
章癖 簿弓 簿毒 特許 と 新案 転 ㈱〔㈲

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,j弔会･実施のご希望のございます場合は右記までこ

連絡願います｡

■ 軌条道路両用牽引車

間合先:国内関係･日立製作所特許吾β特言午′営業グルーフp

海外関係･日二立製作所国際事業部欧米部

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)

登蘇番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

特 293386 36-17653 牽引車 リ三72S688

実812255

38-14703

41-5844

l一山j用痺リl単にjjける卓輪切根確認

特 294880 36-21674

37-7691

両用車輪車内の軸柿係l卜装i2芋 装‾F壬

特 303735 両川車輪車両の軸和装Li与 rホj用車輪車両における車輪切根確

認装昌一事暮▲

■ トレーラ

登録番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

持 296579 36-20452 車両用操舵仁子号仁ミ連装i2羊 実 728557 38-14202 トレーラーー荷物′安子T

特 296587 36-19612 多軸車両用推舵装置 リ三749963 39-10704 トレーラー鵜沖己装てFE

特 451209 39-27707 大型トレーラ【の懸架装音程 リ三891507 39-14510 大巧-!トレーラーの推紙業吊

プミ727142 38-13303 大巧ワト レ【ラ【 実927648

ラミ948863

45-26882

46-12806

トレーラーの≠丁枠

コンテナ固定装置

■ モノレールカー

登録番号 公告番号 名 称 登鋸番号 公告番号 名 称

持 401686 37-4474 モノ レールカー輸送業石弓 実 772267 39-36523

39-36524

モノレーー1ル可接転轍機

特 401697 37-4451

38-6651

38-6688

39▼4901

モノ レールカー点検装置 実 772268 モノレール転轍桟の支承

特410874

特412404

モノレールカー走行装置取付け取 実 781285 40-5365 モノ レ【ルカⅥ子i車

外L装置 実 788800 40-13367 モノレールカーの子丁車抜取黄道

モノ レールカー用走り装Li′】: づ三792688 40-23178

41-5248

41-10694

コンクリート桁モールド装置

特 429286 単軌道用転轍装置 実809015

実817637

封1‾､工式コンクリート利付ク)コンク

特438424 39¶17456

41-15966

モノレMル転轍器の鎖錠装F壬 リート洩れβカlし装置

特490847 モノレール転轍機 コンク】j-卜洩れ防1卜装言Fこ

特 490849 41-15967 転轍機駆動装2呈 実 848528 42-21125

42-21126

43-8576

跨垣式モノレール中仙i

特 510924 42-16685 碍子枕i條車 づミ848529

実861627

跨蛙式モノレールカーの子丁中結でナ

特 518153 42-21369 モノレールカ【の側輪ばね系 装i;てヱ

特542698

実756900

43-24122

39-19408

39-36522

モノレールカー側輪押付力調軽装 跨式モノレール車の懸架装置

置 実 861628 43--8577 モノレールカーの懸架楽市

モノレ【ル転轍器信号発信装置 実 861633 43-13883

40-5363

扉

実 772266 モノレール転轍機の台車支え 実 869992 モノ レールカー用ボギー子i車

実 728585 38-15837 モノレール用集電装市

■ ディーゼル機関

登録者号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

持 460363 40-14054 内燃機関のピストン冷却装置 実 799700 40-31509 回転測定具

