
日立の特許と新案

臼よ製作所では巾イ]-Lている全部の特許･実梢新案をすべ

てイ川‡開放三改Lております｡

このリストには,[卜､ンニ製作巾叶有の特許･実川新案で,臼

+ンニ製作所が実際に他用したものの中から､選んで払拭致しま
した｡

なき-j,照会･実施の御希甥がござし､ます場丁㌻は,イデi_言己まで

御連絡くださるよう､お願い小Lあげます｡

■ 高電圧発生装置

即i会先

詰
所

卜
吐
･
七

仁′-

′1

凶内関係 日立製作所特許部特許営業ブル【プ

海外関係 日立製作所国際車業部枚米部

(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1公告番号 名 称

特434821

特609776

特639821

実904641

39-113501荷電約十加･連装置 尖908015 44-31555 化二電圧式電線の事故表ホ装甚

4ト391381高電圧発車装置 実912130 ′
45【7585 電気業腱器

46-31425

44-28587 】芸笠屋三三芸置F
実934772 45-30318 章一'.イ･加速装置

■ 配電盤およぴその附属品

登録者号 公告番号 名 称 登喜蓑番号
1公告番号

名 称

特412390 38-4514 引出,t■瑞小過断器鎖錠装置 実877425 43-30249 朽己電純
特416159 38-11731 速断器引出装置 実881373 44-2811 配電盤の叱り線保護装置
特416170 38-11732 引出形遅断器純錠装置 実882975 44-7460 アルミニー7ム噂休接続用ワッシャ
特422008

特440055

38-11733 帆吐メタルクラット円己電盤用達断 実894042 44-18671

44-17051

装甲形配竜悠

器の操作位置切換淡置 実894134 速断器の昇降装置
39-16717 手動拭作式新路器組錠装置 実894150 44-16863 導体の絶縁装置

特494090 41121097 ユニソト/くネル式配電盤 実894161 44-19476 ヒュ【ズボックス

持518187 42-22248 配線方法 実900922 44【5785 蝶番
実808165 41-1619 パッキング' 尖905713 44-12734 閉鎖配電盤

実808183 41-3145 乍E‾千式継電器の引出機構 実 907602 45-441

44-28594

44-17052

電子部品の耐振構造

芙818365 41114030 遮断器押込装置 実907946 アルミニウムや電荷の接続装置
実826231 41-19687 配電用速断器を収納L/二配電盤 実914015 配電桁
実826237 41-22503 窓枠ハッキング 実915143 45-9965 屋外式閉鎖配電盤

実826238 41-22486 緩衡装置を有する蝶番 実918966 45-11731 摺動形二次端子
実828226 41-23別2 母線_支持装置 実924270 45-19705 閉鎖配電盤のシャッター機構
尖838310 42-5624 配電盤における端子カバ⊥支持装置 実924272 45-19486 端了･≠言

