
日立の王持=言午と新案

日立製作所では所有している全部の特許･実用新案をすべ

て有償開放致しております｡

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,選んで描載致しま

した｡

なお,照会･実施の亨卸希望がございます場合は,右記まで

御連絡くださるよう,お煩い申しあげます｡

■ クレーン

手招会先

詰
所

電
柱

国内関係 日立製作所特許部特許営業グループ

i毎外関係 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

特287888 36-11365 防塵ホッパ 実925635

実946135

45-20018

46-11514

46-24438

ロープトロリー式アンローダにお

特419919

特432397

38-2215

39-7418

ダブルリンク式引込クレーンにお けるロープ#卜替装置

ける速度制御装置 吊上げ電磁石

グラブバケットの開閉巻上装置 実955565 押上機付制動装置

特437451 38-14231 建築用タワークレーン 実967593 46-31301 無線制御装置の誤動作防止回路

特581414

特677651

45-5213

47-25421

48-612

48-7540

クレーンにおける直流電源の給電 実1005820 47-39787 クレーン用一本桁

方式 実1005821 47-39788 トロリー落下防止装置

動力伝達装置 実1005823 47-39789 一本桁橋形クレーン

特701865 振れ止め制御方法 実1007956 47-39743 油圧駆動装置

特706703 バケット開口位置決め装置 実1016320 48-8590 クレーン運動制御装置

実842585 42-14078 ロッド駆動安全装置 実1028850 48-19235 クレーンの制動制御装置

実859897 43-11306

44-6673

杜重電磁石 芙1030361 48-22442 比重電磁石の端子装置

実884945 トング開閉装置 実1032613 48-8383 ねじ式鋼塊つかみ装置

実889022 44-8906

44-4544

44-29463

移動体位置検出装置 実1035117 48-25502 無線制御可能な装置の誤動作防止

実892974

実904550

吊上電磁石の制御装置

走行車の走行制限装置

回路

■ ポンプ

登録番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

特5416細 43-18282 ポンプ起動方法 実842485 42-12694 水中モータポンプ

特546515 43-28841 ポンプ材料の摩耗試験装置 実876315 43-31496 渦巻ボン70

特564818 44-17345 渦巻ポンプの吸込流路 実904645 44-29462 液体の圧送装置

特620576 46-9771 排水設備における吐出弁操作装置 実918945 45-12673 圧油槽への給気装置

特655788 47-4619 ボーキサイトのアルカリ処理法 実939262 46-3281 排水ボン70車

特704275 47-32345 スラり-連続圧送装置 実953150 46-19091 吸込槽

特704277 47-32347 スラリー圧送装置におけるフロート 実994451 47-24151 固形物水力輸送装置

特709593 47-46115 スラリー圧送装置 実1002676

実1012181

47-24152

48-714

スラリー連続圧送装置における調

特717605 48-19679 スラり一圧送装置におけるフロート 重さ装置

実818347 41-1270 水中モータポンプのケーブル支え スラリー圧送装置

実829680 42-62 竪軸水中ポンプ軸受装置 実1021426 48-12718 スラリー圧送装置

■ マイクロモータ

登重責番号 公告番号 名 称 董毒曇番号 公告番号 名 称

特404101 37-12570

l

電動機調速装置 実843310 42-14641

43】5781

44-14571

′ト型電動機の刷子保持装置

特468136 38-7406 トランジスタ電動機 実855049

実891859

流体封入形電動機の回転バランス

特495143 37-901 超′ト形回転電機用刷子 装置

特590659 45-14456 無刷子直流電動機 マイクロモ【トルのカップロータ

特596167 45-70454 無刷子直i充サーボモータ 実927646

実927720

45-25428

45-28201

電磁自勺結合部における巻線のリー

特616067 46-4690

46-36416

パルスモータの駆動方式 ド線

特6445糾 無刷子直1充電動機 電動機の駆動回路

特655680 43-19367 トランジスタモータ 実1021422 48-10249 回転電動機用刷子保持装置
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日立の特言午と新案