実725671 38-10803 内燃機関の吸気管 実841055

実9313悶

42-13096

45-27460

皆様手

内燃機関の子潤滑油供給装置



転キ㈱ 特許 と新案 鼓 ㈱

日立尊皇作所では所有している全部の特許･実用新案を全て

有偶開放しております｡

二のリストには,日_正製作所■所有の特許･実用新案で,日

_､ンニ製作所が実際にイか討したものの中から,選んで才朋友し､たし
ました｡

なお,岬会･実施のご希望のございます場合は右記までご

連絡願います｡

■ 化学装置

間/会･先

詰
所

電
位

国内関係･日二立製作所特許部特許営業グループ

海外関係･日立製作所国際事業部欧米部

(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 登録番号 公告番号 名 称

柑 454164 40-2958 熟女根器のご皇川三法 実807182

`克914002

39-34943

45-1805

46-5311

デイ7フラムポンプのダイア7ラ

柑 458839 40-8664

41-7153

41-16494

40-13939

水射…ゞゆ傑如力によるj‾J二符装;;√･三 ムそ

約 483771 熟女椎器 ダイアフラムポンプ

ニけ490828

′七782931

撤先口三接におけるライニング分属 実 945982 海水屯角年槽

板グり巧恭方法および装‾こP■壬 帖 504737 39-960

40-1618

39-10414

46-20430

液体燃料iE他の製法

トiiナノ蜜椎式作動装汁■jモ 朽455655

特434464

枯630530

燃料電池

燃料電池電極

連続J上応装置(反応装荷)

■ オートクレーフ

登毒桑番号 公告番号 名 称 登碍番号 公告番号 名 称

1-.f443645 39-21602 多指∫〔仰仁軸対米;;′( 実931329

リ三951093

45-24698

46-17864

斤石払ミ■古庄石器内か〈はん軸の被招

′ノミ740139 38-28906

39､一16237

偲拝業こ;′この回転軸′乏支ヰ'.1‾装‾こi′-: 装l■‡

′j三756885 幣丁て】捕曽梓機の軸封装i;f工取外L装こi一■】: 軸対英ii～壬の同左唾抑え

Tj三826993 41-24164 軸封装;;一`モ ′夫958977

ノ夫958996

46-23166

46-21873

シール液とTl軌皐丁子液加仁亡装言i竺

圧力茶器の軸封装1ギ

■ 蒸発機

登録番号 公告番号 名 称 登毒曇番号 公告番号 名 称

柑 633501 46▼-･20042 テーー′､Mロール式滞隋三一覧発裳;呈-`こ 柑 636685 46-26380 遠心∫〔薄膜蒸発装置

莫 863355 42-21732 横巧望遠心薄暗蒸発器

■ クレーン

登録者号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

才､1‡287888 361-11365 r坊瞳ホLノ/＼ 実925635

芙955565

′実859897

45-20018

46-24438

43-11366

ロープトロリー式アンローダにお

朽 432397 3917418

38-14231

39-6121

40-22205

42-14078

グラブパケ･ソトの開閉巻上装‾旨?1こ けるロープG裾卜替装置

才､‡437451 建築用クワ【クレーーー1ン 押上横付制動装吊

リ三745666 グラブバケット 打専一電磁すテ

づ三789892 鋼塊クレーン刷摘み装i;守 実 889022 44-8906 格動体位置検出装置

′真842585 ロ･ソド駆動安全装措 実 946135 46-11514

44-4544

45-5213

吊_トニげ電石盛ホ

プ三857223 43-9874 給電ケーブル保護装i吊三 実 892974 吊_卜屯磁才fの制御装置

実 884945 44-6673

44-29463

トング開閉装苗 持 581414 クレーーンにおける直i充電源の給電

′真904550 走行車の走行制限装置 ‾方式
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特許 と 新案 藤