実838350 42‾11864 r 閉針滞配電盤の回路接地装置 実927656 45-22211 閉鎖形配電盤の韓根端

実844363

リミ844617

尖847553

実847822

実850253

実859989

芙860001

実863361

実863362

実866257

実867479

実868619

実868659

実871653

芙877417

42-16578

42-20817

42-17868

42-21630

43-722

43-10104

43-10906

43-16997

43-16999

43-17496

43-19708

43-21865

43-22749

43-25874

43-28991

岬光式集合表示装置

キュ【ビクル巧J姻止電磐

回転引出Jモ■壬配電髄

柏分離形密閉母線

相聞知絡l妨止カバー

押込リード線抜け止め装置

閉鎖配電盤

配電盤

屋外式閉鎖形配電盤

単位装置栢の電源′受装置

断路部装置

母線由

碍子支持装置

ロック機構付卜て-スイッチ

引出形ロック式遮断器の誤引出防

止装置

実927657

芙927665

実932712

実934803

実934810

実934812

実936758

芙939268

尖939288

実941993

実951310

実953149

実1008008

実1025523

45-23867

45-22911

45-23870

45-31711

45-26043

45-30290

45-33398

46-1237

46-991

46-2622

46-6897

45129145

47-40200

48-16261

閉鎖形配電盤

閉鎖配電盤

密閉形配電箱

閉鎖形配電箱

組立式屋外閉綿配電盤

屋外組立式閉鎖配電盤

コンデンサ取付具

閉錦配電盤用扉

接触器に於ける機械的相互蛸錠装置

プリント板の取付装置

密閉母線

端子盤の表示プレート保護装置

防塵形キユーピクル用ヒンジ

固定形端子付電力ヒューズリング
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日立の特許と新案

上トンニを望作柄では巾イl▲Lている1淵;の特許･尖川新∴束をすべ

てイ｢作川‡捕吏;改LてJjります.′ノ

ニのりストには,【トニ仁聾望作†叶巾イJ‾の特許･実用新案で,LJ

_､ンニ∫出作巾が実】㌍に使J寸JLたものの中から,選んで描威致Lま
した｡

なお,照会･実施の御舟ヤ‡がこぎいます場′㌻は,イrL子Lまで

子卸連絡くださるよう,お噂か､小Lあげます.=.

■ Nプロセス鋳造

1叩;÷光

′.T｢

′･-

小
机
什

l一川ノ+一笑j係[トンニ製作所柑i汁部特許官業デル

軸外f莫‖系【卜こ亡塑川三巾l仁†際一三まi

ぐ03ノ 270-2111(ノく代ヲこ)

木部

フ

〒100 如与;硝=∴代汁JLズニ人手町2-6-2(【りくビル)

登録者号 巳公告番号 名 称 ;登録番号l公告番号 名 称

特433570

特483747

柑498853

39-13352

41-6443

42-6117

l l

t-1増作鋳,l;】1における硬化時間の調才色熱l∫】噸性肘㌧!にムける碩化峠f書りl 朽522904
.43-1726l

グ㍉凋節ノノ法 : 節ノノー法

発熱【′‡矧■1域77■=二おける硬化時ドiヲ 桔543225 43､23601 鋳J㌔■ゆ与川三7プ▲法
l

グー〕調節ノノ法 約552107 42-18974 ｢り硬件紬三物砂ク‾)与川三ノノ■法およひ辿

. 発熱【′l碓件鋳物砂什Jミキサーー 統Jい′】硬件鋳物砂同ミキサー
l

■ HCプロセス鋳造(セラミック鋳型鋳造法)

登録番号 公告番号 名 称 l登銅号!公告番号 名 称

柑606084l45-31541
特606122l45二34020

l

煉成鋳Jモ【!の製作ノブ法

枕戊鋳′‡リf=イ料

才.‡662628 45-32822

l

l

!焼郎i仰鮒三柑

■ 鋳 造

登録番号 公告番号 名 称 登録番号:公告番号 名 称

特410875 38-4155 アシキュラー紡紙グノ他出Lん■法 桔518182 42-25523

43-7525

38-13762

半l】j甘鋳造用組､ソニ快11;り

特424961 38-25957
1

純J～,旦黎望造ん法 特526032 紘Jli■!ジ)製造法

柑425532 39-312 微細二〔王‡多言l儲1軌をイすする紬鉄鋳物を 朽 531366 仙字柑隼払拭
】

+ 与望j左′｢る法 托543226 43-23922

44-741

市抑古銭′設およぴその製造法

桔432919】39-12550

特458826 40-8134

ifさ融北態より瑞■ff‖しまでゾ‾J油紙;てナ却打 552146 ホンフ椚耐摩耗排紙

迎什における変態11川り与上川熱り彰鮎計 リ三818663 41-14062 利‾心中

令桝叶廷-1i】壬;三盤ゾ川三準イL穿イLノバ去 `ノミ967560 46-31909 鋳J立用発泡性樹脂校Jモ】寸の加工成形只

特490805 41-17119 上ち蹄形北物日勅++布1肝捌装i呂二

■ 化学装置

登暮義春号 公告番号
l

名 称
l

登録番号l公告番号 名 称

桔454164 40-2958

41-7153

熱交換器の聖川三法 三桔630530 46-20430 連続反応装i左(反応装置)

