
日立の特許と新案

｢卜立製作所では所有している全部の特許･某鞘新案をすべ

て有イ貸間放致しております｡

このリストには,H二在製作所巾イj‾の特許･実Jl-j新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,選んです旨叔:改しま

Lた｡

なお,照会･実施の御希望がございます場でナは,イ｢記まで

御連絡くだきるよう,お暇し=臼しあげます｡

■ 自動交換機
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登録番号 公告番号 名 称 登鐸番号 公告番号 名 称

特576108 44-32086 多段接続共通制御自動‾交換方式 特693662 47-48602 課金/りレスの位相分配方法

特577583 45-214

45-206

45-2124

45-881

センダ接続方式 特696617

特70柑28

47-51005

48-2810

47-25725

41-14727

41-7525

課金パルス発生回路における周波

特577585

特579225

索線機能を持つ直結式無紐中継台 数てい減回路

方式 課金トランク

共通制御自動交換方法 特721746

実819813

自動式構内交換棟における着信呼

特581416 電子装置の筐体構造 受付方式

特594526

特594550

特598438

44【31401

44-2415

45-23644

多重ゲM卜構造架における通信設 中継線選択装置

備装機方式 実830080 私設電話交換装置用レジスタ

共通制御自動交換機における接続 実837597 42-10486 自動電話交換装置

完了識別凶路 実841944 42-14606 代表回線選択装置

多段接続共通制御自動交換方式 実871683 43-27688 機器実装枠

特603778 45-29601 電子装置の筐体 実873709 43-26328 有紐式中継台の呼出装置

特611204

特633503

45-27167

45-17441

44】32085

自動交換機におけるコ【ルバック 実877445 43-29620 トランク接続における番号変換装置

およぴトランスファ方式 芙889133 44-8483

44-11455

44-11456

枠押え装置

通信設備の構造 実889673 ハウラ音送出装置

特633504 共通制御自動交換方式 実889674 ハウラ音送出装置

特641069 45-2607 トランク選択方式 実900882 44-23526

45-18411

通信装置の筐体

特644563 44-2404 自動交換機における出線制御方式 実922379 通信機用ゲート

特645074 46-8366 クロスバ自動交換方式 実945980 46-11393 凶転スイッチを用いた計数回路

特673041 47-26227 1/n弁別回路 実1025523 47-40244 市内通話料金課金装置

特693638 47-45845 共通制御自動電話交換方式 実1028791 48-11631 機器取付枠

■ 交換機用部品

登重量番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

実839898 42-12662

44-17544

押釦の構造 実1017995 48-4871 マルチコネクタ

実894259 押釦スイッチの摺動板保持構造 実1021469 48-10864 コネクタ

実952618 41-6535 端子板 実1026388 48-17985 コネクタ

■ データ通信

登録番号 公告番号 名 称 登重責番号 公告番号 名 称

特472478 40-24306 表示板変換装置 持572241 44-16087 チータ伝送装置のサン7Gリング方式

特486050

特5427鵬

41-10523

42-322

43-24091

データ交換処理システムにおける 特585977 44-26339 圧電素子の電気信号出力回路

集約装置 持606082 45-34508 並直列変換方式

調歩式電信符号の並直列変換方式 特608056 45-34842

44-170

46-18891

誤リチェック方式

特542750 情報記録媒体の送りチェック槻構 特609787 テープさん孔子ェソク方式

特544602 43-27899 穿孔カード読取装置の導電板 特665916 押釦スイッチの動作表示構造

特547402

特560154

43-28889

44-13543

単安定ブロッキングオンレ一夕の 特706682 48【7450 テ”プ巻取供給装置

出力回路構成 実871685 43-26344 穿孔カード読取装置

光電式テープ読取機の制御方式 実871689 43-26342

44-26417

情報入力装置における電鍵選択機構

特563507

特564067

44-15003

44-16938

さん孔タイ70ライタマシンフアン 実902590 印刷電信装置における印字選択機構

クショ■ン制御方式 実1005757 47-35215

48-17371

マグネット馬区動回路

テ【プ読取方式 実1025492 可‾操体を用いた書類挿入機構
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日立大 排水ポンプ設

