
∇
轡 句専 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,日立製作所所有の特許･実用新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,選んで掲載いたし

ました｡

なお,照会･実施のご希望のございます場合は右記までご

連絡願し､ます｡

■ 中･小型変圧器

▽… 冠

洗

間合先:国内関係･日立製作所特許部特許営業グループ

電 話

住 所･

海外関係･日立製作所匡Il祭事業部欧米部

(03)270-2111(大代表)

〒100 東京都千代出区大手町2-6-2(日本ビル)

登録番号 公告番号 名 称 登毒景番号 公告番号 名 称

実844354 42-18114 宥和変流器 実 824208 41-20921 変圧器等のランプ0形端子

莫 931364 45-26020 ガ､ス絶練変流.器 特528009 43-8788 磁気鉄心の接着方法

実 934809 45-16485 計器用変成器 笑792715 40-23748 電気機器用パッキング

芙925853 43-27535 端子部 実 877458 43-25885 電気機器用プッシング

実781289 40-10170 注油∪兼呼吸器の油流出防止装描 実876326 43-32011 変圧器用プッシング

実798734

実907599

40-26181

45-267

抽入電着言用圧力保護継電器のガス 実 889051 44-12264 巻鉄心変圧器

抜き装置 実732315 38-18410 変圧器巻線支持装置

巻線の口J_｢1端i子装置 実849258 42-5416 耐塩害プッシング

実 761370 39-23861 【吸湿呼q及器 実 866480 43-17449 変圧器中身支持装置

実797526 40-28096 乾式変圧器 実 846607 42-19125 変圧器の巻線支持装置

実844309 42-18512 密封端子の廻り止め装置 実 885079 44-7138 プッシング

特628229

特251279

46-17349

33-9914

負荷時タップ切換変圧器の自動並 実 947698 45-30724 タップ切換器付ガス入変圧器

列運転装置 実 954671 46-18882 多段式タップ切換掛買＼

変圧器鉄心 実 782947 40-13945 変圧器のタップ切替操作装i程

持291283 36-14068 変†1三器鉄心 芙 819686 41-16340 変J主器

持419950 38-19205 巻鉄心の接合方法 実881366

特296607

42r18089

36-19908

積重ね設講形変圧器

変圧器の交叉巻線

t 開閉器

登董曇番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

実727120 38-11781 熱朝過屯1允継電器 実887506

実933955

44-11247

38-23233

電磁接解器における可動鉄心と可

実 821238 41-17696 +電磁接触器 動接触子支持休の連結装買

実732355 38-20353 熱動過電i充継電器 開閉器

実 811181 41-5181 熱動過電流継1註器 芙758528 39-20081 継電器取付具

実888989 43【2210 交i充電磁石 実 819837 41-15241 終端開閉器

特431673 39-4774 電磁開閉器の推作裳ii′壬 実859476 43-12726 外部操作形回路遮断器

芙777123 39-37503 表示スイッチ付回路速断器 実872160 43-24929 回路遮断器の電磁操作機構

実 732345 38-20349 配線用速断器の端一丁装置 実872177 43-25640 電磁開閉器等の固定接触子

実772258 39-36094 継電器取付装帯 実 812263 41-4949 回路遮断器の梢孤装石弓

実777122 39-37502 フラッシュプレーーート付回路遮断器 実 934832 45-32674 開閉器の可動接触子支持装置

実821277 41-17472 熱動過電流継電器 実 915109 45-9468 回路迷器器

実粥4658 42-15682 l回路速断器 実903344 44-30031 回路速断器

実733954 38-21842 押ボタン開閉器 芙747918 39-10460 密閉形栢開閉器

実798720

芙819662

40-30916

41-15240

熟動過電流継電器のリセットポタ `夫‾924262 45-20104 通勤開閉器

ン装置 実934822 45-29933 開閉器の可動接触子支持装置

終端開閉器 実762822 39-25357 回路保護装置

実753783 39-17326 過負荷保護継電器 実別1182

実872189

41-5082

43-27847

熱動過電流継電器のりセットポタ

実779877 40-1469 回路遮断器のハンドル装置 ン装置

実836217 42-9764 電磁開閉器 電磁開閉器操作用押釦開閉器

実861638 43-13146 電磁接触器 実 876238 43-30979 電磁接触器の消弧装置

実 882963 44】6591 電磁接触器の防塵装置 実887493 44-10184 電磁接触器
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ライン物用標準.制御装置
HILECTOL廿Lシリ拙ズ