特483771 熟女枚器 実965142 46-33229 棚段支持装置

■ 空気分離装置

登録番号 公告番号 名 称 登毒薫香号 公告番号 名 称

特553925 44-5552

42-11327

47-15084

低さ比液化ガスを輸送する装苗
ト

l実831528
42-3187

45-17394

41-18282

46-17406

二重保冷槽

牛､ら三606041

牛与665909

分岐流多孔枇を円いた桔溜塔及び' ′丈922360 断熱蛙礎

それに相似Lた作用をな川 ㌔ ノ夫939207 保ごて㌻槽

空気分離装置用柿溜塔の加熱装置 尖954677 保イ令装置

実818627 41-16211 桔溜塔
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防災用キユーピクル式自家発電

｢消防法+の適川を√受ける臼ノ家発一心i設

備の構造と性能については,昭和48年

告示第一---リー｢白′表記′在,捌旨のノ.〔準__■に

より出めJ⊃れているか,既存の棲三物に

旭川しノた上湯ナナ,.i′之;;′〔トグ)r川越があるニ

ヒか⊥､)イfl;ブム収什二が行ち･われ,析Lく

キユーピクル∫(=ノ未了夕己ノ心∴帥J昔iの純造と

什能グ)J.川†■;が,i日加して;i三めJフれた-〕

日立製作戸斤はこのJ.転準に従って,従

末別置きとLていたt-′1軌始動盤,始動

f軌巨流電源装置,圭一口川各切換解放び燃

料タンクなど運転に必貿とするすべて

､_ルル_ノ∧へ､､雅､く

図I QDE-80(100ハ15kVA)キユーピク

ル式自三豪発電設備

日立評論

の梓乾器を 一つグ)外析に収納した:｢キユ

ーピクルJい`ト′家発′ぷ1て劉備+(区l】)を開

発し,k三内形,屋外形の2椰相をシリ

ーズ化したく,

本装置は従米の不燃材料で区二和され

た発電機専鞘の部屋を必う安とせず,雀

電設備1ミ,機弓城主及びポンプ宅などに

簡単に設置することができ,既存壇物

への設置には拉適の発電設備であり､

時代の要求に即応Lた製品である(､

1.主な特長

(1)儀礼 発電機,制御某帯,その他

運転こに必要左･装こ左が全部--･つの外材=二

収納されたパッケージ形で肘付が鰊め

て筒中である.二､

(2)従水別-F芦こきであった主L■j川各-りJ粍盤

をセットに組み込み,伽上線作業を十山+

精Cりみと Lたく〕

(3)完全に始動条什が車たったことを表

示する表ホ倍を什け､操作ミ スがない

よう配嬉､Lた｡

(4)バリテり-はH S E形(シールド

形)を･採用L､液何の保守･山検期川

VOL.58 N

沖美;鷲=‾ノ還;J惣肌m′鐸
説､､

.2(1976---2)16

皇号芦ノ′∧一′驚喜表喜…∨

5

ⅣミJ盛衰一瓜ヒ_〟ノ′′芸盛

十
山
且

■パ引.小刊‖表
塁
.
い
■
卜
…
■
■

一
■

〒

ア
キ
十
｢
一

番号 部 品 名
l番号 部 品 名

卜:ティーセル エンジン

′2､発電機

う･制御盤

4･自動始動盤

5･充電器

こ至⊥_二±_三上‾

ト了■∴二±二三
!8.■キュー ビクル外箱

ンク

図2 キユーピクル式自家発電設備構造図

を大仰1iに改二汚した｡

(5)セルモータとピニオン ギヤは,Ll

)ソニ告川嫡子独HのFl王軌かみ†ナわせ装置付

上し,始上的グ)ソニ牧がち･いょうろ‾侭lノた‥

2.主な仕様･構造

代表機件の外観を図】に,椛j韮を図

2に示す｡

(【ト!ンニ与川三輯機`lに■卜半本邦)

