
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･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,選んで掲載致しま

した｡

なお,照会･実施の御希望がございます場合は,右記まで

御連絡くださるよう,お願い申しあげます｡

■ 電力量計

肘会光

詰
所

電
柱

凶州対係 臼)ンニ製作所特許部特許官業グループ

軸外関係 L_1立製作所阿際事業部欧米部

(03)270-2111(大代表)

〒100束京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

登釜蔓番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

特553336 44-5468 直流電力積算装置 特637975 44】4395 誘導型積算電力計

特567198 44-21947 直ン充積算電力計 実912162 45-6132 限時度数積算計

■ 分析機器

登毒曇番号 公告番号 名 称 登毒景番号 公告番号 名 称

特284676 36-6249 スリット装置 特667680 47-15880 イオン銃

特303741 37-7199 ガスクロマトグラフ 特671220 47-20275 液体グロマトグラフ

特316671 38-19545 幅射による温度測定装置 特699914 47-35039 液体クロマトグラフィー

特319443 40-7991 粒子の沈降度現ホ装置 特699954 48-793 Ⅹ線用スリット可変装置

特423601 38-23833 トランジスタ定電流回路 特701802 47-35038 自動液体クロマトグラフ分析装置

特426220 39-269 可変プログラム装置 特706695 舶▼7840 液体クロマトグラフ用連続試料導

特431205 39-6141 熱電対型功ミ外検知器 人装置

特454117 40-5471

40-5655

40-8235

高周波放電分光分析装置 特713613 48-10673 光学装置の同期信号検出装置

特456015

特457602

二重変調型直流または超低周波増 特713619 48-18878 暁子吸光分析用光源電極

幅器 特7191別 48-21313 原､子吸光用陰極放電管

光電自動記録式超遠心機 実591753 4l-7920 ガスクロマトグラフ

特468166 40-20821 微量送液ポンプG 実809016 41【5375 負帰還増巾器

特472445 40-26499 微量送液ポンプ 実824481 41-20797 ゴーレーニューマチックデテクタ

特477661 41-2159 微少電流測定装置
-のリーフ装置

特485678 41-11061 原子共鳴線発生用ホロイ陰極放電管 実857193 43-9039 温度切換および制御装置

特485701 41-10048 ホロー陰極放電管 実866255 43【14714 分光光度計のス■トソトプログラム

特492541 39-29662 分光分析器中空陰極ラン7心用陰極 可変装置

特501044 42-3750 反射型フィルター 実880118 41-25385 原子吸光用陰極放電管

特507094 41-11686 負帰還増巾器 実880518 44【3032 光束絞り装置

特515147

特515149

42-23792

42-23793

プロセスガスクロマトグラフのデ 実888974 44-10977 ストッパー装置

ータ処理装置 実894157 44-18636 分光光度計の波長走査装置

パルス状信号の尖東低記憶伝送方式 実904619 44-30140 Ⅹ線マイクロアナライザ【等の分

特524102 42-23555 複光東光学的零位法型分光光度計 光結晶構成体

特528022 43-9316 速度補イ賞を施こした対数変換装置 実915086 44-23591 試料ホルダ【

特544264

特544591

43-15879

43-26006

44-7878

溶出液分割装置を備えたグロマト 実915146 45一約54 試料交換装置

グラフ方式液体分析装置 芙924182 41-16080 棒グラフ式ガスクロマトグラフ

粒度分布測定装置 実924232 45-17516 流.体切換弁

特554985 質料分析装置 実927678 45-23969 二次電了増倍装置

特581401 45-558 高周波トーチ放電発生装置 実965133 46【33198 液体クロマトグラフ

特596176 45-21989 アンプル自動検査機 実967646 46-31343 分析用超遠心機

特596183 45-21983 分光光度計の波長走査装置 実968780 46-34725 出力制限回路

特620618 46-5912 i充量計用開平器 実1000828 47-32555 カムレバーおさえ

特631495 46-21519 高周波放電装置 実1007946 47▼40544 試料導入装置

特633512 46-22839 原子吸光分析用光源電極 実1010740 47-30854 ガスクロマトグラフの試料導入装置

特635292 46-21518 分析装置 実1021505 48-4953 エアロック装置における誤動作防
特639827

特654229

46-30275

47-1434

磁気共鳴測定装置用磁石のポール 止装置

ピース材料の製造法 実1028糾6 48【20076 試料加熱装置

磁場装置
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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一笑用新案をすべ