ラ イ ン杓J‖;別附斗ヒ1;′■-二+土,戸ノ仁+∴セ

ト■之fト′)つと､h.;二上】汁してし､/二のて＼ユしJ～上

′ト′ト亡ニウ(けるき⊥､ノいがふ一ノ/_二/｢いり､

ラント1モ†1こ(ノ)総r一汁t'lt+ち･山一'=ノウ打ち･い

‥-川結グ)子統一
一,｢一卜Jり=Lを川る

と 上 ら∴

†こユゝて吋ミ化を抑j旺し､人仙｡う1･恍帖･ゾ‾)此沖キ

トくトノたもグ‾Jで手,る..

1くfiILECTOL--Lシ+トー1∴土,交ざブ`;一己

↓にiJ如り描か⊥､川′†二流卜Ilり蛸士て,キ十Ll■叶ユ

ニ‥/卜化し,川′;主に心じこれ⊥'いユニ∴

卜肝･ア)ピノしナイ ン ブナT+Iリツ･:二上り斗三

i;■`■一:を川_りkするノノJ七を寸右川しノてユノり】】

イり'な化C7りヾさい=こ㌻旺代テ･一丁′しノ.l_51叶t川J

声Iti佗′■に中畑宅+土じめ､ご♭望靴代帆二‾∴二､

7■ラス十1ソクノ肌l二慌なヒ一にい由川でき

る心榊7釧｢け)レニい抑Lし-クイ7■J)巾二流

ノIL.こ土仙代駅刺ノーけ)サイリスクレー]■‾十--卜

∫】j■り洲斗ヒこ;′■トニ◆ある(図1)__､

1.主な構成

アナログ州別ヤj諾(女子プてここ吉川捕､丁十

ロク､1【=川終,サイ り てク州i格■)ヒIIH村立

触;†ニさ1:才芸レ′1水人2巾i列1:j:与で1セ･ソトキ仙

化し､丁十ロク■ ユニ･-ノ

ユニ l,+馴址;そニトユニ

_ユニ トノ_〕ト†〔_二て⊥卜けに.上

アてTコ ′ ウ ノ_J‾,ぺを･卜木川し

.J上;i′■-'_祇】■■`【
しノ でアート7 トー_⊥

1､r】■1+i拉ノ｢1:ヨニ‡ウ拙1上でさろ上

l,-1十イIj スタ

ト,′1し岨州抑

ろ F_ごルナイ ン

ている_
_Eた,

ヒー､;二王 り11小也

-ノ∴二3什■榊亡ノニ〉

十1川一三一三!二言川.;左仁･叶二仙Jノr･lィJ

2.主な特長

(1)マイ十′し--フヒL′･ごノ.に盲六川川刊系プ‾)

叶に【いキ‖いし?‡山`【にさ石こし▼-一卜r川仕りFl壬け終を

り一-】 いるたダー､

(;り ノ■にi7て川糾こ心りこ態亡ニノ｢汁十る肘=抑糸ク‾J

l‾.`J■=什ご土`-しこi六仁一;L蛸′-こ叫ヒトi仙三山千‡が推しl_

=J)巾f占こ`■に+叫称ノ)ヤさi太東什か+_■川J二と

-▲ 7
/⊥､てJ

(C)lソニi7て仁一ソニ旦!レ)心IノウL工かなしl

(2)十卜いノ ア､夕∴′!ユ1ナキト:コミいた丁十ログ

′し･-【/ノ)卜椚ノし--‾7十_L･ノウが､′＼■ネ′し

巾fフ､イ･ソー÷ノ)｢7ンクー･/子批flンて､的中に

一｢･土-
7

ノウ..