廃水再利用

本設備は,日二､工製作所の新潟県中条

町への柏転に付いj建設されたもので,

†t服ヒ中条工場の各生百三工手【1与からの各朽

廃水,及び同工ゴ湯に隣接する寮,社宅

からの生i舌J尭水を総でナ的に処押するも

のである(図1)｡

この工場移転は,_‾T二場地方分散のモ

デルとして各界から臼三[1されており,

本設備は,妓新の托純=を結袋して建.設

きれ,凶の排州鵜唯佃をはるかに‾卜【uIる

水雷貢が維持できる処稚を行なっている｡

1.主な特長

(1)めっき系廃水,ヱト産系廃水,及び

生i溝系r亮水の3系統に分けて処fF巨Lて

いる(表1)｡

(2)めっき系廃水は､更にシアン系廃

水,クロム糸悔水,ノ之び恨･丁/しカリ

系悔水に分けて処+‥l】与Lている.､

(a)シアン系廃水,クロム系廃水は

それぞれ,イオン交根扶で処f里し,

処押水は再びめっきライ ンにJ丈しi車

利用している｡

(b) イオン交換業置の通水,再′t,

を含む機+械工場総合廃水処理設

枚ひ､再/ト丁稚液の処j叩は山上軌である-.

(c)P唯･丁′しカリギミ憐ノJくは､凝り主i七

郎仙ろ.il過ぎノミで処即した緒､むに子‡fk:ll

の前条桟相を選択仰Jにl;うミ上するキレ

ーート一対脂を採開L,■仰望処押している｡

(3)′仁虎系｢薙水は,擬態沈J化 砂ろ過

f再什災U及茄さよで処押してし､る｡､

御抑

図1 生;舌系･生

産系廃水処理設備

(4)′一卜括系r海水は,汚盲J仁一ヰ曝1tさ去で処

J叩している｡

(5)i/iiI山t,′卜f,1系汚fl仁,′卜仲系さ′ifI+,

恨･アルカ【j系汚泥､及びシアン系汚泥

の4系統に分け呪水し,汚テナ丘処押に什

う ◆_二人公ニーi子のl;ガⅠ卜に考†古を心､つている｡

r′H‾､二たプラン ト哩.i貨抹J＼こ会什)

済 慧l

巧苛 l書

ぷ遠r藍還

事翫志…′義
γ雷撃重患:ご三こrコ∵::こ

滋3v轟芸迷惑国防野二■

三ぷ･頃

賢

表l 系統別処理水量

皇∴ふ盛戯曲由

め っ き 系 廃 水 生産系廃水 生ン舌系廃水

クロム系

60m､り10h

シアン系

30nl■ソ1011

西安･アルカリ系

10b【n:1./10h 8801¶ごl′′d l l′000m:ソd

85



日立評論 VO+.58 No.2=976-2)166

新しい廃水の生物処丘里装置

日立回転ろ床装置
従来のイ梢馴牛廃水処坤法の主i禿であ

る活性汚泥法は,｢.‾I=性分離の州鞭き､

抑指符叩の州雉さなど吏隻つかの幣∴lJ二が

あった､

L卜､二小1j転ろ峠装i‾引ま,これJっの珊三ノキ

を社服Lた新しい/一二年勿処J理法とLて研

′先開発されたものである｡)既に,塵芥

焼却場惇巨水､､ちそ純造I薙水､丁二場･牛

満J薙水の処理業‾こ帯として納入きれ,好

成績を収めている(､匡=)

l.原理と構造

J京即は,J.!三木｢1てJには‾JrくかJフある散

水ろ･卜jミぎ去とト]て､,L■11転ろJ七に′よる/け

1け†三′ト物処理である｡,梢造は｢り筒形グ)

