
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,日立製作所所有の特許･実用新案で,日

立製作所か実際に使用したものの中から,選んで抱掛､たし

ました｡

なお･照会･実施のご希甥のございます場合は,才r記まで

ご連絡囁し､ます｡

■ データ通信

照会先:匝=勺関係･し卜在製作所特許部特許営業グループ

海外関係･【†立製作所い三l際事業部枕木部

て‾E
一読:(03)270¶2111(大代表)

ti三 所:〒100東京都千代FU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

三持572241

特542708

実902590

特544602

44-16087

42-322

44-26417

43-27899

データ伝送装帯のサンプリング方 特564067 44-16938 テープ読取方式
式 実 871685 43-26344 穿孔カ"ド読取裳;葺

荊歩∫(電仁符号の並血列変換方式 特560154 44-13543 光電∫〔テープ読取機の制御ププ▲∫〔

印刷電仁装掛二おける帥j･二選択機

構

穿孔カード読取装置の導電板

特486050

三拝606082

41-10523

45-34508

データ交換処稚システムにおける

集約装荷

並直列変換方式
特547402

特563507

実871689

43-28889

44¶15003

43-26342

単安定ブロッキングオシレ一夕の 特608056 45-34842 誤りチェック方式

出ブJ【口】路構成 特609787 44-170 テー7Gさん孔子ェック方式
さん孔タイプライタマシンフアン 特 585977 44-26339 蛙電素子の電与毛イ㌶号Hl力回路

クション制御方式 特 542750 43-24091 情報記録媒体の送りチェック機構

情報入プJ装置における電鍵選択機

構

特472478 40-24306 表ホ板変換装置

■ 保護継電器

登録者号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

尖902605

特265628

44-25397

35-4272

t山鹿電圧継電器の釈放及び動作電 実 772256 39-37211

42-5904

トランジスタ限時継電器

吐調整装荷 ラミ833286 継電器等のカバー

プッフホルソ継電器 実 880546 44-4056 ′ト梨電磁継電器
特261867 35-67 変圧器保護継電器 特479266 41-5850 誘導円埼形距離継電器
特479272 41-3347 故障検出糾電器 尖 951253 46-13884 限時継`屯器
尖821523 41¶10031 継電器等のタップ埴機構 実 873712 43-27910 電石義継一定器
特 470014 40-22417 距離継電器 一夫946041 46-4929 電磁継電器

実 912163 45-6987 周波数継電器 プ三946006 46-7156 鎖錠機構付継電器
実 834963 4213690 過電滝継竜二器 実 880538 44-1647 継電器

特 555826 44-9931 パイロットワイヤリ レー 実 880528 44-1644 継電器
実 823601 4119093 表)jて片を有する′ト形電磁継電器 ′夫902556 44-24101 電流継電器
実 757778 39-17345 接点圧プJ詞幣装置 プ三902547 44-24347 継電器
実808180 41-3151 小形電一遍継電器 実 877443 43-29565 7く■ラブイン形継電器
実910578 45-4114 継電器川接続プラグ リミ902549

【

44-25400 継電器
尖 951253 46-13884 限時継電書芸 実 873714 43-27911 電磁式タイムリレーー
実790894 40-20304 二重動作誘導円筒JFき継電器 尖 903358 44-29420 継電器
実 789925 40-18753 誘導円筒形過電流継電器 実 936737 45-30431 コンデンサタイマ

実 951153 46,17905 電十式継電器の引出機構 実 798688 40-30015 継電器等の接∴‡装置
実791392

特431936

40-25372

3916467

∴和議導電動機の欠相運転検=装 実 873693 43-27914 誘導円筒形継電器

詳こ 実951153 46-17905 電ナ士じ継電器の引出機構

∴窮動作継電器 特252889 34-1233 誘き薄型継電器の限時特作調軽装帯
実 797596 40-30676 接地距離継電器 実 772250 39132579

4016785

44-249

継電器の打苦防‥二装前
実別7798

実795209

41-10751

40-23312

継電器計測器等の｢メっ部機構の引出

業主昌三

継電器用タップ怒定装置

実781341

特549824

ワイヤス7■リングリレ【の軋▲線接

紙装置

逆進継電器装置
尖853817 43-6603 電子式計器,継電器等の7Gリント

板装着装置

実 867464 43-19696

l

電磁開閉器
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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,選んで掲載し､たし