近年,主要河川]或に限らず中･小河

川】或にも宅地化の波が急激に進行し,

それに伴い庄こ流.J或の洋一水対策として排

水ポンプはますます大容量,大型化さ

れる傾向にある｡日‾試製作所は,最近,

表1に示す大判排水ポンプを受注し,

現在鋭意製作中である(図1)｡

1.ポンプ設備の主な特長

(1)各機場に共通的な三拝士妄

(a)大理旦であることから,土木建築

而〈＼の影響を重視し機械梢造,配置

をi央左した(土木一機和にの-一体化)｡

題

図l エ場組立中の日立大型排水ボンフ

表】 最近の日立大型排水ポンプ受;主実績

機 場 名 ポ ン プ 口 径 ポ ン プ 仕 様

関東地方建設局 3′600mm 30m3/sx6.2mX97rpmx3′500PS

三多即壬非水機場 立て軸うず巻き斜流ホンフ ×l台

関東地‾万建言支局 3′300mm 25m3/sx5.6mx95rpmX2′700PS

新芝川】非水機場 立て軸うず巻き斜フ充ボンフ ×2台

愛知県土木部河川課 3′600mm 30m3/sx4.lmxl14rpmX2.400PS

(蟹;工川排水機場) 立て軸可動巽軸)充ボンフ ×l台

(b)立て軸ポンプを採和し,平面スペ

ースの軽i成と始動件の向上を図った｡

(c)人出カエンジンによる駆動であ

るため,充排油式流体継手を介する

ことによ-)減速機歯面の保i穫,エン

ジン単独運転用クラ､ソナ作用及び始

動時の【吸水路サージの軽i戚を図った｡

(d)吸込側除塵設備に始まり,吐出

し側ゲⅥ卜までの機場全体の･イ吉耽

りまとめであるため,機械設i汁,峯望

作面だけでなく計画全体のエンジニ

アリング面に力をi主いだ｡また省力

化(電-r{計算機の導入)及び公丁吉対策

(人乞t汚染,騒一汗など)も考慮した鼓

新鋭の排水機場である｡

(2)関束地方建設局∴瀕β放び新芝Jtl両

排水機場の持氏

(a)流.路1面積が人きく,また広範囲

の運転に通Lた∴重ポリュート型斜

i允ポンプを才末用Lた｡

(b)水圧,振動に対しては】応力模巧■壬

で強J空確認を行ない,ケーシング部

はコンクリート埋込巧りとした｡

(3)愛知県土木部蟹il二川排水機場の特長

(a)指稚が低し､こと,内外水位の変

動が大きし､ことから‾叶重か翼軸i充ポン

プを採用L,常時及び降雨時の河川

†充人量に見合った追従J性の良し､排水

を‾叶能とするとともに経済惟を高めた｡

(日立製作所 機電事業本部)

日立HS-B形ターボ冷凍機こ

従米,人形ビルの?た1毛.凋手‖梢,各純

プラントの冷却川など広い範閃の冷却

設備としてターボi甘i束機が付われてき

た｡これはターボi令i束機が,小形で据

付由柿を安Lないこと,消耗品が少な

く メインテナンスがしやすいこと,J上

し､範岡の条件で安立した運転ができる

ことなどの精良を持っているためであ

る｡このほど,この特長を更に向上さ

せて,250RTから1,250RTまでをHS-

B形としてシリーズ化した｡

1.主な特長

(1)∴次元異形状の軽ナナ食二洞他車の使

血

図l 日立HS-B形ターボ冷凍1幾

表l 日立HS-B形ターボ冷凍機の主な仕様

形 式
/令凍容量

(USRT)

モ…タl冷水流量
出力

(kW)(mJ/h)

i′令却水〉克
量■

(m:ソh)

寸 法 (mm) 概略i玉章云

重量

(t)長 さ 奥 行 高 さ

HS-14B

HS-14B+

HS-15B

HS-15B+

250

2了0

3ほ

235

300

151 189 4′530

4′630

l′Z20

l.340

2,215 8.0

163

191

204 2′415 9.2

9.4238 //

/340 206 258 9.7

HS-16B 400

435

375 242 302

329 4′780

9.9

HS-16BL

HS-】7B

HS-17B+

HS-18B

450

263 l.795 Z′了70 13.1

500 302 378

408

/ 2′940 14.0

540 326 I4.5

630

690

560

//

375×2

381

416

484

477 14.8

HS一柑B+ 520 5′700 l.990 3′250 20,2

HS-19B 8DO 604 6.480

6.560

l′860 2′710 18.5

HS-19BL 870

l.000 450×2

526 658 2′050 2′875 20.5

HS-20B 604 756

818

3,220 22.0

HS-20BL l′080 654 // // 26.4

HS-21B l′Z50 560×2 756 945 27.0

注:1.ク令水出口温度5-c,冷却水入口温度320c及び各々の出入口温度差を50cとする｡

Z.1USRT=3.024kcal/h

川による効率向上,軸′受数の縮小によ

る機械効率向上,動ブJ不要の連続柚気

装置(特許Hi願中)の採用などによ-)