日_立製作所では所有している全部の特許･三夫用新案をすべ

て有慣開放致しております｡

このリストには,[卜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,選んで掲載致しま

した｡

なお,照会･実施の御希望がございます場ナナは,4√記まで

子卸連絡くだきるよう,お願い申しあげます｡

■ 空調機

鞘仝先

詰
所

電
位

拝仙関係 R立製作所特許部特許営業グループ

i毎外関係【J立製作所国際車業部軟斗こ部

(03)270-2111(大代去)

〒100 東京都一丁一代臼+区大手町2-6-2(日本ビル)

登董曇番号 公告番号 名 称
l

登重責番号 公告番号 名 称

特509758 42-16993 冷媒流量自動制御装置 実873746 43-20943

43-29014

空気調和機

特512249 42-18120 熱交換器付換気装置 実881322 冷媒流量制御装置

特538380 43-20503 空～も調和機 実914023

実931356

45-7737

45-24128

冷暖房装置の水圧リレーの詰り防

実857181 43】7479 満複式熱交換器の油戻し装置 止装置

実868574

実873673

43-18934

43-24061

熱交換器付向流流体横械

冷暖房装置

空気調和機

■ 送風機

登貪義春号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

特474907 40-27106 i允休機械 特505489 42-2242 位置決めを兼ねたスポット溶接方法

特494795 41-21112
【

流体機械 特585967 43-6252 横流れ送風機

■ 空気乾燥装置

登録者号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

特600375 45-18835 圧縮式露点測定装置 実922527 45-17430

45-17431

冷却式空気乾燥装置

特647517 46-39632

45-461

空気乾燥装置 実922528 冷却式空気乾燥装置

実907995 冷イ束式空気乾燥装置 実961025 46-28762 空気乾燥装置

お詫びと訂正

本誌4月号に掲載いたしました｢%インチ｢サチコン+使用の放送用多目的カラ

ーカメラ"SK-70''+ の論文中に,次のような誤りがありました｡

日本放送協会の関係各位に多大の御迷惑をおかけしましたことを謹んでお詫び申

しあげますとともに,次のように訂正いたします｡

訂 正 箇 所 誤 正

p.65緒言のうち,上から13行目
日本放送協会と日立電子株式会社 日本放送協会と日立製作所が共同

が共同開発した‥… 開発した‥‥‥…

注:なお,｢サチコン+は登録商標です｡したがって,本文中の｢サチコン+はすべて

｢サチコン+(軒と御訂正引頸います｡
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日立ハイリフト(日立リフティングマグネット)
UPMシリーズ

口立;生望作所は,鋼梶川リフティ ング

マグネlソトにおいて校数制御粋作に定

評のあるUPMシリーズを､乍山新た

に吏に幅広くi古川できるよう機帥の拡

大と充`夫を周り発売した｡

1.主な特長

(1)組でナせ多磁棒方式を採用している

ため,

(a)滞枇をつ■ったとき鋼板の端からの

はく馳を生じない｡

(b)校数制御特怖がイ零れているため,

脚串

図l 荷役ラ舌動中の日立ハイリフト

表l 鋼板用多極角形日立ハイリフト仕様及び寸法表

意

諸元 形宰■LM-UPM153し LM-UPMI53 +M-UPM164 LM-UPM204 LM-UPM255 LM-UPM266

重 量(kg) 220 ; 300 540 645

リ…≡..ト2′0≡≡■ヨヨニ血
亀/ノル

DC220V

冷時消費

寸シ去

(mm)

冷時(A) 7.4 】 9･4 12.丁 13.4

1熱時(A) 4.9 6.5 8･4i 9･3 16.6130

5.5 10電力(kW) l.6 2.l 2.8 3.0

L l′500 l′500 l.600 2.000 2,500 2′600

〝 300 300 400 l 400
.