(3)十トイ り フ､ク コントローー′し ユニ ト

レノ)川て己亡二上り【糾い【､ほ生ゃ人州.】iに音†】1ii梢†J,

′J■′絹旨い′りトノ･之ひ'イ∴柑ノト′=｢り_卜を卜くトたじ

(4)＼川j.札【吉約‡_iごての一汁+碓により,,l.げ享

ノ)巾卜,仲村J与=りの耕さ城ノ之びJ丸J也朋ヤた

川=川J′‾)乍舶丁■:音を川った｡

･1J､t′二･■と･望什叫慌ノ.に小‾1､ご1こ.･■fl;二･

図i ライン′物用標準レオナード盤

冷間圧延機用標準.制御装置

∴巾,川巾し[4痘恍圭たはセンソ｢7-一

仁iニノ旺慌ち･ヒ'の;丁川り11二一延髄川十j確肌糾J斗左

■;一■-ニヒLて,†.捕州三とイちさ1:竹三を.i仁‾求した

析Lし､仙収･ゾうサイリスク しすナード榊

糾J寸書ご吉を1加丈Lた(図1).こ.

従メ三,1'ナログ鰯,柁他者三吉づj:吉フ1､ビ恍

能別に1北伐されていたハーートウ_1丁を

/｢川プラント1†fイこ〝りよ山Lを了十ち･一)二

土によI),い了-･ル,在叶抑三笠など'りて矢

作帥トニとに壬 とダー､rlり土桁√十川〔化に上る

溺.Tl】】放グ)帆i城,l-i=さ川l淵碓帥ヒご七･シ111(

JrJICパソナーーングり末jl-+ 朋7センフ

】=′)Lk-J一子に.上る】r【i放ノ)ノこ恥う紺iナ械,ヤーご言

‖りP氾粗グ〕多心ケーー∴7､■′し化などイJ中叶作,

丁㍉さ`､〕=件のl｢り卜をIlズlるととい二,一1iL

た恍畔化を推進L人帖な慌能･7)収推を

川ったものである｡比にしりこ鉱ツ三昧J〔

仝什約めなど4七､･ノトを_‾‾1ソ坊碓j圭一J､

リ】き紘き与川叫∫のもじフ‾)1セリト,六法.一言書

小のも♂‾)2セットがある亡.

1.主な仕様

(1)制御‾ん‾式

油性す持分二7十ログ彬静_1い古‡杵‾ノブJ･し

ドローノし ∴由比r州抑十旭ノ払にJ二‾‾〔J州別

巻11寸4鴇:ノ■に税制御一卜′.山上F【j･【j御

(2)+.りこ十■rいJ丈

上ロー′しと一也1托慌ぐノ.ニイ■-)ゾ‾)ときは,

卜ii+の41州二1】1いJkとち･る.___,

(a)1r巾-1し地肌締り寸書ご去

(b)1榊一トロl-ル｢1iり御づ寸話

(c)11】′IF-イー▲一粒叶く柑≡｢‡棚卸て揺

((l)11j7事i【ん拉1f蛸馴州卸1:了:右

2.主な特長

(1)油性,`.にJl+′.Lこゴiてい之び放1二rこ′･三などの

匡= 冷間圧延機用標準サイリ

スタ レオナード制御装置

逆転状態は希望別売Ⅰ由のテ汁器バネ/レによ

り当主小1:三:工手比ができる｡

(2)終帥′心原の接人,Lや断ノ女びアナ

ログ川路の.隷従が集中操作できる｡

(3)アナログト]川各,糾滋サイリスタ,

帥助‥ し-,臆視繋の4巾をワンパッ

ケージ化Lたのでヤ書芸而数が什乞i城Lた.〕

(4)一吋Jl=/イナード シミュレータの抹

川により引二l勺√試験時‡‾托j及び_呪地朋空知､f

lJりの有朋†～iを川った｡

(トトソニJ注射l三l叶穣一iに小二た4こ汚lい
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日立新形回章云リミット スイッチ