日二正製作所では所有している全部の特許･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､日

二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･実卜施のご希望のございます場合は右言己までご

i垂絡原頁います｡

■ 配電盤およびその附属品

妙趣

間合先:国内関係･日立製作所･特言午部特許営業グループ

電 話

住 所

手毎外関イ系･日立製作所国際事業部欧米吾β

(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 登録番号 公告番号 名 称

実 748848 39-9240 配電箱 実 828226 41-23812

39-15011

母線支持装置

実 748844 39-9237 配電箱の扉軸支持装置 実 757686 電子装置部品取付用端子金具

実 859989 43-10104 埋込リード線抜け止め装置 実 748842 39-9235 配電箱補肋枠

実 871653 43-25874 ロック機構付ドアースイッチ 実 74紬30 39-9223 配電箱

実 941993 46-2622 プリント板の取付装置 実838310

実778196

42【5624

40-8895

配電盤における端子カバー支持装

実 939288 46-991 接触器に於ける慌械的相互鎖錠装 置

置 接着巻付形マークバンド

■ 車両および制御装置

登録番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

特 630514 46-20627 パルス発生装置 実 889156 44-11296 電気専制御装置

特 428503 38-24116 交流又は交直流車輌の主担ほ各接続 実 841912 ゼー13080 電気連結器

実 775639 40-3295

40【2027け

車輌用空気速断器 実 772279 39-37834 車輌用達断器外符

実 795212 車輌用交流直流切換開閉器 実 942775 45-15449 計数装置

実 894040 44】18327 車輌用断路器 特 606096 45-34963 電気車の制御装置

特564820

特408616

44▼3293

38-260

半導体チョッパによる電動機制御 実 781243 40-11308 フロソシェフ0ル磁気増巾器

装置 特 594556 45-17106 磁気増小器

電気車制御装置 特 628246 46【16689 チョッパ制御電気車の過電圧保護

特 479298 41-2644 電気車電気制御装置 装置

特404902

実936735

37-9630

45-32679

ワードレオナード方式における制 実 907945 45-1850 電気専制御装置

御装置 特 622560 46-6724 車輌用軸重可変装置

電気車用しゃ断器 特 603734 45-28210 定位置停車装置

実 782919 39-9327 電気車の故障車番表示装置 実 紡0061 43-13145 電気車用しゃ断器

実 881374 44-1291 電気単利御装置 実 939249 46-2176 方形波発振器

実 771651 39-34447 自助式交流発電機用制御装置 特 567190 44一柑782 弓滋気増幅器回路

実 912617 45-6891 電気単利御装置 特 508380 42-14775 直流電動機制御装置

実941971

実768478

46-5193

39-30940

周波数‾電圧変換装置
l特583290

4ト7484 電気単利御装置

車輌用単位ス.イソナ補助接触部 特 286698 36-10756 電気単利御方式

実 836484 42-4671 電気車輌のインターロック装置 実 804690 40-35926 車輌における電線樋

特 457620 40-7928 電気車の電気制動装置 特 636632 46-24403 自動運転方法

特 553331 44-6297 直流電動機制御装置 実 射5959 46-8646 砂撒装置

特 555832 44-9790 直流電動機制御装置 特 606065 45-34287 自動運転方式

特 564066 44-18026 電気車制動制御裳置 特 533406 43-10711 電動機制動方式

芙 915128 45-10247 車輌用風遣装置 特 533405 43-10710 電動機制動方式

特 429855 39-4908 速度照査装置 特 268638 35-4603 空気バネを有する車輌の加減速規

実 941891 46-21 秤量皐底蓋開閉装置 正装置

特 275488 35-10355 電気車制御装置 実 860032 43-12091 磁気マルチバイプレータ

特 508378 42-14776 直流電動機制御装置 実 554277 36-15581 電磁弁

特 520452 43-962 電気専制御装置 実 765890 39-20945 車輌用接地検出装置

実797580

実910537

40-26484

45-4758

電気車制御装置におけるカム軸制 実 795131 40-22883 構圧軽減装置の改良

御装置 実 772237 39-38041 電気機関車用横積卸式蓄電池箱

インバータ装置

実 765923 39-26689 自助式交流発電桟用制御装置
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日立評論 VO+.56 No.7 709 q