500 650

月 400 400 400 565 600 910

β 626 626 665 790 900 1080

;主:定格使用率50%

トt･キ･′

運転操作が較めて容易である｡

(2)他用台数の組ナナせ選択法により,

3～30m仕丁空まで広範岡の鋼板を扱える｡

2.主な仕様

表1及び図1に示す｡

丁仰す▲hl頂
ー上【

3.主な用途

シャーリング工場,鋼板センター,

裂搾工場,J字板工場,J克品柿込慌など

に巾副去くi溝用できる｡

(口カニ製作所 機′屯11i砦1･こ部)

日立新形クレーン用電磁ブレーキ(LS-DR)

口上二製作所は,クレーン♂〕巻上r口を

はじめ,一一う弛産業機1滅の制動川として

新方式を耽り入れた新形クレ【ン榊屯

磁プレ【キ(図l)をじH発した｡

このブレーキは,JEM1240(クレー

ン川交盲克操作ブレーキ)に準拠L,交

丁充プレMキの使いやすさと,直流ブレ

ーキの高性能とを兼ね備えた新しい形

のばね‾桝垂川手ブレーキである｡

l.主な年寺長

(1)直流う正磁石方土〔の採用により,‾交

流電磁オナ方ノ(に比車交してコイル焼損が

桁j三貨に少なくなり,また,雪さ流.ユニlソ

トは令電イ･式で婆流.作川,過初子滋作川

Ll
等.

=り

転汐■

i汲､J;

図l 日立新形クレーン用電磁ブレーキ

表l 日立新形クレーン用電石益ブレーキ仕様

形 式

(+EMわく二蘇)

定格

制動

トルク

(帖･††1)

仕 様

許容制動 ライニング寿命
子葉作部定格 電源

(単相)

†既略

電流

(A)

スト ローク 概略菜!ポ_ トラム

仕事:車

(k且･rTl

汀1】rl)

(黙諾制動

仕事貫)

(kと1･rTl)

(l†lnl) (kg) 概略

G亡〉‾■

恥H･m)
イ車用壬

(%ED)

f摂度

(SWh)
設定 限界 本体 ドラム

LS-.-DR(B一】32) 5 Z′L80 2_2＼10汁 】0〔) 400
20D2Z(IV

50･60･■60Hz
0.8 1.5 Z.5 27 4.5 0-084

LST
-DR( ) 6.7

LS;..-DR(B-L6〔り 10 3′400 5.4､′10､ l.Z 44 =) 0-Z4

LS】.-DR( ) 14

+S･･,-DR( ) 2l.2

LSl..一DR(B-180) 30 5.320 8,4ンニID､ 1.5 66 23 8.67

+S川一DR(B-200) 4D 67

+S.-..-DR(昌一225) 53 8.570 14.5､10■'. 卜8 2 3 92 32i 2_D2

LS.1-l-DR(B-250) 63 11.500 17.3､10汁 】10 48 3,78

+S.川一DR( 1 80

しS..…-DR(B-280) 180 20′30D 3ト10■｢ 2.8 1gO 65 6.2了

しS.{コーDR( ) 132

LSi…一DR(B-315) 180 25′200 4(】､･】0■､
400440V

50･6060Hz
l.7 2_5 3-5 250 g2 11.53

のほか,1=に斥変動納止作J口をもたせる

など什能の向上を阿っている｡

(2)√在磁イイのショート ストローク化,

ピン数の少ないシンプルな寸構造の採川

により,本体寿命のJIP7大を由っている｡

(3)注油脚難な筒戸斤にはドライブッシ

ュを採閂し,注油作業を布端にしてあ

る｡また,ライニングの厚耗刑繁H川禰

も従来に比べ良く しており,保守も苓

易である｡

(4)標準品の定格を100%ED,400SW/

hと向_1二し,そのうえl彷軽構造として

いるので広範な用途に標唯品をそのま

ま適用できる｡

2.主な仕様

主な仕様を表1にホす｡

(日立製望作r叶 商品【ト業部)

85



匿 日立評論 VOL.58 No,5(1976-5)426

日立新形電磁ブレーキ(LS-SD3)