クレーンの如引災丁う‡;;√‡の†二十さ碓および巾

｢iり付二吊の仲川を行なう場で㌻には,その

汀J途に応じ抑々の■j ミ､ソト スイッチか

拭川されてし､るが,制御が偵推で検出

要素の多いクレーンには,刺仰が碓′j三

で1女仙な回転りミ･ソト スイ･ソナが多く

才末川されている√｡

【!うてご妄望作1叶では､〃王水の†叶転りミ･ソ

ト スイ･ソナグ)小形化およぴカム∫粥プt享たク〕

概略化を図った新形L叶転り ミ､･ノト スイ

ツ子グ)同党与進め,製.1.■.化をノノ`加klノた｢.

1.主な特長

(1)フレームはこ与川川,で､りミ｢巾桁で従

来J†i】-の杓60%に小什ラ化Fノているので抑

什ス/ヾ---スを′トさくできる._.

(2)女川叩一度の朋斗ぎたは1＼1甥こナット1州

を7経めるだけででき､またr勺;‡Ⅰ;には大

形の日ノバ潅イ寸土を仙えているので朋∃.ぎ汚が純

一1[tにできる.-ノ

(3)軸ノ壬には含油竹三1紘結†十朱ブッシュ

を一山FJLているク)で,汁油か不安で寿

命か土工い

(4)ヰこ休はげけ川三を.設けるニヒによリ

また消耗r汀】(カムスイ､･ノ＋■)は従来117-

ヒ同一 一で/J二子別■牛がある_

(二5)以外形を標叩主とLてしlる_.

2.主な仕様

(1)形 J-〔二ZNJ.-T2

(5接∴⊥,く卜勺.r駁)

ZNJコーT2

〔10指∴一.(tノ､J械)

(2)接点1L桁:AC 440V 3A

DC 220V O.1A

(3)11ミ糾如空:50rpm

4)上I.粥た杭州

ぐa)
べg｡

0-～300壮

3.動作角度の調整

カムは2柁が一一組になっており特殊

ナットを1仰1ほ夏める7ごけでスライドで

き､的中に動作角性の.洞卓告ができる｡

またカムは必要に応じて軸より了一郎寺‾tに

荊脱でき､加⊥根にそってノJl卜上するこ

とによi)什古の動作角J空を狩ることが

できるようになってし､る｡

克之終iて貨のカム部分には人形のH催枇

と肘壬卜を州jえており,動作杓性の一泊繋

が竹上ilにできる.ようになっている√_,

′lト【′二こと･望什叫舶...】-十卜※Jて【;二〉

(b)