総合効率の高いサイクルとした｡

(2)消耗部品を減少し,信相伴を高め

るとともに,圧縮機構造の合理化によ

りメインテナンスを容易にした｡

2.主な仕様･外観

主な仕様を表1に,外観を図1に示

す｡

(日立製作所 機電事業本部)

85



塾 日立評論 VO+.58 No.7(19了6一丁)602

日立脱硝フアン

環J克改善が社会問題として取り上げ

られるようになって以来,各椎公吉防

止機器の開発,実用化が急速に進めら

れている｡脱硝フアンは,環境改善の

ために,大乞も汚享央物質である苧素酸化

物(NOx)を除去する排煙脱硝装置に,

各種燃焼排ガスを送り込む役割を果た

すものである｡

Hカニ製作所は,大形脱硝フアンの1

号機として,昭不口50年7り,4,000kW

両[吸込形タⅥボ フアンを,また2号機

として,昭和51年5月,5,200kW両l吸

込形異形フアン(図1)を製作し,納人

した｡

脱硝フアンは,300～4000cという高

iはがスを取り扱うため,高温クリープ

強J空を加味した材料の迷走や強度設計

がなされているばかりでなく,取二扱い

ガスに†李耗性ダストが含まれる場合

は,羽根車に耐J肇耗ライニングを施し,

無点検,無補修の連糸売運転時問を伸ば

すよう考慮するなど,取扱いガスの特

性を十分に把推し,環境関連機器とし

て,豊富な製作実績をもつ臼､工‾製作I叶

♂
〆

､∨こ済､､選管

､姦

g

婆♂ノ㌔

㌦さこ∵

区= 工場試験中の5′200kW両吸込翼形日立脱硝ファン

の技術をあらゆる何に生かしている｡

また,大形フアンの発車騒吉による,

二次公方をl坊止するために,フアン ケ

ーシングの全表面に防音ラキングを施

L,かつ脱硝処押後のガスに乗って大

嫉ま㌢

撃済

乞(放出される騒音を防ぐため,大形サ

ウンドトラップ形消音器を備え騒音対

策に‾万全を期している｡

(日立雪望作所 機電事業本部)

日立クリーン エア システム

(NDS及びCENTAC圧縮機)
圧縮空気は工場の動力i原,計装川,

プロセス川など,産業のあらゆる分野

で丘ごく使われているが,鼓近空乞毛圧縮

機に対しても省エネルギー,省力化,

無公害など,需要′衷の要請が強くなっ

てきている｡この要請にこたえてシリ

ーズ化したのが日立クリーン エア シ

ステムである(図1,2)｡この新シりm

ズは仝機椎が凶転形のオイルフリー1主

縮機で構成されており,需要家の要求

によっては,圧縮機単体だけでなく周

辺の附属機器まで含めた全体のエンジ

ニアリ ングの耳丈りまとめをも含むトー

タル システムである｡

1.主な特長

(1)オイルフリーの空～(が柑られる｡

(2)うこ仝パッケージ化ク)ためコンパク

トで基礎･据付工事が簡単である｡

(3)85～90dB(A)以‾Fの画期的な仕も騒

音圧縮機である｡

(4)向転形で振動がなく空ちt脈動もない｡

(5)安全装置が完備しており,メイン
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表l パッケージ形空気圧相磯のイ士様

項 目 機 種 別 イ士 様

機 種 NDS C巨NTAC

形 式 NDSZO､NDS42 C12～C150

モデル数 tlモデル 15モデル

2ノ000､-25ノ000n13/h

3--一川kg//cmごG

風 量 l′150＼--3.150mこソh

吐出し圧力 l･5､8･5kg//cm2G

電動機出力 95----360kW 280‾-2′800kW

注:NDSはパッケージドライスクリュー圧縮寸幾の,

CENTACはパッケージ遠心圧縮機の日立製作所

商品名である｡

テナンスが簡単でに期連紙運転が‾吋能

である｡

(6)高効率で容量別御亡け竹三が良い｡

2.主な仕様

表1に機椎別の仕様を示す｡

(日立製作所 機電車業本部)