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,選んで掲載致しま

した｡

なお,照会･実施の御希望がございます場イナは,右記まで

御連絡くださるよう,お原白い申しあげます｡

■ 電子理化学機器

坪i仝先

詰
所

電
位

田内関係 日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 束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 登録者号 公告番号 名 称

特283908 36-4867 直流高圧安定装置 特611187 45-39675 信号表示方式

特284676 36-6249 スリット装置 特620586 45-30554 質量分析装置

特285627 36-6580 永久磁石励磁電子レンズ系 特624751 45-14259 電子衝撃導電圧ターゲット

特296573 36-22506 三j滋極電子レンズ 特636647 46-24459 試料像表示装置

特298702 36-21794 電子顕微鏡用試料引張装置 持658000 47-6352 核磁気共鳴装置

特305403 37-6194 磁界型弱励磁電子レンズ 特664353 46-21497 Ⅹ線分析装置を備えた電子顕微鏡

特311600 38-9467 質量分析計自動記録装置 特664387 47-12304 電子7Uローブ移動量測定法

特416167

特421311

38-13191

38-21147

電子昆巨微鏡又はその頬似装置にお 特698881 47-22394 油拡散式真空ポンプU

ける電子線軸の調整監視装置 特701821 48-2636 質量分析用試料加熱装置

切換弁 特704295 48-5814 基準抵抗器

特427019

特431658

38-13211

38-14676

荷電粍子線衝撃による電荷の蓄積 特714724 48-17817 基準抵抗器

防止方法 実818369 41-10632 磁気共鳴装置用磁石装置

電子顕微鏡等における試料支持装置 実847530 42-19635 微小部Ⅹ線分析装置

特435612 39-10428

40-1216

高圧直流安定装置 実859006 43-7663 平均化回路

特452922 直流高圧発生装置 実869998

実871684

42-14400 走査による放射線検出信号を像に

特463914 40-15740

40-20129

荷電粒子加速装置 変換する装置

特465463 電子顕微鏡の試料加熱装置 43-26831 直流高電圧発生装置

特470013 40-23057 高電圧槽周り-クオ､ス供給装置 実871699 43-26824 高電圧装置用ガスタンク装置

特480046 41-5645 電力供給回路 実876255 43-28636 質量分析計の電子電流調整装置

特520220 41-6378 撮像管を内蔵Lた電子顕微鏡 実885948 44-5564 試料冷却装置

特520879 43-653 電圧比較方式A-D変換器 実888961 44-11141 電子昆頁微税のレンズ交換装置

特554241 44-6194 ブラウン管像記録方式 実902526 44-26819 荷電粒子加速器

特564829 44-19356 関数発生器 実907633 45-2411 電子顕微鏡等の試料冷却装置

特567189 44-19200 試料微動装置 実915132 45-8953 精密質量測定装置

特572239 44-25439 Ⅹ線分光装置 実951242 45-19440 走査型電子線装置

特574214 44-29610

45-13504

高圧力封入真空機器の安全装置 実1000811 47-32595 電子銃持上装置

特590665 質量分析装置用固体試料導入装置 実1016333 48-5947 電子宗頁微鏡またはその実頁似装置

■ その他

登董責番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

特451273

特456916

39-28200

40-7826

同期式スタティック型パルス遅延 特676437

特714714

45-34853

48-18669

数字表示管のパルス点灯回路(卓

整形回路 上計算横)

電圧安定化装置(電源) 東除算演算回路

特467257 40-17616 充放電回路を用いた掛算装置 実894159 44-19080 倍電圧式電源装置

特508354 42-15063

40-9664

44-23567

直交変換装置(電源) 実900844 44-13707

45-6088

電圧変動検出回路(電源)

特553924 印刷配線法 実912116 電話機電源装置

特572237 インバータ装置(電源) 実915188 45-9457 非常電源装置

特613271 45-39424 割算器 実951256 46-1215 インバータ同期調整回路(電源)