ました｡

なお,照会･実施のご希望のございます場糾よ,イ丁記まで

ご連絡晩巨います｡

■ 製氷機

照会先

講
叶

に

主

′■-

′1

川I川村係･臼一ウニ製作所特許部特許′さニミ･砦グル

海外問イ系･日二､ンニ製作所山際事業部低木部

(03)270-2111(大代表)

フ〕

〒100‾束京郎‾r一代‡i似二大印J･2-6-2=1本ビル)

登重責番号
.公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

尖 846115

づ三846116

特530438

尖 934799

実 934819

42-20535

42-20536

43-4076

45-30304

45-33717

1′】劫製氷機の拭作川路

【′‾繕わ製氷機の推作【叫路

i'l軌整望氷菓‾LFf

F′憎ん製氷機

†′i軋製氷機

て丈946083

プ三946084

実946085

1三968803

46-5970

46-5971

46-5972

46--36113

｢′1動製氷機

｢′】動製氷機

】√1軋製氷機

r′】勤製氷機

■ 空調機

登毒量番号 公告番号 名 称 l 登毒桑番号 公告番号
ト

l 名 称

…;………≡喜r;3二;;;言｡諾芸芸苦竺■≡竺雪空警棚紙管■
尖881322143-29014

竿与512249 42-18120

～て}媒流韻二制御装iて′一三

熟女枚器什換1t装汀】:

熟女枚器付仙允i允体樅械

j榊如壬装iむの水柱リレーの詰り仙

止装;F】こ

空1(調和機

柑509758 42【16993 f順流益=動乱御裟ii▲･】て ジミ868574 43-18934

……;;三;三三;二;芸;言3芸≡…ニ芸芸孟貼の油加配ピー三一美914023l45-7737

芸……;言;…三…二…2喜2;≡護芸芸警 り三脚6!45-24128

t チラーユニット

登録者号 公告番号 名 称
l

登録番号l公告番号 名 称

`尖835249 42-4112 水iて㌻却岩諒
r

`七896951

リ三915174

44-19264

45-9040

熱交換器

熟女授音詩
′丈855044 43-6708 榊孟子ガ機の械作Lし州各

■

実紬8967 44-1811 淋束機 l

■ 送風機

登載番号
■

公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

桔474907 40-27106 榊ヰ;機械

特494795 41-21112 流体機械

柑585967l43-6252 構舶L送風機

■ 空気乾燥装置

登録番号 公告番号. 名 称 登録番号 公告番号+ 名 称

実907995 45-461 冷凍式空乞ミ乾燥装置

特600375;45-18835 圧縮式露瓜別荘装置

実922527 45-17430 冷却式空気車乙傑装置

笑 922528

尖 961052

特647517

45-17431

46-28762

46-39632

冷却式空1も亭乞燥装置

空乞t乾燥装置

空気乾燥装置

■ 圧縮機

登釜裏書号 公告番号 名 称
l登録番号 公告番号l 名 称

特265749l3卜34551クランク軸肘ほ承平壌武郎分の 特505493:42¶5153l圧縮機梢弁ばね
批勅馴二方法 l･笑817674 41｢9638

■

任縮機の給油乱F∫三
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日立評論 VO+.57 No.7(t975-7)633 爛

