回I APN-15形深冷ユニット

rフラニノトriノノ:モ′ぺ1ナ牌紫;i一■■■亡ハ■.”し1十Jち･絶蚊

ヒJノミご六し】iノ三･も■とにlけJ了己し/二打払-t■!-で,‾フ

ラン ヤイ‾J心臓〔‾1ニセい-うべきり三川ミグーー

ビン亡二1t川壬±して｢三川タJ〕てグ)人け壬1川こ

小朴､三川桝1主ダーービン1■ン打り‖する±とい二､

1-フラント他州力→こ一)ト∴‖一.圭で･′-一一_い吐√け染

ナノl三才;よしヾ､r7ラント1i三一≠;ナj`公転キー′こ1ナ=仙

化Lている-､(図】.21

1.おもな特長

(1) =肘二帆～∴.し注､川-こは起此,け+卜迎■lらこ

かモエゴー〉少)てむずかⅠノく三;鮒ヰiキー出するが,

1こr7ラント+土一ノ亡十F′一畑山化きれているの

で抄紙j廿虹L乙7ド十こ∫妊である･

(2)卜■Jj純Jrと`く号+ミキ■てが川‖-1て‾卜でご与望j_拉き

れるノ)で仰仁ご六什iこノ㍉以､一安かない

窪濾巌1
､
淋

′耶イ

威

三}凄赫如
J㌣

､ニ

駁

葺く竃.6J浅叩.+

忘
､′き鴻

ポ新郎如

l
空
曹
た
髪
音
義
血
管
ぃ
き
ヱ
哲
考
､
L
考
∧
箕
く
雪
1
至
芸
｡
人
箋
弓

(3)矧1‾√.二iて去のイ;二Ⅰ;は液件の北態で;生望

i;l～できるので,ヒーーク帖あるいはブラ

ント什+川手のガスの†朋rT碓†災=Jに抑■'乙坂

√‾ナ､､ミる′+

(4)川叶｢′卜かi‾･.一方くtl'プ捌ヰミの1(〃丈利い剖立壬

リiミグrピンキ托川Lたことと,すく､'れ

た弁別史上によりノ安価な1てブミ/;カ､'スが子ミト)

れるu

(5)プラントはコンパクトにまとめ⊥ゝ〕

れている♂‾)で桝什l如車L■をが般小であり,

十安部分はパ･ソナーーンに組み_)工てJjれ

ているク､)で州イIj▲,柁.子_注が不易である√一

2.おもな仕様

表lはAPNプラントの帆I㌣イトニ恍を

′+ミすものである<｡

(ルニ工こ左･望作柄機′.‾に小〕‡本邦)

表1 APNプラント標準仕様

形 式
窒素発生量

(NFll‾こノH)

窒素圧力

(kg･･七川こ'G)
窒素純度

APトト 9

APN-15

APN-2-

APN-30

APN-36

APN-45

]二

300

芸+ 6.5

∃l′0001,200

l′500

川ppmO∠

盗も

叡尊 姦
転が

セ∴甥
､ノ､j

.
♪
r
′

′へ､こ群ぅだ主

顎‥㌫光こへ､仙1災

㌫;こ′ ′ 如

姦≒′;∧:

起欒撃､

図2 気体軸受膨張タービン

j■
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日立ビデオライク

ビデオライ タは､C R T(ブラウ

ン管)ナイスプレイ装tFこに去ホされた

コンピュータ山力帖幸Iiを悠光紙に不日二′j二

するCRTハートコピー米iこ′(である｡

CRTディスプレイは二打力なコンピ

ュータ オンライン貢fム;末とLて金融機1乳

航｢′iモ会社の窓卜+,鮎違某などで,一i･か駁

検丸 サービス､ギ三:こ視など泣こく他用さ

れてし､るが,二れら恰絨の中には記紬

Lておく必要のものも少なくない｡

[卜)エビデオライタはこのような需要

にこたえて開発Lたものである｡

この装置は高解條性ブラウン管とJ瑠

辺kj_ほ各およぴ･車臼ニノJ二機イ満ならびにそれら

の制御部分を内戚している｡CRTデ

辺

現

イ スプレイに表示された十l柑之をF臼介映

條†一言号の形で内職Lているブラウン管

にく り迩Ll托り込む;二.そして内蔵ブラ

ウン管に映し山されたL軒如を感光紙に

直柁光半投去‡きし,fJ山し㌧1=にj′･二′j二真‾ノブJ(に

より声なンj二する｡感光三択は酸化雌釘i紙

(ロールヘーパ=.目刺給紙古土〔)を仙

川し,似二′jニサイズはA5搬,不日′与日二.柑j

は約8秒/校である.｢.