JEMl120り土延補機及びクレ【ン梢

拍二流屯磁ブレーキ)準拠の新形う立石苗プ

レーーキ(図1)を開発した｡

このブレーキは,サイリスタの位ヰ=

制御による過軌磁作用をもたせた仝′上㍍

十式の磐流ユニットを採川し,消音打一に

力を抑え,更に信相性の向_卜を阿った

ものである｡高頻度クレーーーン柱イ蛙抽機

などに占左通のブレーキである｡

1.主な特長

(1)標唯品が100%ED,800SW/hとな

つており,しかも寿命は1,000万回杜

性である｡

(盲

ノゝ′′

ぞ

ミミあ

I酵｡

図l 日立新形電磁ブレーキ

表l 日立新形電磁ブレーキ仕様

形 式

(+EMわく番)

定格

制動

トルク

(kg･111)

仕 様

言午審判動

仕事辛

(kgリ¶

nl■lり

ライニンク寿命

(総制動

イ士容量)

(kglrTl)

j柔作郡定格 電 ;原
ストローク

(I¶rrり

概略重量

(kg)
ドラム概略

G亡):'

(kg･m=上)
イ重用辛

くヲるED)

頻.蟹

(S＼V11)
(単相) 設定 限界 本体 ドラム

+S】1､-SD_l(B802) 10 2′86(] 6.4′10■ 18D 800
200220V

50･60ノ60Hz
卜5 2.5 70 9_Z D.22

LSLl′‾ ( ) 13

LS_1r,､-SDl(B804) 2D 4′【80 9.3′ rO一 100 J6 0 6

LS山一 ( ′) 26

LS…一SD､､｢B806) 55 8′ZOO 2l_7-1D- 2 3 170 39 2.2

+SH.り -

′′(B808) 72

+S】1ハーSD:1(B810) 100 】7.4〔)0 40､･10ハ 210 56 5.7

LS】=12′一 ( ) 13〔)

LSごL㍉さ｢-SD.く(B8】2) 2DO 26ノ900 68.6ノ10､
400ノ440V

50･60･60Hz
Z.5 3.5 310 】00 14.0

+SごLiニり一･′(Ba14) 260

+S≡.小一SD.､(B8【6) 400 42.000 l12_5′lD､ 530 180 38.0

LS-,州- り(B8【8) 520 l

(2)軽流ユニットには,サイリスタの

位和利制により解流作一札過励磁作札

及び`■`E庄坐軌祁j下作用をもたせ,イ‾ii如i

性の向_l一二を同り,更に消弔う富力を従火

の直i允プレ【キに比べ約%に抑えてあ

る｡また,
一部の依帥には向列抵抗を

取り付け,垂わ作特作グ)向上を図ってい

る｡

(3)軽流ユニ､ソトによる‾交流様作の直

流ノ吉江磁イ】▲方式を才末梢Lているので,直

流′■馴椚言が不安となり､クレーン巻_｢二

鞘などに使用する場合には,プレ【キ

柑のトロリー線が不要である｡

(4)すべてのピン部には,ドライブッ

シュを採用しているので,ほとんど注

油しなくても｢分使用できる｡また,

i妨俸構造になっているので,土臭の多い

節所でも安心して使用できる｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立製作所 商品事業部)

日立クレーン用かご形モートル｢マグネトロー2+

小･′ト容量クレーン構走行用モ【ト

ルとして従来の巻線形モートルの代わ

りに,かご形モートルをイ小口する場合･

が多くなっているが,日立製作巾斤は,

クレ【ン横走行鞘モートルとして理想

的な柑作をもった,かご形モートル

｢マグネトロー2+をシリーズ化し発売

した｡

1.主な特長

(1)始動l-ルクは定格トルクの200%

区= 日立クレーン用かご形モートル

｢マグネトロー2+(全閉外扇形足取付)