日立ディップコート用エポキシ樹脂

1立r･,′i宜ムミ部品を絶j壌,

目的として液二状寸封脂によ

る方法の一一つにディップ

法がある｡本i去はモール

防湿などを

りモール卜す

コーティング

ドすべき素子

を揺変性をもった一対脂中に浸せきし,

素子表面に樹脂を塗布したあと硬化さ

せる方法であI),作業性,経済件の面

から注形法に比較して多くの利点があ

る｡

ディップ コート用樹脂では,過度の

揺変作が壬長崎問保持されること,すな

わち可†如引さりの土主いことが作業性の点

図I KE-561で処‡里したコンデンサ

で特に重要であり,従来のディ､ソブ コ

ート用エポキシ一対脂の問題点の多く も

ここにあると言われている｡そこで今

回,可使暗倒が長く,作業性の良いデ

イ､ソブ コート用エポキシ1封脂KE-561,

KE-563FR(難燃形)を開発した｡ま

た,KE-561と組み合わせて使用する

フイルム コンデンサ含浸用エポキシ1封

脂KE-560も併せて開発した｡

1.主な特長

(1)KE¶561,KE-563FR

(a)可便時制が長い｡

(b)硬化性がイ変れている｡

(c)耐薬品性が†垂れている｡

(2)KE-560

(a)含浸性が1替れている｡

(b)硬化性が優れている｡

(C)電気特性が優れている｡

2.主な用途

(1)KE-561,KE-563FR

コンデンサ,抵抗体などの被覆

(2)KE-560

表l ディップコート用エポキシ樹脂

KE-560,KE-56l,KE-563FR特性一覧*

項 目 KE-560 KE-56l KE【563FR

半占 度 (P) 0.8 400** 1500*斗

揺 変 度 6.9 6_0

可便時間 (h) 30 24 10

硬化条件 ぐC/h) l柑/l 120/l -30/l

誘 電 率 3.8 4,7 4.7

誘電正接 (%) 0.4 0.6 0.5

体積抵抗率(n･Cm) >1015 >101∴ >】015

絶縁破壊電圧(kV/mm)

吸水率(%)

2D 20 22

0.19 0.08 0.06

難 燃 性 94V-0

注:書 250cでの特性値
**

BH形粘度計,2rpm

フイルム コンデンサの含i豆処理

3.主な特性

主な三拝性の一 一例は,表1に示すとお

りで､ある｡

(臼_､エ化f戊.‾Ⅰ二業株式会社)

ガラス紙エポキシ銅張積層板(MCL-E-63)
高密度の両面スルーホール印刷配線

板には,普通ガラス布エポキシMCL

が使用されている｡これと同様の性能を

保持し,且つ経済′件のあるMCLの開

発要求が強くなってきた｡この要望に

応じガラス紙エポキシ鋼張栢層板,M

CL-E-63を【凋発した()MCL-E-63

は打抜き加工ができ,スル【ホールめ

っきもできるため,これを使用すれば

加二エコニ数を大幅に削減できる｡

l.特 性

表1は,一般特性を示すものである｡

MCL-E-63は,NEMA FR-3,JIS

表I MC+-E-63一般特性(測定値例:板厚l.6mm,35J`銅はく)

試 験 項 目 ■ 単位l 処 王里 条 件
*

性 能

はんだ耐熱性(2601'C)■s

l

引きはがし強さ:kg.′′′cm

A l6D 以上

D-3ハ00 30 以上

A l.6､-l.9

260]Cのはんだ浴に10秒浮かべる l.6､-I.9

曲げ強さ:慧喜計g′ノmm二
A トーしヒ22

15､20

n-Cm体 積 抵 抗 率 C-90./20/65 十C-96/40/90 7､9×】OL`

表 面 抵 抗 ∫1 C-90ノ20/65
十C-96/40/90!2へ5‥く10‥

絶 縁 抵抗

誘電率(lMHz)

n C-90/20/65 十D-2/100 4､7×10川

4,5～4.7C-90/2D/65 ＋D-48/50

誘電正接(lMHz)