またオフ■つションとLて罫=ナし-川札

わく組み汚享子､特殊マークなどキャラ

クタ ディ スプレイでは去ホできち･いも

のをカバーするため35m皿フイルムに映

きれたL･-すlむ精細をディ スプレイに峡I一

出された†榊はと_弔わfナわせてコピ【す

CRTハードコピー装置

ビデオ信号

図l 日立ビデオライタ構成図

図2 日立ビデオライタ

104

i≡≦蛋

l､---､､1･･寧′

ることができるので,見やすく,体裁

のよいコピMがとれる.｢そのため,応

川分野が拡大される.｡図1は,機能偶

成をホすものである｡

1.おもな特長

(1)似写文字数が1,000字以上可能て}解

條J空がすぐれている｡

(2)騒古が少なく,オフィスの中や窓

l+に抑え付けられる｡

(3)】‾i勺-･画血を何校でも短時間にコピ

ーーできる｡

(4)特別なコントロール プログラムを

もたなくてもディ スプレイ ターミナル

に接続できる｡

(5)プリント操作,感光紙および現像

液の補充は,装琵引諭伽で行なえるため,

推作性にすくI､れている｡

(6)紙切れ,液切れ,紙トラブルなど

チェック ランプで表示できるため,似

亡丁什にすぐれている｡

(7)リモート コントロールのための制

御イi言号の端-f･をもっている｡

(8)フォーマットを重畳Lてコピ"できる｡

2.おもな仕様

(1)方式:CRT直接光学投影,湿式

電子二子真‾方式

(2)綾写サイズ:A5版(210mmx148.5

mm)

(3)祐二榊引子‡+:約8秒/枚,同一-コピー

2枚二め以降約6秒/柏:

(4)リピート ダイヤル:12校まで

(5)感光紙:酸化J亜鉛ロ【ルペーパu

(210mm帖)

(6)現像液:プレミックス液(うすめ

液,比軽視條トナー)

(7)人力信号:ビデオ信号(日本標準

テレビイ言号に準ずる)

(8)電源:AClOOV,50または60Hz

(9)消費う盲力:360W(max)

(1¢ 寸法･重量:高さ360×幅480×奥

行690(mm),約80kg

(11)オプション:フイルム オーバーーレイ

(1勿 使用条件:5～350c,RH30～80%

二現在R.iンニのCRTディスプレイ装置

H-9182-21形およぴH-7833形H-7834

形にプラグにより接続できる｡

図2は,装置外観を示すものである｡

(日立;出作巾 コンピュータ第ニナ】i業部)
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日立定周波装置(CFD)

日立製望作所でほ′ト形漁船用て富ち毛品と

して,従末日五菜魚灯用交流発電概

(FG-C,FG-D)およぴEl立充電用

発ノ屯慌(CG-A)を発売し好評を守一亡よてき

たが,最近小形漁船にjういても省力化,

高能率化がますます進`み,交流発`副幾

も集魚灯用のLみならずいか釣I)機イ域や

巻綱機などの′ト形モー〉トル運転肝正源

として使用され,さらに誘主軒E動機駆

土的のポンプ,フアン,冷凍機などの`在

源としても便月]されつつある｡しかし,

′ト形漁船においてこの交i危党乍副菜覧は､

土偶エンジン(プロノ＼ラ駆上助jH)によっ

て駆動されるものが多い-〕ニグ)ため,

漁船の航行中あるいは操業中とエンジ

ンの回転数は大帆iに変動し,それに応

じて充1這機のH-ユカ周波数も変化するの

で誘ヰ電軌機†如‡一寸の機器には不適当で

ある｡

そこで､主概エンジンで駆動でき,

て畢`摩′

Lかもエンジンの回転数が大幅に変動

してもー一与主のう琵U三､開披数の得られる

′【珪源装置の要求が急激に砧まってきた｡

ニの要望にこたえるため,日立製作

J叶ではこのたびエンジンの泣こ範同な回

転変動に対して｢tリブ軸を一定に保ち,

発屯機と組み介わせて一定1五圧,一定

周波数の得られる日立完三周波装置(CF

D)を開発し,2梓帥荘を完成した｡

1.外観,おもな仕様および特性

図1は外観を,表1はおもな仕様を,

図2はその特件について示したもので

あるて｡

2.おもな特長

(1)入力軸伺転数および員ポfの変動が

あっても日動的に--･走の回転が柑られ

る｡

(2)エンジンを回せば走[叫転装置によ

図l 日立定周波装置(CFD7.5)