L

回l 日立新形回転リミット スイッチ(ZNJl一丁｡)〔(′aパま外観,(b)は内観〕

ゝ

日立漏電しゃ断器ES-50,同100フレーム

j迂f卜､`.一に1もは仙川なエネルギーーi悼と

Lて.あらし′pる上掛叶で恍々な形で仙川

されており,我々のHノ.甘り二i古に欠かせ

ち･いものとなっている｡LかL,二の

班別なノ.一己1こも一歩そク〕収拙い‾ノノを請呉る

と,悠ノi丘による人身小拍や†届′,にによる

火ジミー‾l]i■牧なビノ】よわぬ災′.至;を柑一水し非ノ.こ;一

に危牧なものとなる.､

｢′.に1t.設備技術+.川仁王_+及び｢′方肋安全

杓生規則+ではう‾一に1(を仙川する場所で

1‾､い二危粉な場戸什にはi届うーにしゃ断-;チ詩を-;辻

‾ロヂト㌻ることが兼務づけられている｢､

日立製作所は従水からこれノブに過L

たi届`.一にLや断岩詰りり川l語王手九､維什ラて〉を数

多くj去り=Lているが,うー仁lり,り三に根

付けや紀線が谷易で†主.いぺ+すい 一†本形

漏一正†ノや断器を1ii+充Lたグ)で1ユ‾ドに紹

介する｡

1.主な特長

(1)砧悠J空,.亡'7i也で,碓1克な刺什

鋭娘な一三;木=変流器によりi侶′.にに.上る

漏れ`】‾に流を碓`文に仲山し,悠性,王立与正伸二

以卜にち･る･と‖刺､トニ川路をしゃ即する｡

(2)1Tこ丁で`ノこ乍ないり縄付.稚

†生れた臼_‾､■仁ヒユースーフリーLや‡析旨こさ

表l 日立漏電しゃ断器ES-50,同川0フレ…ムの主なイ士様

フ レ ー ム ES-50 ES▼100

極 致 3 3

定 格 電 圧 (∨) AC 2ZD AC 220

周 〉度 数(Hz)

定 格 電 ン充 (A)

L や 断 容 量 (A)

50,60共用 50′ 60共用

20.30,5D 75,100

2′500 5′000

定 格 ど護 摩 電;荒(IllA) 30

動 作 時 間 (s) 0.11よ内 +-----------J.ヲ誌
過負荷,短絡保護素子の有無

通商産業省型式認可番号

あり l あり

骨 4ト697l てず4t-7365

108

の作臼巨もー姫仙r一ているので,湖`i盲はも

ちろん過‡与荷､乍㌧主純などのLリ=桁一打枚も

1Tこ丁で完全に化さ.獲できる｡.

(3) コンパクトで似いやすい

Lや斬首;主とi届′.二に検汁1岩こさが一一イ本となっ

ているので,ヤ指への枇付佃枯が′トさく

なると と い二門己練が的中となる｡

2.主な仕様

臼_丘i届`,にしゃ断昔旨の主なイ⊥椛は表1,

2に,外壬睨は図1に示すとおりである.｡

(Lトンニこ出什川l商-l■'--J-ナ某邦)

表2 外形寸;去(mm)

ES-50 1ES-100

A 80 90

B 200 230

C】
6D 78

D 毒 84 100

図l 日立漏電しゃ

断器ES-50フレーム
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日立在庫管理機KM-200シリーズ

･呪行100ンリ〉-ズの_rii_L二什jイ川咋ミニ‡り与
恍は,事彷所や瑚ノ馴二おいて竹某や脚

布かノ〕の在柿間でナせに,恥をiう_なキー一抹

作で宙ちに村･-ii照会ができ,即老‡でき

ることが特上主であり,小･′+､介某rrりけ

に眼光されてし､る｡

新製■丁■t-KM,200シリーズは,100シり

一ス'の思想を′壬け継ぎ,しかもユーザ

ーーf亡弓か`二_〕の要ださを人巾.ミに掠り入れた/i三

川符f■蛸足のゞニノ上1L汁kとLて,人いにナ山i三

l!kノょしていく占｢i何であるノ､KM-200シ

リーズ♂〕対敏ユーザーとLては,ご皇望.i辻

ツ∴ ぷ川抑キミ,敗′ノ■己れ柄院､1く助吐_紫

などを忠1j三し,それぞれでりす邦.1r‾.一一件即､

‾‾】二fl】をi弓ニュ二Ⅰ書1,l軌Fi川二伸官印､十約符雌,

lF‡]†干せ符雌のでナー叩†とを推進することを

=的とする(図1)こ.

1.おもな特長

(1).～‾.∫】番8けたf′1由コーーートーノノーン(でコン

ヒュ一夕コードがそグ)まま仙川でき,

祇テ【プリーーダ,パンチを接続するニ

ヒによリコンヒュー一夕のオフラインよ.【ふ;

‾人伐とLて仙川できる｡.