特624789 46-13297 開平演算方式(卓上計算機) 実980691 45-15926 不平衡型直結直流増幅器

特641062 40-20575 パルス整形方式 実1030339 48-17555 トランジスタ直交変換装置
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834形日立クロマトデータ処二理装置

本装置は,ガスクロマト･液体クロ

マトの両者に併用できる小形データ処

理装置である｡マイクロコンピュータ

を内蔵し,クロマトグラフのデータか

ら定量計算,結果の作表などの処理を

自動的に行なう｡最新のマイクロコン

ピュータ技術に加えて,HITAClOII

による大形データ処葦里システムで蓄積

した経験と技術をふんだんに採り入れ,

高い機能,性能をもたせている｡小形

ながらクロマトグラフを1最大16台まで

接続可能で,4台の同時処理が行える

ため,クロマトグラフの使用規模に対

図1 834形日立タロマトデータ処王里装置

応する経済的なシステムを組むことも

で.きる｡本装置の使用で,データ解析

における大幅な省力化,精度の向_Lが

図れる(図1)｡

1.主な特長

(1)大形データ処理システムの技術,

長所をマイクロコンビュ】タに導入し,

ピーク判定,ラ皮形処理,ベースライン

補正などに優れた機能をもたせたため,

より正確なデータを提供できる｡

(2)プリントチャートに計算結果のほか

クロマトグラム,処理条件も同時記録

するため,データ整理が楽に行なえる｡

(3)収集したデータを利用し再計算が

できる｡一+股のパラメータの変更はも

とより,定量法や波形処理条件を変更

しての再計算も可能である｡

(4)ピーク数の拡張ができるほか,チ

ャンネル相互間でピーク数の割振りが

自由に行なえる｡

(5)計算結果の打出し形式は10項目以

内で任意に打ち出せる(最大8項目ま

で)ため,目的により最適のフォーマ

表l 主な仕様

Ⅰ頁 日 イ土 様

処理台数

入力電圧

同時処王里 標準l台,

最大4台

-10mV～＋lV

積 分 感 度 l〟∨･S

処王里ピーク数 70ピーク/台(標準)

ピ ー

ク 面 積 最大けた数 10

リテンションタイム l/100min 5けた

同 定 法
絶対保持時間法文は

相対保持時間)去

定量)去

(面積及び波高値)

補正百分率三去

内部標準法

絶対検量線ミ去

再 計 算 可青E

デ ー タ 形 式

プリンタにクロマトグラム,

定量計算薄吉果及び処王里条件

を出力する｡

データ出力機器 プリンタ(20けた)

外 形 寸 法
幅4ZOX奥行575×高さ210

(mm)

ソトをi彗ぶことができる｡

2.主な仕様

表1に主な仕様を示す｡

(日二､工製作所 計測器事業部)

日立340形自記分光光度計

日立340形自記分光光度計は,マイ

クロコンピュータを内蔵し,更にダブ

ルモノクロメータを採用した紫外･可

視･近赤外域用の高級形自記分光光度

計である｡ベースラインの補正,オー

トゼロ機能,光源切替,測光スケール

の設定などの条件設定はすべてマイク

ロコンピュータで自動的に制御され,

常に信頼度の高い測定結果が得られる

ようになっている｡化学,生化学,薬

学,物性研究などの分野で,精密測光

分析の有力武器として使用される｡

1.主な特長

(1)0.0002%以下の低迷光であるので,

吸光度4以上の高i農度試料も精度よく

i則定できる(ダブルモノクロメータの

採用の効果)｡

(2)吸光度0-4の直読スケールを備

えており,高濃度試料の希釈処王聖を少

なくすることができる｡

(3)ベースラインの補正が内蔵したマ

イクロコンピュータにより,自動的に

行なえる｡また操作も極めて簡単にで

,愚

図l 日立340形自記分光光度計

きる｡したがって,溶媒の吸収スペク

トルが容易に補正できる(マイクロコ

ンピュータの効果)｡

(4)測光スケールの選択が自由にでき

るので,L吸収スペクトルの部分拡大や

全体の縮小,ゼロサブレ､ノンョンが容

易である｡マイナスのロ及光度スケール

の設定もできるので,差スペクトル測

定暗に有用である｡

(5)光子原切替,検知器切替は自動的に

行なわれ,操作誤りがない｡

(6)繰返し波長走査できるリピート機

能,測定終了後,初期の波長位置にべ

ンが戻ってくるオートリターン機能や

表l 主な仕様

項 目 仕 様

波 長 範 国 190～2.600nm

分 光 器 ダ:7ルモノクロメータ

迷 光 0.0002%以下(300nmにて)