86

表l 標準イ士様

出力

極致i定格
絶縁 l電 圧 ■;保 護 構 造 周囲

湿度
朝出 外部ケーフ

(kW) 種別 周)度 数 (形 式) 温度 L ル]妾続方向

l.5

2.Z

3.7

5.5

7,5

ll

6

Z5%ED

又は

40%ED

巨不重

ZOOV50Hz

220V60Hz

又は

400V50Hz

440V60Hz

全閉夕十扇形足取イ寸

(TFO-KK)

全閉外扇形フランジ取付

1(YTFO-KK)

聞方女形フランジ取イ寸

(YEFOリーKK)

40じC

90%

RH

以下

同車由
負荷側から

みて左側

以_卜,始動電流は完朽ノ【に†先の450%以

下とクレーン捕とLて名主過な特性とな

っている｡

(2)理想的なトルク特ノ性のため負荷変

動による速度変動率か′トさい.｡

(3)モートルのフライホイール効果

(G上)2)が小さく,加速性が良い｡

(4)モMトルのわく番は同出力･同極

数の汎用モ【トルと向一であり,クレ

ーン用だけでなく高ひん度使用の他用

途にも他用できる｡

2.標準仕様

表1に｢マグネトロー2+の標準什様

を示す｡

3.｢マグネトロー2+採用による利点

(1)巻線形モートルに比べ,二次抵抗

器が不要のため配線賛が安く,据付ス

ペースも′トさいため,クレーンの構造

を(ナ理化できる｡また横行用の場合,

横行トロリー線3本が不要となり設備

費の低i域が可能である｡

(2)かご形モ”トルのため集電装置が

ないので,保守･点検の煩雑さがなく

なり消耗部品もないため,保守･管理

費や消耗部品費が大幅に低減できる｡

(3)巻線形モートルに比べ二次抵抗器

も不要のため,価格的に安価である｡

(日立製作所 商品事業部)
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汎用形高圧器具新シリーズ

日立製作所は,7.2～3.6kVの汎用高

圧器具(主として配.′定盤に内臓されて

佐川される汎用のしゃ断器,開閉器具

頬‾)に対する市場の要望に応じて,高

度の信頼度を維持しながら,安価で小

形,且つ使いやすい汎用器具を開発中

であったが,二のほど次の汎用形断路器

及び負荷開閉器をシリーズ化Lた｡

1.主な特長

(1)汁LJ什形断路器(SVシリーズ)(図1)

(a)最新の技術で超小形･軽量

従来の日カニⅤ形断路器に比べ,谷枯

60%･重量80%と更に小形軽量である｡

(b) キユーピクルへの取付けが谷易

単極形は仝機椛MlOボルト2本で,

且つ同一ピッチで1本のアングルに取

付けができる｡

(c)央面接絞が容易

‾支持絶縁物をⅤ形に配讃しているた

め,一役小のスぺⅦスで簡単に一真面接続

ができる｡

(d) ラ‥ノチ付で確実

朱舶各時に発生する大きな電磁力や外

部の批動などによって,ブレードが開

くことを防止するため,全巻望品ともラ

ッチ什である｡天井への逆収付も心配

なくできる｡

(e)教主絡′i泣沈に強い柑壬近

接触部はばねによる他力接触であり,

更に大′LE流通1竜時には,ブレード不‖正

閏jのL吸引力によって接触｢i力を高める

柿造である｡

(f)手動操作器は完全インタロック什

遠方手動操作器は電乞も的インタロッ

ク什で,また断路器を操作中,Lや断

器の投入回路をロックする接∴ま取付け

が‾叶能である｡

(2)汎用形負荷開閉器(図2)

(a)′ト形t軽量

前述の持主主ある子凡印形断路器を鵜本

にLているので､小形申そ呈であるし,

(b)′J､形で似れた消航主

消弧主は抽出のオ満造をもった細隙形

で,消イオン ガスにより急速に電流し

や断できる｡

(C)確実な通1副生能

主接触子とアーク接触了一は別個に設

鷲醤 薗

図l 汎用形断路器(左より200A,

400A,600A,i′200A)