かごの巾にろ柑を充塀L,かごの-一一部

を汚水中に浸せきして過埴でトロ転きせ

るとし､う､棟めて簡単なものである｡

ニのかごの【叶転により1t池を接触させ,

ろ村表而に膜状に好1〈作徴′ト物を付々′i

きせる｡,その徴′卜物腰によって,汚水

｢†1cハイJ一梓紺勿を口及荊,酸化分子昨するもの

である｢

浅
1
′
㌦
餅
駁

プ∴

2.主な!特長

(1)イ捕覧三物fl荷布石:か一人きい

(2)イJ◆傑物ド1ミ+こ辛が-1⊥い､

(3)負荷のノ変上拘に対しても安定!_ノた処

f甲ができる｡

(4)fノ亡1この清作汚粘りこグ)ように,汚ラメ己

を,世う二達する必一安がない.｡

(5)ヲ己十汚泥が少なく,什つヲ己′卜した

汚泥は沈柿しやすい√

(6)逆転土的ノノが小さい

(7)上騒芹か′+､きし､

く野

図l 日立回転ろ床装置

抑川什.叩が′戸手以て･､ふる

(9)よく甜i化きれ′二処叩水がfり二Jノれる亡⊃

3.主な用途

(1)糾l†=､‾水,た.】.iT.卜紫晦水,その他

行抑確ツ‡呼亘水など,†j_こ稚l叶ユイr階性廃

水ク〕処+二りり†1

(2)粍,三三上廃水処即斗去;;∫■】ニヘ射1Lみ一i生むこと

に′よる,

(3)下7lく 次処叩の純化.1礼弓て末梢

【l､′‾‾7-‾′/トう且i′土イこ1こ+一し二‡ケF

16K語高速コアメモリ装置

ミニコンビューータや端末処手堅装詳!三な

どに†小†Jされる.吉山ま米子こ7には､コアメ

モ1+装置が泣こく才采川されている｡コア

メモリ装L削土イ.捕り告が高く,`iにさ憤をUJ

断Lても計陪内茶が代打されるなど,

数々の特にをもっている｡克之近,ミ

コンピュータや三端末処上IR装rF】:の作能｢rり

卜に作い.言上 Ei_‡が岬人する傾;Jりにあ

るr､/卜川二れに応じて,詣速什能を維

持しながJJ,.;山:古市石モをイーJ†化Lた16K

語高過コアメモリ装置を開発Lた｡

1.仕様と構造

表lに,16K語コアメモリ袋帯の概

略什様を,図1に代表的な16K語高速

コアメモリ装‾;だEE1811の外観を示す｡

表】16K語コアメモリ装置機種別仕様

2.主な特長

/卜l=J閉プ■己Lた16K._子た二]アメモリ袋帯

は.火のようなこけ上主をもっている｡

(1)ノlに抑を切断しても,記憶【勺省かい

つまでむイ別＼1三される｡

(_2)1柁の人形ノ占枇にプレンと政才引ヂd

.;出Llり上格をり三共L,]ンパクトで収拙い
やすい純j左である｡)

(3)1･fJ一スペースに,従来の2什†-の.言+

帖谷量を千丈装しているため,肌仙桁で,

高いイ‾こ言相性をもっている.〕

(4)装;帯1子‾iの記憶芥ら主は16,384.子たで､

校数f‾トl仁べることに.より､州J芝か不易

である｡

(5)EE1809,EE1811,EE1704は,

同l叫iエ,し性-5～550cヒいう仁二い範川で,

ご傲

図l,6K語コアメモリ装置EEl引l

1Lつ0.65/∠Sヒし､う拙いサイクルタイム

で勅什する｡.

(6) ミニコンピュータや′ト形処理装置

♂‾).言J伯楽;打とLて克之適である｡

r【トンニ;生望什巾1五十粁■拝業部)

機 車重 名 方 式 傾 用 コ ア 記 憶 容 量 lサイクル タイム 使用温度範囲 インタフェース信号レベル. 寸 法 (mm)

E E18D9

E巨1811

EE1704

EE1810

3D-3W

3D-3W

3D-3W

3D-3W

16ミル HFC150

16ミル HFC150

16ミル HFC150

18ミル HFC284A

16K語ゾ18ビット 0.65JJS

16K語′√18ビット

16K語′1二17ビット

0.65/JS

0･65/JS

I6K語､ニ】8ビット ト2/′S

0 50つC

5 55JC

O 55口C

5
-45`､c

TTL

TTL

T Tし

420､イ300‾〆,5

440:/310>く15

425メ305:くl了

TT+
!467.4､/′252.7Y31

86



一ニ′､…誰遜誠蓑､萱転義悪筆､渋:∧′､′‾莞′‾∨書調く､ミ説ミ′､′数選奨深J爪莞′′転〟深
_ノ㌫〉′..∧こ亡弧ぎ堅至上ニニ㌫望二慧㌶′慧浩三姜慧慧歪イ∧況こ顎濫こ;iこ如∨濫;£岱二､芯