吸 水 率

C-90/20/65 ＋D-48/50 0.023～0.025

0.13～0.16
L 撃__ E-24/25 ナD-24/23

平寸燃′l干し⊥堅塁_→S A し
い〕3

(U+垂直法)･2【司日 0～4

;主:*欄中Aは,受理状態 Cは時間/温度/湿度(恒温恒湿処理)

Dは時間/温度(浸水処理)Eは時間/温度(恒温処‡里)

PElの特惟を

満足し,また耐

熱性,1電妄も特竹三

はNEMA FR

-4,JIS GE3

の特性をも満足

している｡

2.特 長

(1)ガラス布エ

ポキシMC Lの

スルーホーノレめ

っきはドリル加

工によって行な

われてし､るが,

MCL-E-63は

打抜き加工によ

120

100

∩)

0

0

0

(
M
〉

丘リ

4

2

(
ヱ
叫
ぎ
糾
鯛
十

注:板厚1.¢mm

紙エポキシMCL＼

MCL-E-83

20 50 100 150 200 250

温 度(OC)

図IJ享さ方向の寸法変化

ってスルーホールめっきが可能である｡

(2)紙エポキシMCLに比較して厚さ

方向の寸法変化が少なく(図1),圧砲

弾性が低いため,スルーホールめっき

の信束則隼に憤れている｡

(3)ガラス布エポキシMCLと同等の

はんだ耐熱性を有しているので過酷な

加工条件にも耐え得る｡

(4)自消′性タイプでULの94V-0を満

足している｡

(日立化成二L業株式会社)
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無電解めっき用各種自消性紙フェノール銅張積層板

(MCL-411F,MCL-421F,MCL-431F)
テレビ,ラジオなどの民生電子機器

用印刷配線板は安全性向上のために自

消性タイプであること,また作業能率

向上のために打抜加工性に優れている

ことなどが必要条件となっている｡そ

こでこれらの要求を満足し,且つ無電

解めっき性に優れた新MCLシリーズ

を開発した｡

1.特 性

表1に示すようにいずれもJIS相当

規格を満足し,File No. E42956で

UL認定も取得してし､る｡

2.特 長

(1)部品の自動挿入のために打抜き寸

i去収縮率を′トさく し,常i且打抜き加工

性に優れたMCLである｡

(2)自消惟タイプの欠点とされていた

無電解めっき性を改良しているので,

片面スルーホール印刷配線板にも適し

ている｡

(3)自消性タイプでいずれも1.6mln板厚

でULの94V-0の認定を取得している｡

(日立化成コニ業株式会社)

表l 無電解銅めっき用自消性MCL一般特性(板厚l.6m¶,35/J銅はく)

試 験 項 目 単位 処理条件-
MC+-41】F MCL-42tF MC+-431F

(+lS PPl) (+】S PP5) (+lS PP7)

は ん だ耐熱性 S 2600c 5以上 5以上 51よ上

卜8

-.7

15

12

l.2×10Ⅰご

l.0×】0､

4.9

5_2

0.041

0.053

2分異常なし

引 きはがL強さ kg/cm

A

Sz

A

l,8

l.7

I.8

l.7

曲げ強さ
貞縦

｢頂
kg/mmご

14

ll

15

12

4.2×101∠

5.9×10ト

4.4

4.8

0.039

0.044

2分異常なL

0.80

絶縁抵抗

誘電率

(lMHz)

誘電正接

(lMHz)

n
C-90/20/65

同上＋D-2/100

8.3×101､1

2.3×10‥

4.2

4.5

0.035

0_043

C-90/20/65

同上＋D48/50

C-90/20/65

同上＋D-48/50

而寸トリクレン性 A 2分異常なL

0.60吸 水 率 % E-24/50＋D24/23

A

E-168/70

0.90

自 己 消 炎 性
S

8い～19) 7=､16) 8(ト19)

(UL-94V一り 9(t～19) 8(l～I8) 9(トー20)