分 解 能 0.15nm以内(紫外･可視)

波 長 精 度 ±0.2nm以内(紫外･可視)

う則 光 精 度 ±0.3%丁以内

)則光スケール

0-0.Ol～ロー9.99A,0-1

～0】999%丁間を可変設定

寸 ;去 幅95×奥行68×高4了(cm)

波長走査速度に最適なレスポンスを選

ぶオートレスポンス機能が内蔵されて

いる｡

(7)誤操作などの場合に,その項目を

コード化して表示する機能が内意され
ていて,使用しやすい｡

(郎 近赤外城でも高い分解能を持って

いる｡

(9)付属装置が豊富であり,梓々の目

的に合わせることができる｡

2.主な仕様

表1に主な仕様を示す｡

(日立製作所 計測器事業部)
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マイクロコンピュータによる厚板
日立ガンマ線厚.さ計
日立ガンマ線J享さ計は放射線手原に

137csを使用した厚さ計で,製鉄所の圧

延,検定ラインでの厚板鋼板の連続測

定による製品の管理に使用される｡検

出器に新たに開発した高感度電離栢を

採用し,厚さ計自体にマイクロコンピ

ュータを内蔵してi則定精度の向上及び

応答の高速化を図っている｡マイクロ

コンピュータは,各種信号演算処理及

び上位プロセスコンピュータとのリン

ケージ機能をもち,ハードウェアの簡

素化を実現している｡図lに構成の-一一

例を,図2に検出部の外観を示す｡

1.主な特長

(1)検出器には従来品に比べ10倍の感

度をもつ高感度電離箱を採用している

ので線源量が少なくて済み,同時に応

答の高速化を図っている｡

(2)各種演算処理にマイクロコンビュ

【タを採用し,ハードウェアの簡素化

を図り機能及び性能が向上している｡

(3)フレームの構造,水冷方式などが

シンプルでフト コロ

寸法4,500mlnまで可

能となっている｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に

示す｡

表l 主な仕様

検出器 フレーム

7緑
被測定物

板測定用

変換器

現 場
操作盤

フレーム駆動部

レール

図l 鋼板測定用厚さ計の構成例

No. 項 目 仕 様

l )則定板ノ享 舌洞板4～】00mm

5.500mm2 板 幅

3 設定誤差 ±10/ノ又はノ亨さの±0.!%以下

4 統計誤差 50mmで±7了〃以下

5 時 定 数 0.2/0.5/l.Os

6

マイクロコ
】

=)検出信号演算処王里,厚さ･

密度･温度の設定値処f里,吸

ンピューク 収係数の補正及びフレームの

演算処理 位置制御

r2)オートゼロ及び2点校正演算

を藍

毅

匡】2 検出部外観

毛I

暮】

制御盤

(書芸㌘一夕)
操作盤

誉弓

上 位

コンピュータ

706形/706D形日立自動分析装置

ここ数年,臨床検二査の自動化が進む

につれ,それほど検体数の多くない病

院にも適Lた自動分析装置が強く望ま

れてきた｡

本装置は,こうしたニーズにんじじて

開発したもので,血i青小の各柁J成分の

定量検査(肝機能検査,腎機能検二査な

ど)を押しボタン操作で同時に分析L

たし､項目だけを選んで測定でき,また

選択した項目の組み合わせを10グルー

プまで次々と自動的に切り換えてi削岩

することもできる｡更に,比色分析と

ノ′考

H書､､≠:■】ごjlド貰笥

区= 了06形/了06D形日立自動分析装置
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レート分析(反応初速度測定)とを組み