日立D-AXlOMクロスバ交換機

日立製作所では,PI主Ⅹ(構内電話交

換設備)用の汎用交換伐として,大容

量(AX-3S),中容量(AX2-S S),

′ト容量(D-AXlO)の3機柏を販売して

きたが,今回,小容量機椎として新た

にD-AXlOMを追加した｡

D-AXlOMクロスバ交換機は,内線

容量30回線の交換手を必要としない分

散方式専用機柁で,数々の新しいアイ

ディアが生かされた使いやすい,コン

パクトな交検機である｡

1.主な特長

(1)コンパクトである｡

このクラスの交授機は,手軽にどこ

にでも設置できることが第･一に要求さ

れるが,MDF(本配線盤)や整流.器を

内蔵していながら,図1に示すように,

検めてコンパクトな設計になっており,

設置場テ叶を選ばず,フロアスペ】スの

イナ効活用が阿れる｡

(2)傾いやすさに徹している｡

毎日仲用する夜間切換1電鍵や電源ス

イッチ,苧竿報ランプなどを操作のしや

すい前面パネルに組み込んだパネル コ

ントロール方式である｡また,このパ

ネルを空けるとMDFが組み込まれて

おり,工事や保守が容易にできる｡

(3)大形機並みの機能

基本機能,付加機能ともに大形機並

みに充実している｡

(a)基本機能

オMト レリーズ/オートマチック

リセットコール/市外制御/1回線単

位のサービスクラス/呼出音区別/コ

ーールバック/トランスフ7/局線1回

線単位の夜間切換

(b)付加機能

ページング呼出し/ペMジングト

ランスフア/内線延長/保留音送出/

ボタン応答/与ナント/専用線収容/

3分予報普送出/専用線収容/3分予

報辞/ミ刷込み/ハウラ吉日動送出/ラ

イ ン ロックアウト

2.主な仕様

(1)電源電圧:48V±5V

(2)内線線路条件:甲内線 300n以

表l 収容回線数

内 線(回線)
局 線(回線)

初期実装 容 量

20 6 ; 8

30 6 10

注:局線増設はプラグインで可能

図I D-AX10Mクロスバ交換機〔基本架高

さl′400×幅l.100×奥行285(mm)〕

下
㈱
互
㈲

乙内線 400n以下

番号計画:局線発信 "0二'r勺緑木=

"ⅩⅩ､'

収容回線数:表1参照

(日立製作所一 過付言概!拝紫郎)

日立低騒音形クーリングタワー

郡市公害の一つである騒音問是引ま,

近年社会的に大きな問題としてクロー

ズアップされてきており,機器の騒キ

の低下が強く要求されている｡

二のような祉会怖勢を背景に,｢【低髄

斉彬クーリングタワー+2～20冷却ト

ンの7横枠に続き,新たに標準機椎と

比べ4.5～10.5ホン(Aスケーール)快音

化(当社比)した30～100冷却トン6機

柿を開発した(図1)｡

1.主な特長

(1)日立独自のベタルタイブ フアン及

びベルトi域速機を採用して回転数を下

げ,フ7ンの風切り‾flミニをイ氏下させた｡

(2)運転中の落下水干を更に抑えるた

め,特殊消音マットを設置した｡

(3)新冷却方ン〔(クロス カウンター方

式)により運転音が低‾Fし,日立独自

の高′lt絹旨フィリングによって冷却能力

表l 日立低騒音形クーリングタワー標準運転音

形 式
測定距離(m)

2l3
5 8 ●OL■2 ■5 20

L

MT-3010S 54.5 52.5 49.5 47

48

49

50.5

46

47

48

45

46

4了

44 42.5

MT-4010S 55.5 53.5 50.5 45 43

MT-5010S

MT-6010S

56,5 54.5 5】.5 46 44

58 56 53 49.5

52.5

48 47 45

MT-8010S

MT-10010S

61 59 56

58

53.5

l55･5

51 50 48

63 61 54.5 53 52 49.5

う主:l.高さl.5mの位置にて測定

2.標準水量通水時の運転音:Aスケール(ホン)

3.遷幸云音は50/60Hz共通

■■

図l 日立イ氏騒音形クーリングタワー

(MT-4010S)

が一段と向上し,′ト形軽量化を図った｡

2.標準運転音

表1に日立低騒音形クーリングタワ

ーの標準運転音を示す｡(30～100冷却

トン)

(日立製作所 商品ラii業部)
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空冷式日立リモート コンデンサ タイプ
開放形小形冷凍機.