(2)･.■r己,番ごとグ)データは3巾目圭で

吋f氾であり,7山車放二王lと,人坤トータル,

山師トータルかとれる.〕また他のデーー

タを11=巧けるタイプも札占二されている､こ.

(3)′怜蔀慌能ヒして､コードソートと

データソーートが可能であり,か味あり

コートを心安に心じて桁1ヒすることに

よl),什人-;別り入神 ㌧こ衷,jこオ料別/1三

†`1i-▲■!そ:こ2壬,仁仙別イ竹一章主･1.ジュ去など什止

に作成できる.=.また,テ∴一夕ソ･-ト恍

他に.上り-1-‾‾仙ノれ･【とこ夫や.砂利〃Jil■山

大,.■州･ト:〇71)多い順グJりて卜､ノ‾些に少な

し川F享7Jリストも作収でさる.､

2.おもな仕様

(1)fi㌔.れコーート:8けた

(2)放ぎ-1主:7けた-ト杵サ(1けた)

(3)粁+二∫川=1:拉ノく3J■糾ニー=叫;イ=tト

人一汁,州∫汁)

(4).山ユノヂf二}_.1:1,024～4,096.行け†

(5′)人プJ:10キー､フ丁ンクションキー

(6).【FトブJ:去ホ,ブりンタ

(7)粍他:人仲,ト州i,八州ii.汀⊥1二,

/川川くi仝,■汀一杯.妄辻iこ▲■∴山添,坐刺.1∴､

ノンアド,検頼,粍算.

(8)オプション:紙テ

ンナりIS7単位,テレ

束イ射胡｢訂】番など

-ブリM夕＼パ

リクス6単位)

(9)う三訓示:AClOOV

(1¢ ノくきさ:帖1,330×喚行700×rて■ごiさ

802(mm)

(11)巾吊:115kg

(12)仙川条什:0～40⊃c

lfトンニt空･川叫 コンヒニュー-一夕ち1

脚■

図l 日立在庫管理ヰ幾(KM-200シリーズ)

AN650形日立プロセス ガスクロマトグラフ

プロセス ガスグロマトブラフは,了i

油拭こ空･望,イ√油化′､i/:お.よび各帥.‡■～i分十化

′､i/:__1二‾菜におけるJ:∠応ブロセて■-l--の成分

漉J生や,三杖ヨ湘,1モ拭1二某に才一jける終帥

りこ丁子か'スリ1の成分膿性を数ppm～100ワ方

のJJ二矧什=二わたってlノ1女川(Jに.汁糾する

多成分地紋分析i汁である｡トトニ仁ブロセ

1 かてクロマトブラフは.その什能と

丁∴汁【‾;如州三に_よI)多くの如′▲り三純を収めて

し､るが,二のたびデザイン,樅能を一一

新し,AN650形プロセス オ､スクロマ

ト ン■'ラフを新ヲ己克した｡､

l.おもな特長

(1)分析器はd2G4の耐拝ド.〃僻仙左で,

1純増‥斤にも設;?l仁できる(図l)し.

(2)分什旨三をとプログラマを高性に約束

化,小形化Lた(図2)｡

(3)分什汗糾舶1.l▲柑のf+`‖り空が吉卜旨芹三iで土;三;i二

視できる｢,

(4)キャリアか､ス舟遺言_三托が了召川t,か

つ触す,ftrりでできる従流品プノブ〔を採印し

ている｡

(5)分析i馴巾比槽のラム-Lほ制御系はSCR

を川いたサール

熱l二〃J卜旨｢主を怖え,

ソリリトステートでノl担

†∴り州卜,′左全件がテ∴i

しヽ

(6)タイマは光′Tiご:Jじタイマで,前分解

下肥で-さ′上1ヒ+土′とざ易である=.