合わせて測定できるなど,従来なかっ

た新方式が採り入れられており,ニれ

らはす/ヾて内蔵のマイクロコンピュー

タによって制御,演算されている｡検

体数の少ない柄院でのルーチン検査の

完全自動化,大病院での大形分析装置

のサイドワーク用,又は生化学の研究

用として鼓適である(図1)｡

1.主な特長

(1)分析項目はワンタッチで任意に選

択でき,選択Lた項目の組み合わせは

検体グル【プごとに10グル爪プまで次

次と自動的に切り換わる｡

(2)比色分析とレート分析とを組み合

わせて測定できる｡

▼(3)測定中の検体順序を乱すことなく

緊急検体の割込み処至里ができる｡

(4)マイクロコンピュータの内蔵によ

r)測定がすべて自重わ化されている｡

(5)伝願件の高い凹面回折朽了･を用い,

優れた二波長測光ゴ去を探聞しているた

め安定した測定値が得られる｡

表l 主な仕様

項 目 仕 様

同時分析項目数

706形 最大6項目より

任意選択

7〔)6D形 最大12項目より

任意選択

自動項目切換数

任意に選択した複数項日の

グループを柑グルーフロまで

自動切]襲え｡

検体処王里能 力 240テスト/時間

検 体 架 設 数 】00検体

分 析 シ去 比色分析及びレート分析

検 体 所 要 量
比色分析:柑～20J`J/項目

レート分析:20～100/′り項目

反 応 時 間 15分,3D分

測 光 )去
二;皮長による反応容器直接

〉則光方式

反 応 温 度 3TC±0.ドC

検 量 繰
マイクロコンピュータによ

る自動作成

検量線曲り補正 3項目までセット可能

A /G 演 算 可能

上下限(異常値)設定 可能(異常値は赤印字)

記 舎蔓
略号分析項目名とブ暴虐値.

又は単位で印字

う主:A/G=Albumin/Giobu=∩

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立製作所 計測器事業部)
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水素i夜イヒ装置

液体水素は,液体へ■いフムとともに,

極低音見における諸物惟の研究用とLて

利用されてきたが,原子力産業,宇宙

開発事業の発展に伴し､,海外では工業

的規模で液化利用されるようになった｡

最近,国内でも通商産業省のサンシャ

イン計担jをはじめ,無公告のクリーン

な新エネルギーi原として水素に対する

関心が高まっている｡更に宇宙開発用

や,近い将来には一般産業用としても

液体水素の需要が増加し,水素液化装

置の人形化時fEが到来するものと予想

きれる｡

日立製作所はこのたび,水素液化装

置を完成し,岩谷産業株式会社へ納入

した｡本装置は,空気分馳装置,深冷

分離装置,大形ヘリウム液化装置など

の低i且装置の豊富な経験と実績をもと

に設計製作されたもので,小谷呈では

あるが,今後の大形化の一ステップと

して,精製器,液化器の内部機器,配

管をすべてステンレス製とし,液化器

にオルト･パラ転換器を内蔵した新製

品である｡

1.主な特長

(1)液化器にオルト･パラ転換器を内

)哉し,製品液体水素は95%以上のパラ

水素に転換しているので,貯蔵時の転

移熱による蒸発ロスが少なし､｡

(2)盲夜化器へ供給するガスは,すべて

精彗法器で精‾整望し,不純物を微量にして

不純物固化による

液化器内配管の閉

釆防止を図ってい

る｡

2.主な仕様

表1は,本装置

の仕様を,図1は

本装一貫のフローを

示したものである｡

原
料
ガ
ス

表l 装置の仕様

項 目 イ士 様

卜形 式 ジュール･トムソン月影張式

川J/h(+H2タンクにて)
2∴夜イヒ能力

=oJ/h(7夜化器出口にて)〕

3ノ(ラ水素 95%以上〔90%以上〕

4∴水素純度 99,999Vol.%以上

〉主:上記は実績値で〔〕内は計画値を示す｡

④
｢山

真空ボン7

｢

⑥

NG
(⊥引)ハ甘¶

No 名 称

･了′‥･サクションタンク

･′2二)圧 縮 機

･:吾 油 除 去 器

･･甘 精製器第1熱交換器

･:亘)精製器 吸着器

屯) 液化器第1熱交換器

頂 液化器第2熱交換器

(灘 液化器第1転換霜‾

1耳 液化器第3熟交換器

(了う:･液化器第4熟交梗器
ll 液化器第2転換器

畑L
盟

図I10りh水素う夜化装置フロー

NL

⑦

(郭

中亘)