図l空冷式日立リモート コンデンサ タ

イプ開放形小形冷凍機(370B-C+R)

表】 空フ令式日立リモート コンデンサ

0･75～11kW柑空の開放形小形冷凍機

は,従来水j令式凝縮器を使用したもの

が大部分を占めてし､たが,市街地の地

下水のくみ上げ規制,大気汚)史による

クーリングタワー水の水質管理問題,

また冬季,寒冷地における冷却水の凍

結により水が使用できないなどのため

にしだいにアた冷化のイ噴向が強くなって

いる｡

従来2.2kW以下のものは,各社とも

タイプ開放形小形冷凍機仕様

項目(車高丁‾､､＼､､--､____形式 370B-CLR 550B-CLR 750B-CLR
ll100B-CLR

圧

縮

機

電

邑わ

機

性

能

コ リ

ヒノモ

アl

･け･ト

気 筒 径

______軍筒 数

吐 出 L 量

出 力

電 三原

(mnl) 75

;…
--｢--一芸⊥__

_

_⊥_
__

4

1 53.41 74.78

＋ゼ

(mm)

諾諾十-一課---〔---て…し-一十---一芸J＋-一号
3≠ 200V 50′/60Hz

冷 媒

周囲温度 (Uc)

蒸発温度 (Qc)

ノ令凍容量

形 式

送 風 機

(kcaし′h)
十

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾十‾‾‾

6′06古‾‾‾‾｢‾‾‾‾‾‾‾‾‾盲面
RCR-511B

660≠7■セベラ ファン

送風機用電動機 I 120W

フロン12

32

-15

J

十1去荒
】4,400

RCR-1011B

了･叫元て言‾う妄可‾盲両テロ′両
150W 120WX 2個

圧縮機と空冷イ疑縮器を--一一体にまとめた

形式の冷凍機を製品化しているが,大

容量になると空冷i疑縮器の設置スペー

スや騒音の問題が発生するため,凝縮

器別置式(リモート コンデンサ タイプ)

の冷凍機が必要となってきた｡

日立リモート コンデンサ タイプの

小形冷凍機3.7～11kWのシリーズは,

これらの点を考厳して製品化されてい

る(図1)｡

l.主な特長

(1)現在放も多いフロン12を開いた冷

蔵用であり,使絹蒸発f且丁度は-30qC～

-100cである｡

(2)外気温度は‾夏季,冬季にかかわら

ず安定した運転が得られるよう,凝縮

圧力制御弁が付属している｡

(3)凝縮暑削ま低速回転のフアンを使用

し,低騒音設計となっている｡

(4)水冷式冷凍機と部品の共通化によ

り,サービス性の向上を図っている｡

=1立製作所 商品事業部)

日立多段式オープン ショーケース

i令i束機別置形多f貨式オ椚プン ショー

ケースは,店舗の大形化,取扱い商品

の多様化,陳列効率･販売技術の向上

などにより多椎多様な機柁が要求され､

これに対処するため,多段オ【プン シ

ョーケースの新シリーズ化を【周った｡

1.仕様及び構造

RCS-8MFSは,1850(高さ:mm)

シリーズの,RCS18MFHは,2000

シリーズのプ藍本機柁である｡

エアーカーテンは∴電の完全オ【プ

ン式で,外気の吸込を栃力少なく して

いる｡両横杵とも冷蔵周で塩干物,乳

製品の大量陳列販売に過した多段式で,

陳列棚はRCS-8MFSが4段,RCS-8

MFHが5段である｡主な仕様を表1

に,外観を図1,2に示す｡

2.主な特長

い
.
創
.
砦
+
引

90

デザインがキユーピソク タイフ:

各棟列仰の奥行が-一一定で,角度(0

8度,15性)の調節可能｡

けし､光燈は_L部2列,各棚1列に

配置され,嘩内照明は商品展示に効果

が抜群｡

(4)キャビネットは硬質ウレタンの一体

発i包で,断熱年別隼,持方湿･耐久性が優秀｡

(5)霜取はヒータ【式で,定時自動式,

復帰は圧力式でセーフティ タイム付｡

(6)下部ベースよI)オーバーラン冷1(

の回収が可能で,コールド アイルの解

図l 日立J令

蔵多段式オー

′･ダ

ブンショーケ

ース(RCS-

8MFS)

図2日立冷

〉ち㌧′,蔵多段式オー
ダ プンショーケ
ダ

ース(RCS-

8MFH)