‾耶■:磯蔽

馳
静

毒

図I NDSパッケージ ドライスクリュ

ー圧縮機

岳
w:事乙

､こ′議‥､∴濾こ㌃痩〆

監‾′盛__竿､
事ぞ､…′;､:デJ戦車∴㌢､､仰叫"

も入

祭∴モ;:こ

∃

図2 CENTACパッケージ遠心圧縮機
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日立汚水･汚物用水中ポンプ

生活廃水,産業廃液などの汚物水の

移送に用いられる汚水･汚物用ポンプ

は下水道の普及,及び環境整備の促進

に伴う各純処理設備の拡充などで,今

後も需要州カロを見込めるポンプである｡

今回このような背景のもとで,信相件

はもとよリボンプの機能性の向上を図

った新シりMズの日立汚水･汚物Hj水

ダ′-tl11亀息仙

図l 日立汚水･汚物用水中ポンプ

表l 主なイ士様

UBL形水中フレードレス ポンプ

項㌃＼
プ叫 usN形水中雑排水ポンプ

口 径

出 力

509～

0.75､-2.ZkW

80～150≠

2.2-､18.5kW

吐出L量

全損程

0.トー0.56m=ソmln

5､6nl

0.卜､4.2mJ/nlln

4-､-39m

66-一一82rTlm通過できる汚物サイズ ■ 20---25ml¶

途
下水･し尿処理場,厨房,食品加工工場,地下街,魚市場,畜産場,

ホテル,社宅,学校,琴主車場,駅ビルなどの排水用

中ポンプを開発し,製-ミ‾占の貝反プこをけ臼始

した(区11)｡

1.主な特長

(1)超硬†ナ金製のメカニカル シールを

∴茹に組.み†ナわせた軸封装置をj■采印し

モートル内/＼の浸水をド〟_1卜している｡

(2)モートルは信輔件の高い乾式水中

モートルを使用しているので,過酷な

逆転条什に耐えることができる(⊃

(3)モ【トル内にイ米推装荷,自重わ運転

装道を内戚することにより,ポンプの

機能作を満めている｡

(4)uBL-B形水中ブレードレス ポ

ンプは,地上でポンプ案内棒に沿って

上げ下げするだけで,ポンプを吐出し

蛇管に【-′+泉州勺に崩脱することができる

ので,保亡子点検作業が容易である｡

2.主な仕様

表1に主なイ上様を示す｡

(日カニ製作デ叶 商品事業部)

新型｢日立ミニ ウォータエース+

臼二､工製作所は,高置タンクを必要と

Lない圧力式日動給水装置として｢一丁

､工ウォータエース+を昭和45年以来各

熟
■
謂
部

∵準

瀕

図l 単独運転機種

表l 主なイ士様

ノブ面に納入し,更に昭車=50年には,′ト

規模マンション,アパーート12小ナとして

ろ虫臼の｢ディ レ【タイマ【方式+の採

紳

嘗

ぷ
つ
ギ

ノ
&
恥
イ
幣
ち

㌔亀‥

図2 交互及び並列運転機種

周;皮数
運j転

方式

タ ン ク 合;充 管 所 要 標 準 イ士 様 始動圧力 タ ン ク

吐出口径 口 径 出 力 最大水量 始動圧力 停止圧力 選定範囲 容 量

(mm) (m汀1) (kW) (mこソm州) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) =)

50Hz

単独 40 40 1.5 0.13 l_8 2.7 1.0へ2.l1 30

交互

65

// //

並列 l,5×2 0.Z8 卜6

l,8 2.6

l.0へl▼9

l.0-､-2_l

60Hz

単独 40 40 l,5 0.13 30

交互 // //

‾壷列 65 l.5×2 0.Z8 l_▼6 】.0～l,9

用によr),従来製品を更に′ト巧■りとした

｢日東ミニ ウォータエース+を開発し,

各市血に納入し好評を待てきた｡

このたび,/卜彼の需要動向に応ずる

べく地_卜置′受水槽にも容易に使用でき

るユニットにするとともに,更に適用

を拡人した新型の｢日二､工ミニ ウォータ

エース+を聾望品化した(図1,2)｡

1.主な特長

(1)小型,軽量で据付けに場所をとら

ない｡

(2)保守管手堅が茶易で,全自動運転方

式を採用した｡

(3)独自の｢ディ レータイマM方式+

により,圧力タンクが小型でも低い始

動頻度に抑えることができる｡

2.概略寸法と仕様範囲

(1)概略寸i去 単独:帖540×奥行620

×高さ820(mm) 交吐,並列:幅540×

奥行1,045×高さ820(mm)