70以上打 抜 ASTM 占 常温(250c) 801ソ上 701江上

加工性;実用打抜 3分加熱 40--800cイ菱 50､900c優 50～900cイ憂

;主:*欄中.Aは受王里二状態,Dは時間/温度(さ量水処理),Eは時間/温度(恒温処理)

Cは時間/温度/湿度(恒温,恒湿処理)

化物磁性材料｢フェライト+

酸化物磁性材料｢フェライト+は,

永久磁石から磁気記録,ラジオ,テレ

ビ,高周波通信に至るまで,金属材料

では得られない優れた性質を利用した

極めて広範囲の応用がなされている｡

ここでは,現在日立金属株式会社で

生産中のもの及び新たに開発きれた製

品につきその特性を簡単に紹介する｡

1.異方性ハード フェライト

最近の拡声器用,′ト形回転機用など

の高性能化の要求に応ずるため,磁場

中成形による磁化配列の異方性化,組

成,結晶粒制御など製造条件の検討に

より表1に示す高性能ハード フェライ

表l 異方性ハード フェライト磁気特性

ネオ 賃

特 性
Ba系 Sr系

残留磁束密度 月r(G) 4′00D～4,20(】 4′000--4′ZO(】

保 磁 力 〃c(Oe) Z.080～2.300 3′21〕8､3′700

最大磁石エネルギー積

(β〃)max(G,Oe)
3,7､4.1×106 3.8--4.2×106
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卜を開発した｡いずれも残留磁束密度

が大きく,Ba系では特に低コストで品

質の安定性に優れ,Sr系は特に高保磁

力で子息度特性に優れるなどの特長を有

している｡

2.高密度Mn-Znフェライト

鼓近オーディオ テープ デッキなど

の高級化に伴い,テープに対するヘッ

ド摩耗の少なし､フェライト ヘッドが採

用され始めた｡表2はヘッド用材料と

して新たに開発された高密J空フェライ

トの特性を示すものである｡特にほぼ

理論限界値に近い高飽和磁束密度で高

透磁率を示し,高密度で空孔などもほ

表2 高密度Mn-Znフェライト磁気特性

項 目 特 性 値

〃′･(10kHz) ≧13,000

凡｡ (G) 5,000

〃r (Oe) < 0.02

d (g/cm3) ≧ 5.06

p(n-Cm) 2.0

rc (Oc) 200

とんどなく加工性に優れるなどの諸特

長を有している｡

3.マイクロ波用ガーネサト

マイクロ波,ミリ波での通信機器に

は,サーキュレータ,アイソレ【タを

はじめ多くのフェライト応用部品が使

用されているが,これらに適用するた

め表3に示すガ瓜ネ･ソト系材料を開発

した｡CaVIn系は特に高周波での手員尖

(』〃)の小さいもので,GdCaVIn系は

特に飽▲和磁化の温度変化の小さいこと

を特長としている｡これらの特性は内

外を通じてトップレベルのものである｡

(日立金属株式会社)

表3 マイクロ;皮用ガーネット磁気特性

特性
材質 CaVln系 GdC∂∨‡∩系

47r〃5(G)atzoOc し000へl,400● 45D､畠50*

4よ眺dて諾と(%′qC)