〆

察

消とともに熱の再利用が可能｡

(7)排水･冷媒配管L【lの位置をくふう

し,施工がしやすく,i古村も簡単｡

(臼_､工製作所 商品一事業部)

表l 日立多段式オープン ショーケース

の仕様(RCS-8MFS,RCS-8MFH)

形式
項目

RCS-8MFS RCS-8MFH

;令却方式

陳列面積

強制考盾環エアーカーテン方式

5.Zm2 6.7m2

有効内容積

膨弓長弁

1′8柑/ l.900/

温度式自動8影張弁%''-%'一

R-12用 卜5米冷凍トン

電 源
単相100V三相200V50/60Hz

(霜取ヒーターのみ)

照 明 燈 40Wけい光厚×10 40Wけい光僅×ほ

庫内温度 2～8qC

所要冷凍容量

4′000kca卜/h 4′500kc∂l/h

周囲;且度278c,ブ昆度50%

風速0.2m/s直射日光受けず

外形寸;去
幅×奥行X高さ(mm)

Z′548×l.040×1′850

幅×奥行×高さ(mm)

2,548)こl′040×2.000

製品重量 約 380kg 約 430kg



日立RC-1909形冷凍ショーケース

最近のアイスクリームの消費傾向を

見てみると,売上高では年々わずかず

つ伸びてはいるが,数量的には伸び㌧悩

みである｡アイスクリーム業界では,

売上増加のために単価の値上げととも

に質的転換を回り,高級品,すなわち

高脂肪アイスクリmム,また谷器形態

では,ホⅦムサイズの大形パ･ソクの販

叩紳

､三､j酌

図l 日立RC-1909L;令凍ショーケース

日立評論 VOL.57 No.7(柑75-7)635

売を進めてきた｡そのため,アイスク

リームのり､ソトル当たり単価が上がり,

収谷量の大きいショーケmスでは商品

価格がかさばることと,店舗スペ【ス

の関係で小形のショーケ【スの要望が

強く,また日立冷i束ショーケースのシ

リ”ズ化として開発された｡

1.仕様及び構造

図1に日立RC-1909L形ショーケー

スの外観を,表1にその主な仕様を示

す｡断熱材は硬質ポリウレタンフォー

ムを主体に発泡ポリスチレンを併用し,

冷却器は内約≡粧用のアルミロⅦルポン

ドで,周囲4而と上部の5面冷却である｡

また,凝縮器は強制空j令方Jじである｡

2.特 長

(1)キュービックでアンダーカットの

キャビネットでさわやかなスライド模様｡

(2)‾特殊二重ガラス1校扉は上部透視

窓を兼ね,似れた展示効果を発揮する｡

(3)独自の露処理椛造を才采用し,i束結

防止用ヒーター組込みで引戸の開閉が

頗

表l日立RC-1909L形冷凍ショーケース仕様

形式

項目
＼

仕 様

RC-】9(】9し

キ
ヤ

ピ

ネ

ツ

ト

総内容積 160J

有効内容積 125J

扉 複層ガラス付前後引戸l枚扉

照 明 20Wけい光燈スライド照明

冷

凍

サ

イ

ク

ノレ

圧 縮 機 全密閉形(出力200W)

･凝 縮 器 強制通風式ワイヤチューブ形

冷 却 器
パイプインシート形(内箱兼

用アルミロールポンド)

温度調節器
自動作動形(庫内温度調節,

連木売運転可能)

電 i原 単相 川0V.50/60Hz

性 能

庫内温度 -ZO±2ロC

(周囲温度300c,無負荷,

直射日光受けず)

寸形十夕 法≦幅920×奥行660×高さ924(mm)

重品製 量 約62kg

スム【ズである｡

(4)放新技術の白色アクリル1封脂粉体

塗料焼付塗装によ-),硬度が高く,き

ずが付きにく く,且つさびにくい｡

(日立製作所 商占古都業部)