リ定回転が得らオL 発電機は自助的に

定電圧,完周波が得られる｡

(3)電気式で摩擦部分はなく,保守が

簡単である｡

(4)ブラシレスで無線障害もなく長寿

命である｡

(5)エンジンの大幅な回転数範岡に対

して一定回転が得られるので,漁期に

よりエンジンと発電機の回転数セット

を変える必要もなく取扱いが簡単であ

る｡

(6)発ノ記憶は定回転装置の__Lに載せる

ことも別置することもできる｡

(7)定担]反共置と自動速度調整器およ

び発電機と自動う電圧調整器との接続は

コネクタ式で簡単に接続でき,しかも

手套続誤りの心配がなし､｡

(口立峯望作所 商-1～卜弓‡業部)

表l 日立定周波装置仕様

機 種 CFD 了.5 CFDI5

定
形 式

回 伝達トルク(kg･m)

開放形うず電)充継手式

4.8 9.6

-2′700

00

形国華云界磁式

15

装!･入力軸回転数(｢pm)
l′350

l.置 出力軸回章云数(rpm)

発

電

機

形 式 l 開放防滴保護

容 量(kVA)
1

7.5

電 圧(∨) 220

周 〉虚 数(Hz) 60

240

2
2
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･

200

(
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〓
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野
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喋
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叫

r一”【…(借用回転数範囲ト一山
I

1

1 】

l
l
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発電横電圧
1

発電横周波数

1,000 ‖,350)1,500 2,000 2,500(2t700)3,000

入力軸回転数(rpm)

図2 入力軸回転数と,発電機電圧および周波数との関係
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木工機用ダイナミックブレーキユニット

(HBユニット)
｢労働安全衛生規則+の改正によりIJパ

和4的三10日から木村加_1二1口丸グ)二ぞ掛ニ

ブレーキを帖え付けなければならなく

なった｡臼カニ製作所ではこれに対処L

て木_r二倍糊モ【トルのブレーキ｢HB

ユニット+をlうH発した(図1)｡)

1こ二L様相モートルのブレーキとして

備えていなければならない粂作は次の

ノブ工があげられる｡

(1)急制動をかけるとの二刀が畑るみ

危険なため,f‾i不ffにより制動トルクが

可変で緩利別ができること｡

(2)｢労例安全放生規則+により10秒以

内に件止すること｡

(3)既設のモートルにも取り付けが‾叶

能である二.と⊂.

(4)機手械的ブレーキのJ湯√ナのように,

収付けスペースがよ吐･ミラょされないこと｡

以_Lの条件を満址するものとしては

ダイナミ･ソク制助が比埴であり､二の

HBユニ･ソトはダイナミック;帆刺1叫路を

小形にまとめたユニットである(図2).二.

1.機 種

(1)HIヨー5A 制御丑引勺組込+み形

制御名護を備えてし､る木工機械川でモ

ートル印およぴプレーーキ梢の`屯磁接触

者三さは‾ィく什｡

(2)Hf卜5B 倍才卦け彬

制御盤を備えていない木丁機イ城川で

モー▲トルJ口およぴブレーキ川･グ)′.一に磁接

触一汁詩付で肘串(じん川ラのケース人り｡

2.標準仕様

朴‾rモートル:3.7kW,

木工用モートルまたはロ

ート
ル

人力乍E序:200V

他Jl‾i周波数:50/60Hz

偵朋子言い空:-10～500c

2.2kWの臼‾＼ンニ

_､ソニりt椚4Pモ

3.特 長

(1)取付けが容易

ノ正そ滋ブレーキのような駆動部のスペ

ースを必要としないため,新設,既設

の設備に簡単に取り付けられる｡

(2)保て;1二が不要

ノ屯気的にrliり刺をかけるため,消耗部

品がなく保守が不安である.⊃

(3)ショックの少ない停止

口∫変抵抗を調要さすることにより什古
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の利剣ノJを柑ノブれるン,‾)て､

!二し何の1川イ壬三に√㌻わせてショ

いなめらかな仲止かできる

(4)モートルのr抑IJ

モーート イレの

･ソ アニハ少な

切才負えスイ､ソナに上り2.2kW,3.7

kWのどちらのモート′しにもムー土鳩仕様

で似えるr_,

(5)′ト形･絶品

トランスの代わりに1に+′一肌テ.】.を仙川

してし､るので,′ト形で･陪昆,脱付けス

狩書〈＼--スをとらない｡

(6)1k付け場所を選ばなし､

唯心卜けj｢壬(HB-5B)は防聴形のケ

ース入i)なので,粉爬の多い場所でも

†む川できる｡

(7)一弘F占とLてイ小一Hできる

r棚卸盤内組込み形(HB-5A)はうに

砧妄接触器ニイり寸のため,他のノ.E磁接触器

と臼由に配置かできるしつ

(rト■!二告幻1三巾也一丁～,1‾t紫郎J

図l ダイナミック ブレーキユニットHB-5B(壁掛け形)
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