l
≦0.36 ≦0.05

d〟(Oe)at 800MHz l,4､2.5 30､一40

Tc (qc) ､180 1-180

)主:■任意の備に制御可能
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日立都市ガス脱水装置

都市ガス脱水装置は,ガス中に含ま

れる水分を除湿するためのもので,高

i且多湿のガスを冷却し,ガス中に含ま

れる水葬乞iを凝縮分離して乾燥ガスを

供給する装置である｡本装置は,ガス

を一定のi温度まで冷却する冷却装置と,

冷却されたか､ス中の水分を分離除湿す

る分離装置から構成されている｡

本装置は,都市ガス中の水分をあら

かじめ除去するので,配管内に水がた

まらず,従米バキューム カーで定期的

に凝縮水を才呆1放していた手数が省ける

こと,水蒸乞ものi域少によi)バーナ及び

配管内のさびの発生を最′川眼に抑えら

れるとともに,発熱量も増力ロするなど

の効用がある｡

主な特長

(1)冷却によって凝縮した水滴を高い

分離効率,帆圧力‡員尖で分離するので

装置が最′ト規模で柄む｡

(2)自動逆転及び制御装置が完備して

いる｡

(3)ガスが流れる部分には,駆動機器

薫

や交換部品などがないため,それら機

器の予備品の必要がなく保守が答易で

ある｡

(4)洗浄及び清掃などが容易である｡

(5)全国的なアフター サービス綱が完

備されており,運転及び保守指導など

のきめ細かなアフター サⅦビスを行な

っている｡

図lは,最近納入した装置の一例を

示すものであり,本図は日立ターボ冷

i束機を使用した脱水装置である｡本装

置は上記の特技のほかに,

区Il 日立都市ガス脱水装置

(1)装置は50%2系列で構成され,一

方の系列が故障でも冷媒を外部に抜き

出すことなく,他方の系列だけで運転

を続けながら修】空できる1｡

(2)ガス冷却器出口温度は,負荷変動

があっても速やかに規定値内に入るよ

う コントロールされる｡

(3)無負荷運転が30分以上可能である｡

(4)馬蚤音は65ホン程度で静粛である｡

等々の特長を有する｡

(日立黎望作所 機′.:に事業本部)

テレビ電子同調用日立半導体素子系列

テレビ電子同調梢半導体素子として､

1S2685(バリキャップ ダイオード),

1S2692(スイッチング デイオ”ド),

HS6060(MOS FET) が新たに開

発されたので,各素子の特徴について

紹介する｡図1はオ【ルチャンネルテ

レビ受信機チューナのブロック ダイヤ

グラムを示すものであるが,1S2685は

VHF,UHF帯の同調用に,1S2692

はVHF,UHF帯のチャンネル切換

え及び高周波城と低周波域の切換えに,

HS6060はUHF滞のRF増幅及びi昆

合用に使用される予定である｡

(1)1S2685

シリ コン エビタキシャル プレーナ

形可変容量ダイオードで,VHF及び

UHF帯テレビチュ【ナの電子同調用

に設計された素子である｡容量変化電

圧範囲が広い,Q(性能指数)が高い,

エポキシレジンを使用しているために

耐湿性が良いなどの特徴を持っている｡

(2)1S2692

シリコン エビタキシャル プレーナ

ダイオードで,VHF及びUHF帯の

電子同調スイッチ用に設計された素子

である｡順‾方向電圧,接合容量ともに

小さく優れた特惟を持っている｡

(3)H S6060

シリ コン テ､ユワル ゲート MOS

VHF

ANT

O---一 入

FETで,UHF帯のRF増幅用に設

計された素子である｡PG,NFとも

に世界最高レベルであり,i昆変調特性

も優れている｡

(日立製作所 電イ･事業本部)

UHF

ANT

合一--ト 入 力 ーートRF増 幅一-◆ 混

VHF

SW

合jUHFl
局部発振

漬 ;"､′ここ

蛋､､ミ∨∨三
≒…′…書画≡べ≡ミミ妻:覧≡ミミヨ

う

′当垣巨蔽禁;:′㌻

‾ジ≡､1､VW′■､

を‥‡義琴発蔽ミ⊇毒毒､∧三≡

蔓顔鞄′′5萎墓

裏芸…;毒､∨き′≡寒害遠望
ハ薫撃獲き､≡妻

図l オールチャンネル テレビ受像機チューナ部ブロック ダイヤグラム
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遠隔操縦式日立自動列車運転装置(ATO-R2)