(7■)フ､イ･ソ十･/+グ)り+絶えでスパン亡7‾)

校_汁二が的_仁一j-tにできるご､

佃)ヒ､-ア ホルダ′)肘i-jにより北川.さじ

きふ‾卜て■才い■.･二,て亡紬ができる._=

(9)多数グ)維l.掛∴り三づくカラムナ川+こと

サン【7■■リン デ比附か川止されているこ.

2.おもな仕様

(1一)仰-■l川ン･じ:熱f∠二鞍手く法または水素

炎イオン化扶

(2)分析対穿こ:カラムfん‡,佗が50､一150

qCで1川千可能な1t休または液体

(3)i州左流路数:J王之大6

(4)州フ‾こ成分致:姑人12

(5)レンジiさ;主1.立話詩数二f計人12

(6)如けた計糊二1,2,3,5,10,15,20,25,

30,40,60分グ‾)いずれか

(7)仲硯件:フル スパンの±1%

(ビl-ク伯棒グラフのj湯f㌻)

(副 ′i一に 源:AClOOVまたは110

V,50/60Hz
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図l 分析器

[司2 プログラマ
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75kW油冷式スクリュー圧縮機.

一呪打､油ごて}式フニクリユーしL抑恍｢士---い
?;Er綿毛とLて,125kWかごっ240kWまで

･プニー6恍帥かぁり,土イこ碓キき業界をはじ

こわ,f紳仁･1㌍こ′}一三‡三の刺ノJ淋として†小†了
されている.

二〔′二けこひ＼卜.言+粍帥にノ+ル∴ ノト?こ立l二

う瑠ジ〕一ぷ紫に応ずるため,75ktV油i了ナ式ス

クリユ‥t仁純化 rOS-8)をてノこbkLた

･プ〉で以下に紹介する(区=)おもな什

はは,表1にホすヒムりて･･ある.⊃

1.おもな特長

(1)小椛はコモンベーー1_上に,†iて附:三笠

イゝ休､油分惟器,州ごて川一計注さ;よぴ′.‾に刺

粍を恥馴ノ,仔細機ヰこ休ごま,油分雑器

卜に才…引立されているし したがって,′′:ウ

1i｢i三桁.∴帥～一言享七してグ)低能をすべて川旨え,

か/),コンパクト化､ユニ･ソト化され

ているため,据付両村そか少ち･くて析｡み

う墟搬税地桝付か?言場で,椛抄性に1･:キん

でいる二

(2)トl油化宅ヰこfヰこは.`.一に土地慨±Ⅴ/くルト

により址軋【i,.即上靴され,j‾■ごり也抹】1中を仙

川Lていち･いた〆〕,i‡t石越川虹にもかか

わL●っず∴旭【■■ぅ二〔ユ89dB(A)以下でりし騒吉

である‥.