ご鴬

き

こ太さ

繋 ェ 駁¥-き

､一美率
邑

喝

図2 汎用形負荷開閉器(7.2kV100A)

けられており,且つ主接触千は-凡用形

断路器と同一-であるため,-k期r札 確

実な通1馴隼能をっている｡

(d) ヒューズ用ホルダの枇什により`,に

カヒュ【ズとの組合せが可能である｡

(日立製作所 機屯事業本部)

日立D-AX5分散式自動交換機

日立製作所は,PBX(構内電話‾交換

設備)用の小容量交換機としてD-AX

lO(100回線),D-AXlOM(40【叫線)ク

ロスバ交換機の2機純を販売してきた

が,/卜凶,新たにD-AX5を発売した｡

D-AX5は,高信椒†空の小形リ レー

を採口jした令リ レーJ℃｢i勅交枚恍で,

内線容量32回線の交換丁を必要としな

い分散方式尊王】i機椎で,内線岬設が4

【±□線単位で増設ができるよう設計され

た新しい交･換機である｡

1,主な特長

(1)小形軽量である｡

小容量交換機は,手軽にどこにでも

設吊できることが第一一に要求され,本

配線食詰や繋i充器,ニッカド蓄′正池を内

蔵してし､ながら,図】に示すように,

コンパクト,かつ約100kgと軽量に設

話†されているため,フロア スペースの

有効活用が図れる｡

(2)使いやすく経済的である｡

毎日使用する電i原スイッチ,ヂ手車艮ラ

ンプなどを前面の操作部にまとめた｡

また,内線の榔設が4回線単位ででき

るので,力士業の成上主にメ応じて如Ⅰ線岬設

i汁画がカニてられ,また電i原関係などが

組み込まれているので工事,保土手が容

易に可能となった｡

(3)人形機並みの機能

端本,付加磯舟巨ともに充実した｡

(a)必本機能(i)局線ダイヤル応答

(ii)コールバック トランスフ7 (iiDコ

ールバック時の割込み(iヽ)1回線単

†謀のサービス クラス (v)自動ハウラ

送出 んi)リセ･ソト コール んjD夜問自

動切換え 佃)オート レリーズ(ix)U平

出古区別(x)発信テナント (xi)市外

Hiり御

(b)付加機能(i)局線保留音送出

(i車)ライン ロックアウト(iii)内線延長

(iヽう寺川線収容(Ⅴ)ボタン応答カーJ〔

りJ線ボタン応答,ボタン転送,発信

転送)んi)ページングんi亡叫ラ設用リンガ

2.主な仕様

主な仕様を表1,2に示す｡

(日立製作所 通イ言横車業部)

表】 主なイ士様

区l一 日立D-A

X5分散式自動

交換機

項 目 イ土 様

電;原 電 庄 24V±…∨

内線線路条件 200rユ1よ下

番号

計画

局線発信 ≠0”

内線相互 "×X”

j収容 回 線数 表2参照

表2 収容回線数

内線(回線)
局 線(回 線)

初期実装 容 量

20 5 10

32 7

87
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高速N･MOSメモリ

日‾謀黎竺作I叶は､Nチャネル シリコン

ゲM卜MO Sプロセスを川1いた 4,096

語×1ビット純成の,アクセス タイム

200nsのダイナミ ック ランダム アクーヒ

ス ノモリHM4511を開発Lた(匡11)｡

ダイナミック川路を川いているため,

椚官学屯力か少なく,た1右速･人苓量が要

求されるメイン フレームノ女び周辺装吊

のメモリに適している｡また,4MOS

のメモリ セル方式を才采川しているため,

電子原やリフレッシュ タイムのマージ

ンが大きくなり,卓州三が安定で,高い

匡Il高速N-MOSメモリHM4引lのペレット

イ言額汁｢生を作ることができる｡

このメモリは,1端十のMOSレ〈こル

人ブJを除き,他はすべてTTLレ/ヾルの

入力と,3他のTTLレベルの=力であ

り,付さいやすくまたチ･ソプ セレクト信

号によりメモリの拡張が谷易である｡

1.HM45】1,45‖ト1の主な年寺徴

(1)高速動作

(a) アクセス タイム

200ns
max.(HM4511),150nsInaX.