竺芝ヤ､
〟､㌦ぷ〉1､∧く㍍州税"混蕊く,∧小､〇′:1ズ′

撃準き′モ

日立評論VO+･58No･2(即6‾2)167
州′小過

日立大形空冷ヒートポンプ式チラーユニット

空冷ヒートポンプ式空調機は大気を

汚染せず,しかも無尽蔵にある空気を

熱源としてし､るため,王空想的な空調設

備として注目され需要は年々増加して

いる｡

ニのような背景グ)もとで,今回大形

空冷ヒーートポンプ式テラ【ユニ､ソトを

開発し,容量22～110kWまで13機椎の

茎∃′
三才塾∴攣

､--叫--ぺ__〆′〆

図I RHU5003A日立大形空冷ヒートポ

ンプ式チラーユニット

製品販売を開始した

(図1)｡

1.主な特長

(1)ユニット組合せ

方式を採用

(a)容量22kW,30

kW,37kWのユニ

ットを/ヾ-スとし

た組合せによr),

経音斉的な機種選択

ができる｡

(b)冷?束サイクル

を分割せずにユニ

ットごとの分割が

でき,搬人､桝イ十

けが簡単である｡

(2)高性能

表l ベース ユニットの主な仕様

ユニット形式
項目(単位)

RHU3003A RHU4003A RHU5003A

寸票準冷却能力

標準加熱能力

夕十装塗装

‾‾‾元一幅

50Hz事k()aけh

60Hzk()al/h

59.000 83′000 I80.000

67′000 96′000 115′000

109′00050Hz kcal/h 64′0(】0 9l,000

l糾.00060Hz

色

kcal/h 74′000 lZ5′000

記号10Gラろ)

2.620

ライトグリーン(マンセル

mm ･′850 丁 2.柑0

法

寸

法

奥 行 mm 2,180

高 さ mm 2′500

圧縮機表示出力 kW 22

横形シェ

30 37

水側熱交換器
ル アンド チューブ式

(インナーフィン チューブ使用)

空気側熱交換器

冷媒制御装置

多通路クロス フィン式

外部均圧形温度式自動膨張弁

冷暖切換装置 手動式四万切換弁

電 i原 3≠ 200V 50/60Hz

製 品 重 量 kg 1.900 2′300 2.700

臨書値(Aスケール) ホン 69 70 了l

(a)独特な構造配

置により,優れた

性能を発揮する｡

(b)空気側熱交換器の一部に高i温液

冷媒を通して,暖塘運転時に霜が付

着Lにくい構造としている｡

2.主な仕様

ベース ユニットの主な仕様を表1に

i…止す｡, (日立製作所 商品事業部)

日立空冷式電子計算機.重用パッケージ形

エアコンディショナー
電子計算機三吉の空調の必要性は,温

度の調整だけでなく湿度の調整も重要

な要素となっている｡空調機の熱源と

しては,一般に水と空気があるが,こ

のうち水冷式の製品については,昭和

47年度から販売している｡昭和51年度

から空冷式の‾製品についてもf仮売を開

始する(図l,表l)

1.主な王特長

(1)空冷式なので,どんな場所にも熱

源の心配をせず設置でき,また外気温

度は,最イ氏-200cまで逆転が可能であ

る｡

(2)機椎は,臼1力7.5kWと11kWの2椎

図l 日立空冷

式電子計算1幾重

用パッケージ形

エアコンテ､ィシ

ョナー(室内ユ

ニットRP一柑00

AC)