高効率壁掛形日立セパレート ルームエアコン

昭和48年末のイ_f油危概以来,我が国

が使用している資源のほとんどが,輸

入に依存していることが,改めて一般

匝】民に強く認識され,エネルギーー･そ

の他資源の有効活用及び節約が国ノ家的

に強く叫ばれている｡

日二､た製作所では,このような情勢に

かんがみ,従来機純より15～20%消費

う鑑力が少ない高効率のルーム エアコン

を開発し,これを昭和50年度発売の

1,800kcal/h及び2,240kcal/hグラスの

冷子方専絹,ドライ兼用の蟹掛形セパレ

図l 高効率壁掛形日立セパレートルー

ム エアコン室内ユニット

ート
ル【ム エアコンの主力6機椎に

採用したので,その概略を記す｡

l.主な仕様

表1に主な仕様を示す｡

2.主な特長

(1)熱交換器に高性能スリット フィン

を一院用し,圧縮機は新しく開発した高

性能臼三縮機を才采用することにより,従

来機よリ15～20%節†昆できる｡

(2)経i斉的な?令玩テが行なえるよう運転

表示ランプを取り付けた｡

適当なi且度まで冷房され,まだ運転

表示ランプが点灯しているときは温姥

調節ダイヤルを調整するか,運転を停

止すれば,むだな冷房しすぎを防止で

きる｡

(3)主操作スイッチに切り換えが容易

なプル スイッチを採用した｡スイッチ

は可逆式で左右どちらにも回転できる｡

(4)室内ユニットは,図1に示すように

木目調でまろやかなデザインとした｡

(日立製作所 一家庭J屯化事業部)

表l 高効率壁掛形日立セパレート ルーム エアコンの仕様(形式欄の()内は室外ユ

ニットを表わす)

仕様＼-------､＼一軍壬ユ巳冒言≡こ■ミミニ;J器_一芸.二
て三三諾'£;

RAS-2201Y

(RAC-220り

RAS-2201DY

E(RAC一声ZD■B)
RAS-2201Y

(RAC-Z2()lB)

織 能l冷房小■ライ堅甲i冷を_阜__撃___耳軍･ドライ準用

電

源!
単相IDOV50･･60Hz

冷 房 専 用 ご冷房･ドライ兼用 ノ令
房 専 用

l単相100V

』50/60Hz
単相2()0V

50/60H至

単相100V

5D/60Hz

単相200V

50/60Hz

J三輪横 出 力(W) 550 600

運 転 電 流(A) 8.卜′8.6 9･0′/9･9
+■肌22

i3･9ノ4･34し2ハ.22 3.9/4.34

消 費 電 力(W) 75D′′■850 840/985 11†0ハIg 730/866

6×奥行Z

】10ハ19 730/ノ866

冷房能力(kcal.′■h)

電 気 代(円ノ′h)

ト.600l.る00 2′00D.2′240

80

12-6ハ5.2 】4.乙ノl了.6

外 法 寸 法(mm)
室内ユニット 高さ320Y幅丁ロ6ゝ′奥行ZTO 室内ユニット 高さ 320×橘70

室外ユニット 志き405y幅695)r奥行320 室外ユニット 高さ 515×幅695×奥行3Zロ

重 量(kg)!室内ユニツ=4 室外ユニット3了 室内ユニット16 室外ユニット 40
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壁掛1ナセパレート形ヒート ポンプ式日立ルーム
エアコン

壁#卜けセパレート形ヒⅥト ポンプ式

t-†立ルーム エアコンは,好評を博Lて

きた冷風･温風上下吹分け方式,消費

電力の少ない経済設計を踏襲するとと

もに,50年は更に使いやすさ,デザイ

ンの改良を加えて,セパレート2501H

形として発売した(図l)｡

主な特長及び仕様

(1)外観意匠は,全体に円みをもたせ

た和らかな木目調の ≪まろやかデザイ

ン≫ とした｡

(2)主操作スイッチは,高い場所に据

え付けた場合にも,運転操作のLやす

いプル スイッチ兼ロMタり式スイッチ

を採用Lた｡

(3)宇内温度分布の良し､底面吸込み冷

風･温風上下吹分方式となっている｡

(4)高作能スリット フィン熱交換器採

絹による消費電力の少ない経折設計と

した｡

(5)希望する時Hりにセットするだけで,

ルーム エアコンを自動的に｢運転+し

図】 壁掛けセパレート形ヒート ポンプ

式日立ルーム エアコン

たり｢停止+したりできるタイマ(RA

T-1形)の耳い)付けが可能である｡

(6)特に寒冷時や,急速暖レiのド祭に他

用するヒ一夕(S H-061A形)の収i)