(液化器)

LH2

頂)

中り

日立パッケージ形エアコンディショナー

セパレート形∪シリーズ
近年,大気汚主菜や水不足によって,

空調機は従来の水冷式から丁′2i令式へと

主力が移りつつあり,なかでも空冷ヒ

ートポンプ式の伸びが著しいが,空冷

式は性能,効率及び信相伴の点で水冷

式にタブっていた｡

今[札 これらの難点を改善するもの

として,圧縮機を室外においたノJ式で

高件能のセパレート形Uシl卜一ズ(州

図l 日立セパレ

ート形∪シリーズ

室内ユニット

(RP-312UAH)

表l 日立空冷式パッケージ形エアコンディショナー(セパレート形∪シリーズ)の主な仕様

項員(単位)
形 式

RP-212UAHIRP-212UA･RP-31ZUAH;RP-312UA RP-512UAHI RP-5I2UA

用 途巳 冷暖房兼用･ 冷房専用 l冷暖房兼用

冷房能力(50′′60Hz)kca仰■ 4′500 了.200･ノブ,800

冷房専用

7.800′′8.400

冷暖房兼用

lZ′000′■■13′000

冷房専用

】3′000･′】4′000

暖房能力(50′′60Hz)lk｡｡川1

荒し外_形寸法mm
チ風量(強風弱凰)m:‥m..､

L

7-4DO..ノ8.ZOO 13′000′･■■14′000

800ン■奥行450

36

102

82〆奥行862

了5

165

5′000ノ5′60D

18

83

l

高さl′750ぺ幅650′′奥行4DO

′14 25ノ20

高さl′750､-く幅

44

l10

高さg98γ幅

3.

j二す孟‾‾㌻妄†‾kg
芙▲外形寸法r¶ml

‾‾‾石‾‾‾‾‾‾†‾‾‾85l80
高さ叫8Y幅66Z二く奥行68Z

三l‾‾右縮機出力kW
･5 1

Z･2

ツl

kg
l

170
卜 製 品 重 量 l10 105 1】5 110

l

力1.5～3.75kW)を開発した(図1)｡

1.主な特長

(1)高性能スリットフィ ン熱交換器の

採用によって､i令iブ言及び暖)万能力が大

きい(従来形に比較し約8%向上し,

他社昏望品のどれよりも大きい)｡

(2)人力当たりの冷わiあるいは暖房能

力が大きい(従来形に比較し約10%向

上した)｡

(3)キャピラリーチューブと新設計ア

キュムレータの組合せによりi令嬢サイ

クルを簡素化したほか,プリント配線

の採用及び部品点数の低減により信輪

作が向上した｡

(4)小形で騒音が低い(従来形に比較

し据付面積は約30%伯満乾し,騒‾斤は弱

風運転で約3ホン低下した)｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立製作r叶 向一指一軒紫郎)
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日立空冷式パッケージ形エアーコンディショナー

今回開発した天井吊形シリーズは,

既に開発済みの床置Uシリーズの一環

としてヒートポンプ機3機種,冷房専用

機3機種の合計6機種で構成されている｡

1.主な特長

(1)外観はインテリアにマッチするよ

う側面,吹出部は2色用意した｡

(2)高性能スリットフィン熱交換器の

採用により冷暖房能力を向上させた｡

(3)高さ,奥行の寸法をシリーズで統

一するなど,小敵軽量化を行なった｡
(4)リモートコントロールスイッチ方式

を採用し感i且性,操作性の向上を図った｡

(5)天井取付用アタッチメントを付属

し,据付工事の省力化を図った｡

(6)室内･外ユニット共に強弱の風量

切換えができる低騒音設計である｡

(7)サービス性を向上させた｡

2.主な仕様･ユニット外観

主な仕様を表1に,ユニットの外観

を図lに示す｡

(日立製作所 商品事業部)

㌦〆が㌦ゞrJ

(a)