=
-■■■■■

(/わ

頬を月文りそろえている｡

(3)再熟器には,6段の電気加熱器を,

また加湿器には,2段のパン形加湿器

を組み込んでいる｡従って,きめ細か

なi且･湿度利手卸が可能である｡

(4)空気は床下吹Jll方式なので,フリ
ー

アクセスがダクトとして活用でき,

経済的であるばかりでなく,電子計算

機の移設や,増設が簡単にできる｡

(5)操作は,すべて前面パネルで行な

えるだけでなく,操作回路の部品を前

面に配置しているので,保守サービス

が容易である｡

(日立製作所 商品事業部)

表l 日立空冷式電子計算機室用パッケージ形エアコンディショナー仕様表

項 目 仕 様

形 式(単 位)

室

内

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

圧縮機表示出力 (kW)

RP-10(】OAC

l.900×800×】.850

3.75× 2

RP-1500AC

2′400×800×】′850

5.5× 2

ユ

ツ

ト

送風機表示出力(kW)

冷房能力(kcal/h)

2.2 3.了

2l′500/23.500

10,320(全運転)

32′DOO/35′000

再 熱 能 力 (kcaけh) I5′480(全運転)

加 湿 能 力 =/h) 了.2(全運転) . 10･8(全運転)

製 品 重 量(kg) 650 + 790

電 ;原 AC3≠ 200V 50/60Hz

室 形 式(単 位) RCR-511 RCR-761

夕十 夕岬≠寸法(幅×奥行×高さ)(mm) l.O10×(862＋56)×868 l.O10×(l.080十56)×932
ユ

ツ

ト

送風機表示出力 (W) 120 150

120製 品 重 量(kg) 92

電 源 AC3≠ 200V 50/60Hz

)主:卜表中のプ令房能力は,吸込空気温度25qC相対湿度55%及び室外空気温度35凸Cの場合を示す｡
2.RP-1000AC用室外ユニットはRCR-511を2台,RP-1500AC用重外ユニットはRCR-7引を2台組み合わせて

使用する｡
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日立パルス アーク

日立パルス アークは,アルミニウム,

ステンレスなどの溶接を行なうために

開発したミ グ1容接機である｡

本機はミグi容積作業の内容及び問題

点を徹底的に分析し,従来のi容二按機の

問題点を解決したものである｡

1.主な特長

(1)電子原は既に定評のある日立TSア

【ク｢Fシリーズ+を母体としたもの

で,アークの高∠女走件,1こ仝無接∴‡方

式による高信東副生に加え､新たにパル

ス機能を追加することにより溶接範囲

が広がり,薄枇からJ享枇までオール ラ

ウンドな1溶接が■吋能となった｡

(2)ワイヤ送給件能が特に侶され,軟ら

かいアルミニウム ワイヤでも安定に送

給することができるほか､電源にはス

ローダウン機能が設けてある｡

(3)トーチのガス シ【ルドは良好で,

グリーニング幅がJよく,仕上りの美麗

な欠陥のない溶接結果が得られる｡

(4)溶接作業で泣も点検,交換の頻度

が多いコンジット及びコンタクト チエ

PULSE-ÅRE

500

摂

区11 日立パルス アーク

ゝ

咋
汐
㍉

ーブはすべてワンタッチ耳叶J一俵造にし

て作業性を高めている｡

2.外観･構成及び仕様

本機の外観を図1に,構成及び仕様

を表1に示す｡

=ニー滋二精工株式会社)

表l 日立パルスアーク仕様

総合

形式
TS-500M

電

;原

ワ

イ

ヤ

送

給

定格容量 500A60%

AC200V三相定格一次電圧

定格一三欠入力 29kVA

出力電流調整≦抱囲 50､500A

定格パルス電)充 80A(平均)