(3)モータ側フ‾--りプ〕モと雌により,50/

60Hzriij- イl二様に1‾ることかでき,口_-f二.しj_1

い+三プJ8.5kg′■ノ亡m‾‾gシト)什はにいいこられ

亡卜二

(4) 寸法卜1一三抑で糾瑞-ミそことを轄印加て+に円己-L乙ら三

しているン七夕)､松純なう川平を要せず｢】
′【【

】1点検,す-バムーーー′しち･どが7宗易であ

る二一

(5)ケーーシング内に油∴をL;Jよけた､い

わい)+るr勺丹1巧止千言=ノ∴ぺをj末川し,恥骨碩

プ〕r.Frjk少にうチめ､油iんト与れプ)tりて拒什グ)少な

し､イ∴柑什あるJ_一三耕恍とちl一ノている_ノ

(6)仙1‾､■+三の子山分枇,川収ノJ‾J〔キ才討IJL

ているプ)て,fl‾lりナ離.汁fエーi血言出子安の吐=L

`ノニウてく川一に汁まれる紬Ⅰシ7Jf.邑一己人_㍉壬ご土きわめ

てメ1すかである._

11卜i公ぺた土ノ=∴ 小.｢J三縦恍J三′卜形

f三笠とLて必要乙･粍能を十べて怖えてメj

り,順■∴■二が帆くj‾.しミ1恥うこ∵少ち､い･二7)でりiと公

棚篭汁こことrノて,
一1〕川ミツ川しノ‾ノ多くご′ノウj､

汀!ナで心拍二いf.‾帥■†三が川け､1三きれている

(1トンニ;立川叫 ‥`れL…･J】こユ】･ご汚】ニ､巳

己 3

L転良.｢音

を･-)

←至-♪や準
ヽr,

∧J繁

もどノー

図1 75kWン由ノ令式スクリュー圧縮機

(OS-8)

表1 75kVノン由庄式スクリュー圧縮機

(OS-8)標準仕様

J王

絹

穏を

形 式 OS-8

回 転 数 2′了50†‾｢‾)r†1

吐 出 し 風.塁 ll.5m･弓■1111rl

吸 入 圧 力 大気圧

ロ土 出 L 圧 力 7kgノ■C｢Tlg

取 手及 気 体 空 気

電

動

ヰ幾

形 式 巨FOUP-KK

出 力 75kW

l周 波 数 50･60Hz

電 圧 3′000 3′300V

極 致 4P

重 塁 l′700kg

而寸トラッキング性試験器

IEC(Internationa】Electl･OteCh-

nicalCommission)Publication
335-

1ぐ1970)｢ノ家庭一日ノーに1(悌三旨こさグ)ざ左1モにト対

する推手軽槻桁+に,IEC Public.ation

l12♂〕トラ･ソキング手持数(CTI:C()m-

parative TrackingIndex)が汀丈り入

れ⊥､Jれておl)､175V以上の絶縁材料を

要求しているr〕ム之近は,UL(Under=

lVriters,Laboratories,Inc.)sub-

包と志∵

●
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区】1 6点式耐トラッキング性試験器

(HAT-500形)
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ject 94and 746(1973),さJ〕には,

わか拝lの規桁｢クラスlI`l‾にぅも轄覧器の絶

亮壕梢j左通則+にも花川されよう と†ノて

いる.‥,トト工化収1二紫寸珠J二(≦さ什では,C

TIをf把ヰく打Jに訓Jlヒできる6ノ∴】二式耐トラ

ッキング什.さ∫し験器と従求.iJ-し輪読のウこ∴1､(

を舶う‾ノブ法とLて江[1きれているDIP

式トラッキング試験器を開発lノ,昭和

48年11[]より発売Lた(図1,2)r.

,ズぞ

図2 DIP式トラッキング;生試験器

(HAT-5川形)

1.おもな特長

6点式耐トラッキング作試験器(H

A T-500形)

(1)耐トラッキング作試験規栢IEC

Publicationl12(1972),UL Sub-

ject94and 746(1973),｢クラスⅠⅠ7E

妄硝宝器の絶縁構造通則+才一jよぴ｢電乞て

羊会推奨法+に合致している｡(2)試

験什6個をj托り付け後,回路を動作さ

せると,6個を並列に日動的にi則延で

きる〔特許申請中)｡(3)試験電J土は,

0～600Vグ)範閃で試験片6個各に同
一

電J主または異なる乍邑J王を印加でき,C

TIを了指率的に州フ王できる｡

DIPJい-ラ､ソキング惟試験器(HAT-

510形)

(1)吉Jじ験電圧は,二猿人3kVまで試験可

能であり,高電圧用絶縁材料の評価=二

過してし､る｡(2)試験可能な試験片の

形状は,特に規;主はな〈,､j-i去はう正極

の許す範l川で′トさくてよい(約25mlnX

50mm)｡(3)試験片を耳か)付けた後,回

路を三的作きせてからは全自動でi則走で

きるrT. (l卜よ化成工業株式会什)