表l 主な仕様(天井吊∪シリーズ)

(抄

図l 室内ユニット

(a)及び室外ユニット

(出の夕十観

ヒ ー

ト ポ ン プ 冷 房 専 用

形式(室内)

RAS-2■2US=主RAS-3■2US=去RAS-5■2=S=主RAS-2■2US去RAS-3ほUS圭RAS-5■2US去
項目(単位)

/エ 王 RAS-212CH RAS-3】ZCH RAS-引2CH RAS-212C RAS-312C RAS-512C

冷房能力(50ノ60Hz) kcal/h 4′500/5′000 7′000/7′508 ll-500ハ2.500 4.5DO/5-DOO 丁′川0/7′800 ll.600/12′800

暖房能力(50/60Hz) kcaけh 4.500/5′000 7′200/8′000 12,000ノ13,000

室

内
ユ

ツ

ト

幅×奥行×高さ mm 970×600〉てZ70 l′240×600×270 (予て2品)×600×2了8970×600×2了8 l′24DX600×270 (ヲ72討×600×2了0
製 品 重 量 kg 38 45 38十45 35 41 35十4l

電 源
ACl≠100V50/60Hz

AC3≠200V50/60Hz
ACl≠ 柑0V 50/60Hz

室
外
ユ

ツ

ト

幅×奥行×高さ mm 662×682×948 丁82×862×998 662×682×948 782×862×998

圧縮機出 力 mm l.5 2,2 3.75 l.5 2.2 3.75

製 品 重 畳 kg l10 l15 170 105 I【0 I65

電 源 AC3≠ 200V 50/60Hz

注:l･RAS-512USH主は.RAS-212USH主とRAS-312USH基の組合せ,RAS-引2US主は,RAS-2事2US圭とRAS-312US主の組合

せである｡

2･USHl.USl形は,サンドベージュ色.uSH2.US2形はリーフグリーン色の外装である｡

低電圧降下三相共心形ケーブル

大形電子計算機には,CVCF(走電

圧走周波数電源装置)が電子計算機の

電き原として使用されているが,これら

の電卓原から電子計算機盤までの給電用

幹線には,低電圧降下で良質の電気を

供給する性能が要求される｡

日立電線株式会社は,この要求に応

ずるものとして低電圧降下600V三相

共心形ケーブルを開発し発売している｡

図1 600V三相共心形ケーブル
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区‖ に 600V三相共心形ケーブルの

外観を示す｡

1.主な特長

(1)三相導体が同軸円筒状に配置され

ているため,インピーダンスが小さく,

電圧降下がノJ､さい｡

(2)特に高周波(400Hz級)での使用

時,他の幹線材料に比べ低電圧降下の

表1 600V三相共心形ケーブルの仕様

効果が著しい｡

(3)同軸状導体のため外部弱電回路へ

の誘導障害を全く起こさない｡

(4)一般ケーブルと同様に使用ができ

特認は不要である｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立電線株式会社)

サイズ(mm2)

項目(単位)

アルミ導体(A卜CX-∨∨) 銅 導 体(CX一∨∨)

3×250 3×325
■

3×500 3×250 3×325 3×500

ケーフール外径 (mm) 66.6 73.8 85.8 66.6 了3.8 85.8

概 算 重 量 (kg/m) 5.8 7.0 9.5 10.5 I3.0 18.6

直;充導体紘一元(最大)(n/kmat200c) 0.12(】 0.0923 0.0604 0.0730 0.0568 0.8369

絶 縁 抵 抗 (Mrトkm) 10 10 10 10 10 10

試 験 電 圧 (∨/分) 3′000 3,000 3′000 3′000 3′000 3.000

インピーダンス
(58Hz･n/km) 0.1370 0.1090 0.0724 0.086l 0.0691 0.047】

(400Hz･n/km) 0.1917 0.1678 0.1389 0.1444 0.1327 D.1173

許 容 電 流 (50Hz･A) 371 433 570 475 553 726

許 容 電 流 (400Hz･A) 361 4IO
1

503 447 495 585

注:l.上記以外のサイズも需要に応ずることができる｡

2.インピーダンスは力率90%のときの借である｡