出力電圧調整範囲 15～42V

クレータ電)充調整範囲 50～500A

クレータ電圧調整範囲

プリフロー

】5へ42V

0.3一- 2s

アフタ フロー I.5s

ワイヤ スローダウン 】.5～5m/min

ホットスタート

電圧遅延時間

冷却水タンク容量

あり

0.l､0.5s

27J

イ重用ワイヤ径 l･2≠,l.6≠,2,4≠

ワイヤ送給方式 定速度送給

ワイヤ送拾遺度 2､15m/m=1

ワイヤ スプール寸)去
軸径5叫以上×外径

装

置
3了叫以下×幅105以下

いノールアレーキ イ寸

卜

1

チ

冷却方式 水ノ令式

形 状 ピストル形

コンジット長さ 3m

日立低騒音形45tディーゼル機.関車

産業用ディーゼル機関車に対L､最

近騒音公害が重要視されるようになり,

ニのたび,新日本製毒裁株式会社八幡製

喜成所に,10m地点で無負荷,15km/h走

行時の髄召二が,65dI∋(A)以▲卜の機関車

を含む計16両のイ氏騒音形ディーゼル機

関車を納人した(図1)｡

ニの機関車は,低騒一汗対‾策串として

各機器をコンパクトに収りまとめ,1

個所で前進,後進の遁転ができるフ【

ド形センターキャブ タイプで,入操作

兼用に過した梢二道である｡

騒斉対策とLて,ラジエータ フアン

は,′ト形で低馬益呂二化し,フアンは冷却

水用と油冷却用とに分け､油i令却川は

匡11 日立低騒音形45t

ディーゼル機関車

88

常H別口Ⅰ転させて機関三三内の枚～いこ利用

L,三三内ジム,し度の上昇を防止している｡

機関苓はL吸吉村を全面に内張りした

寓閉構造で,機関主i内の換乞毛は,機関

1ミの一山j側面上部のデッド スペースに吸

音効果の大きい,通気抵抗の′トさい特

殊なダクトを通して行なっている｡

排気消音器は共鳴形と【吸音形の消音

特件を効果的に子吉用した′J､形で,Lか

も排与i抵抗の小さいものである｡

また走行時の低騒音化を阿るため,

卓輪の転勤洋の指向件を十分考･慮した

形才走のスカートで台わく下郎をカバーー

し,内血及び台わく下部には[吸音材を

収り付け,巧及7‡及びしゃ音を図ってい

′
､

淋

熊′タ毒宕i
冴ま常襲初等

ゃぎ二

憫曙 聯‾ 用宗空 ±幽芦夢琵

と･ヰ
Y'濠ご惣∴- -ぷノ…を二言ご

‾孝二､!義i 済ご
㌫;ミ:き実学㍗■∫た号′､､W

蔓孝歪糸琴:≧､壬七宅′タもゝ"
迄二‡乙こ…′モ‥蝶

:㌘'モ‾よイt甲ヲ′∨､γ▼-

∨､州､泌､γ′こて‥

､∨養主ご､′う

･≡ご索婆;姦義家去･′盗ま羞薮ノニ′て′一三‾ごご〉､′.く∧二津∨′山､こサー.__--∧丁溢汀=乙l-ノー肌ニ_止れ_､Ⅶ-∨心へ照▼ポ:′】､セ､､､く¶∴-､一肌

表l 主要諸元

No. 項 目 主 要 諸 元

l

2

形式名称 日立HG-45BB形液体式

ティーセノレ機関車

運転整備重量 45t

3 最大引張力
■15′00Dkg(枯着係数〃-一指)

4 封｢商 l′067mm

5

6

7

軸配置 岳 B-B

------＋-

車体寸法(連結面 13′000ml¶′′:Z′了00nlm▼ノ

間〆幅※高さ) 3.735mm

台車軸距離 Z′000mm

8 台車心さら間距離 6.0001¶m

g 標準速度範固 5.5---Z7.3km′■h

10

ll

lZ

13

ディーゼル機関 国鉄標準DMF3LSB形ゝl台

1
500PSパー500rpr¶

液体変速機 ニイガタDBG138形Yl台

制御方式 重 電磁油圧及び電磁空気式

巨星苦(エンジンアイ:l帥点で65dB(A)以下

ドル,車速15叶h時)

る｡またスカートは分1別形で,点検を

要する個所には点検とびら及び点検ふ

たを設けている｡

騒肯は従来単に比べて,30dB(A)も

低く,10m地点での騒一糾ま,乗用車内

寸仁みで,騒苦規制のある市往r地や夜間

作業などに最適で,各方面から注目を

集めている｡

表1に主要諸フ亡を記す｡

(日立製作所 機屯一事業本部)