日立製作所は昭和44年より,製鉄所

構内鉄道輸送に使用される液体式ディ

ーゼル機関車(DIIL)の遠隔操縦式
自動列車運転装置(ATO-Rl)を発

売し,構内輸送の省力化に大きな実績

を挙げてきた｡

本装置はDHLに自動列車運転装置

と無線ノ受信機を取り付け,DHLから

離れた個所よりポータブル無線送信機

でDHLの運転を行なうもので,運転

図l 自動列車運転装置

手は自由な位置で運転できるため,運

転以外の操作,例えば前方確認,ポイ

ント切換,連結書芸操作などを兼務する

ことができる｡

今回従来機裡に加え新形いATO-

R2◆'(図l,2)を発売したが,その特長

及び概略仕様は次のとおりである｡

帯を便用した｡

(2)操作シーケンスを改善し,S/N比

を向上させた｡

(3)高利得アンテナを採用した｡

2.ATO-R2の概略仕様

概略仕様は表1に示すとおりである｡

(【..1立製作所 機従事業本部)

1.ATO-R2の特長

(1)外来雑書の影響の少ない400MHz

表I ATO-R2概略仕様

資 嘱 凄 撃､

匡12 無線受信機

区分 項 目 内 容

運自

転動

装列

置車

電源電圧 DC24V

速度制御方式 速度バンド式定速運転制御

力行ノッチアップ 時限進段方式

ブレーキ制寺卸 速度によるブレーキ圧3段一切換

空転滑走検知 自動ノッチダウン及び砂まき

盤
電)原電圧 DC10V

線

送

信

機

送信周三度数 400MHz帯

発信方式 水晶制御

変調方式 FM方式

信号発信方式 メカニカル発イ言

出力 アンテナより100m離れて15ノノ∨/m以下

無

練
受
イ言

1幾

電i原電圧 DC24V

受信方式 スーパーヘテロダイン‾方式

受信感度 入力l〟∨で三雄音抑圧20dB以上

フィルタ NFフィルタ

迎賓舘赤:坂離宮納め

日立油圧エレーミ一夕

このほど元赤坂に喜延生した迎寅舘は､

ベルサイユ宮殿にならい建築されたと

いわれる旧赤坂離宮を数年の歳月をか

けて改築したもので,伝統工芸と美術

の粋を尽し,国賓を迎えるに+lさわし

い華麗な建築様式を採用している｡日

エレベータ内部(金ばくぼり雲母板を内装)
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立製作所が納入したエレベータは4台

で,建築構造からいずれも油圧方式が

採用されたが,特に国賓用の乗用エレ

ベータ2≠iについては,建築意匠に合

わせて豪華なものとした｡

1,主な特長

(1)かご内室は屑･室に金びょうぶの感

じをだすため,金ばくをはりつけた雲

母板を側板に使用する一方,天井も側

板と同様,アクリルに金ばくぼり雲母

板をはりつけた光天井としている｡ま

た天井中央部には,菊花を象形した反

表l 迎賓含百納め日立油圧式エレベータ仕様

射板を設けて金ばくの有するふん国宝も

効果を高めている｡

(2)出入口は三方わくを丹鋼板ヘアー

ライン仕上げとし,戸は丹銅枇エッチ

ング仕上げに金ばくをはr)つけて,か

ごと同様な感じを出している｡

(3)使用目的にかんがみ,特に信頼性

の高い機器を使用するほか,防音防振,

自動レベル補正装置など新方式を取r)

入れている｡

以上,その優れた性能と高信頼度は,

豪華な意匠とあいまって迎寅館にふさ

わしいエレベータといえる｡

(日立製作所 慌電事業本部)

仕様‾-､------､､---------一
区分 乗用No.】,2号機 人貨用No.1号機

l
人貨用No.2号機

方 式 )由庄(HU形) 油圧(HF形) 三由庄(HF形)

積 載 量(kg) 950(14名) l′000(ほ名) 850(13名)

運 転 方 式 シグナル コレクチブ シグナルコレクチプ

45

l

lシグナルコレクチブ
l

45速度(m/min)

停止個所

45

3(B,】,2) 3(B,1 2) 3(B,l,2)