(2)表1に主な仕様を示す｡

(日立‾製作所 商品事業部)
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日立ターボ ファン｢Tシリーズ+

臼_､1ニタ【ボ ブアン｢Tシり∽ズ+は従

来のターボ ブロワ,ターボ ファンに

替わる新しい送風機である｡本シリー

ズは,小風量高圧プJの範幽をカバーーす

るTlグループ,中風量中斥力の範囲

.をカバーするT2グループ,及び大風
量低圧力の範囲をカバーするT3グル

ープより偶成され,幅広い二【ズに即

九日できるように設計されている｡JH途

は,従来のターボ ブロワ,ターボ フ

ァン同様,ビル､工場の空1(満作口及び

給排1し 各稚概器の冷却,ボイラ過J軋

など幅広い用途に利用できる｡

1.主な特長

(1)高効や

徹底Lた拉通モデルの追求を行ない,

Tl,T2,T3とも高効率を達成L

ている｡

(2)小形化

送風機の高速小形化を図り,従来品に

比べ外形寸法が約25%も小形化された｡

(3)単純な構造

従来,ターボ ブロワはディフユ【ザ

を設けてあり,ケMスが複雑な梢造を

していたが,本シリーズではディフユ

ーザなしでターボ ブロワの仕様を達成

Lている｡

(4)リ ミット ロ【ド特性

オーバ ロードの心配のない,優れた

リ ミ ット ロード精一性を持っている｡

2.主な仕様

表lに｢Tシリ【ズ+の仕様範囲を,

また区=に電動機直結の場合の外観を

示す｡

(l-】J二製作所 商占占事業部)

感

図l 日立ターボ ファン｢Tシリーズ+

(電動機直結の場合)

表l 日立ターボ ファン｢Tシリーズ+仕様範囲

項 目 Tl l T 2 T 3

大 き さ (#)

風 量 (m3/nlln)

風 圧(mmAq)

電動機出力 (kW) ｢

2一圭一---6 2～9

10､200

200‾〉l′800

】0､l′400

川0～l′300

l.5､75 I.5～150

2一､10

30～3.000

30へ450

l.5､132

注:本表は,吸込空気が常温空気(20Uc,760mmH9) r-一卜2kg/m:1の場合を示す｡

日立低騒音軸流出送風月幾｢ユニライン ファン+

空調用,産業川に数多く使梢されて

いる送風機の克之近の動向をみ-ると,特

に,依馬蚤古,小形化,高効率が重要二睨

される傾｢占=こある｡これにこたえるた

め,今回発売された｢ユニライン フア

ン+を紹介する｡

1.主な特長

(1)低騒カニ

送風機では現在長女も騒音が什Lし､遠心

式異形羽根車を倖用してし､るので,従

来の軸?充フアンより約20dB(A)低い｡

(2)小形化

軸i充式ケーシング採川によりコンパ

クト化され,ダクトの途中などに簡単

に取り付けられる｡

(3)高効率

ガイドベーン(静巽)の改良によって

従来の多賀送風機以上の効率が可能と

なった｡

(4)安定特性

ノン サージング特性(全域右下がり)

のため,広範囲に安気三した運転ができ,

しかもリ ミット ロード特作を兼ねイ商え
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表l 主な仕様

項 目 容 皇

り及,吐出L口径

鳳.
.ヨま

風 圧

電動機出力

500----l.850≠(mm)

30､-Z′000(m3′/mln)

20ノ､-200 (mmAq)

∩.75～75 (kW)

ているので管路抵抗が変わっても,オ

ーバー ロードする心酉己がない｡

2.仕 様

表1に仕様を,図1に外観を示す-)

3.用 途

機能的,かつ経消的にまとめられる

特長を持つ製品であるから,それに付

帯する工事(据付工事,ダクト工事,

消淳二｢皐など)が容易で,ビルの空調･

換排気厨蛎用,二i二場などの給排気,各

椎機械の送排風･冷却用,ビル火災時

抑

図l 日立低昏毒舌軸流出送風力幾

｢ユニライン フアン+

の排煙など,特に低馬蚤一存が要求され,

据付面積を1Ⅰ如しない場所で有効に使用

できる｡

(日立製作所 商品事業部)