(HM4511-1)(図2)

(b)リード/ライト サイクル タイム

400ns
min.(HM4511),340ns min.

(HM4511-1)

(C)リード モナイフ7イ ライト サイ

クル タイム

520ns
min.(HM4511),430ns min

(HM4511-1)

(2)アドレスデコーダl勺蔵の完全デコ

ードプわ℃｡また,アドレス及びチップ

セレクトにはラッチ性能がある｡

(3)チップ イネイブル(CE)端十を

除いて他の人プJ端-rはTTLと直結可

2
5
0
2
｡
｡
1
5
0
Ⅷ
5
0
｡

(
∽
⊂
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U
篭
ト

54‥MH
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25 50

n ぐC)
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区12 アクセス タイムの温度依存性

能｡

(4)出力は3値のTTLレベル出力で

あり,チップ セレクト信号によりメモ

リの拡弓良が容易｡

(5)リフレッシュは64分割で(リフレ

ッシュ アドレスはA｡～A5)リード サ

イクルごとにリフレッシュされる｡リ

フレッシュ タイムは700cで2ms max.

である｡

(6)22ピン標準DIP

(7)TI社製TMS4060-2と互換怖があ

る｡

(日立製作所 半う与休事業部)

日立クロスイン チューブ

臼+工′i‾に総体式会社では,三拝殊インナ

ーフィ ン チエMブ､商品名｢日立クロ

スイン チュー一丁+を開発･妄振売し,1も

休i脊_印ノ召仁ミ熱管とLて好評を†卑してい

る｡

銅管

レ
L//麺 エー-一一一二

銅十字フィン

図l 日立クロスイン チューブの構造

図2 日立クロスイン チューブの外観

S8

従来から,各椎か､ス圧縮機のインタ
【

クーラやアフター クーラなどの冷

却器用伝熱管として,一般的には裸管

(銅及び銅でナ金管)が多く位相されてき

たが,黙エネルギ､省資i偵及び佃り1引氏

i城の要求から,性能の†変れた仁ミ熱管が

望まれていた｡｢口1ニクロスイン チュー

ブ+は,ニれらの要求に応じた製品で

あり,特にオイル フり一式ガス†壬縮機

用として,その需要増が予測される｡

1.主な特長

(1)管内仁ミ熱面楷を哨カロしてあるので

熱交換器の′ト形化が可能である｡

(2)フィ ン及び外管の材質が鋼なので

表l 日立クロスイン チューブの標準寸法

耐食性にイ蓉れる(外管は銅†ナ企やステ

ンレス鋼なども使用可)｡

(3)十字形ラインが管内にはめ合わさ

れているので,チューブ自体の剛作が

大である｡

2.構造,外観及び1票準寸法

図1に怖造を,図2に外観を,表1に

クロスイン チューブの標準-､+‾法を示す｡

3.主な用途

(1)乞(体圧縮機の冷却器用fよ熟管

(2)内外而での耐食性をもつ各椎の熱

交換器用f云熱管

=_]立電線株J七会社)

項 目 標 準 寸 ミ去 な ど

寸

;去

外 径(mm≠) 9.52 12.了 15.88 19.05 22.22 25.4

肉 ノ享(mm) 0.76
L

o.89 l.02

0.9

卜07 l.14 】.20

フィン肉厚-(mm) 0.6 0.6 卜0 ll 1.2

外 表 面 積(m2/′■m) 0.0299 0.0399 0.0499 0･059810･0698 0.0798

内 表 面 積(m2′′′m) 0,0524 0.0732 0.0916 0.113 0.134 0.155

内外表面積比 l.了5 l,83 I.84 l.89

】92

l.92

269

卜94

断面空間面積(mm2) 4l.】 80.9 126 362