付けが可能である｡

(7)窓やドアを開けずに汚れた空1くを

排気する換気装置(SK-1形)の取り

付けが可能である｡

主な仕様を表1に示す｡

(l†立聾望作中 家庭ノ.一に化l打業汗】ユ)

表l 壁珪トけセパレート形ヒート ポンプ

式日立ルーム エアコン仕様

形 式

室内ユニット 室外ユニット

RAS-250】H RAC-Z501H

特

性

電

気

特

性

冷房能力(kc∂l.′ノh) 2′240′/2′500

囁房能力(kcal′･･`h) 2.400/′■2′600

暖房能力(kca卜h)

別売りヒ

一夕を組
込んだ時

除湿能力(7州)

2′900/′3′100

l.4ハ.6

単相100V50′/60Hz

9,9./lll

電 源

運転笛ン禿
冷房(A)

暖房(A) 10.8′り2.l

消費電力
冷房(W) 950./l,100

暖房(W)

高さ(mm)

】′020/′l.200

外形寸法

380 515

幅(mm) 788

302

810

奥行(mm) 330

52製 品 重 量(kg) 20

注二その他,RAS-2501H十RAC-2501TH(三相200V)

の組合せがある｡

日立給湯･暖房用ヘッダー

力之近,ビルの高層化,菓子ト†_-ji宅,及

びマンションの大形化が進み,二l二期知

新によるコストの帆減,スペース有効

利梢のためのコンパクト化が要求され

ている｡軋.背工程においては､耐良作,

加二｢件の利点を生かLて∃洞門己符を採川

することが多くなるとともに,従来の

′呪上獅止管工法から,プレ加工銅管やパ
イプシャフト ユニットなどを利用した

工法に変化している｡また給i易,暖テ〕三

のJ九場配管法として､小Ll径管を用い

たスモールポアー一 子ュ〉-ビング シス

テムが普及しつつある｡この小一+祥配

管工法の電要眺品である日立給湯･暖切

片寸ヘッダーを紹介する｡

1.構造と主な仕様

図1に示すように,主管(銅管)にタ

ーナー加二tを施L,枝管(銅管〕をろう

付けして製造したもので,配管材との

桜紙法によって,ろう付け形,メカニ

カル ジョイント形がある｡必二安に応じ

伽沿カバーを取り付ける｡主管･枝管

径,及び分岐数は,要求により各柁製
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追可能であるが,標幣を表1にホす｡

形J℃は,主笥二･枝待と配符材との接

続法により,S S形,SN形,FN形

FU形,D S N形,D FN形などがあ

る｡

2.主な特長

(1)+二期の知縦が吋能

ろう付け形,メカニカル ジョイント

形ともに現場施‾I二が迅速,上t_つ簡単で

必要分岐数の/＼ソダーを準備すること

ができる｡

(2)コンパクト化が可能

′ト形･軽昌であるとともに,同一一一ヤ

何内での配管ができるので,｢妃管スペ

ースが/トさくて済む｡

(3)経柄杓

配管距離が二最知となる位帯にヘッダ

ーを設置することにより､F妃符土主きを

無‾iくでき,熱一員一失も少なくて折む｡

(4)性能が優秀

銅管を他用しているため,流水紙杭

が少なく,耐食性にイ怒れている｡

=‾一正電線株式会社)

表】 日立給湯･暖房用ヘッダーの標準仕様

主 管径 枝 管 径 分 岐 数

】B(28.58¢) %B(12_7¢) 4
一-

6

図l 各種ヘッダー

5050×N

T‾｢一”T‾■〝T‾′′丁50丁

28.58¢

95 12フ¢フレアー

8

八
七
〓
H
皿
｢

T⊥

図2 日立給湯･暖房用FU形ヘッダー




