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固体撮像板を用いたカラーテレビジョンカメラ

の実験的検討
日立製作所 佐藤和弘･神山孝光･他3名

テレビジョン学会誌 30-12,970～975(昭51-12)

最近,固体撮條板の開発が盛んになり,

多絵素化 低価格化への努力が進められて

いる｡固体損篠根を用いて解像度の高いテ

レビジョン画像をえようとすると,ほぼ500

×600絵素のものが必要になる｡しかし,

現在急速に普及しつつある単管式カラーテ

レビジョンカメラとほぼ同等の画質を得る

には,必ずしも500×600絵素を必要とせ

ず,250×250絵素でもかなり単管式カラ【

テレビジョンカメラに近い再生像を得るこ

とができる｡

最近のIC技術の発展は目覚ましく250×

250程度の揖像板は現在でも製作できる｡

筆者らは,250×250絵素の固体撮像根を開

発する際の問題及び固体カラーカメラ特有

の問題を追求するため,画像ファイル読出

し用に試作したMOS形固体揖保板3校を

用いてカラーカメラを試作した｡

このカメラに用いた撮像板は,アルミゲ

ートPチャネルのMOS構造で,ホトダイ
オード,スイッチングMO Sトランジスタ

贋
ミ三三車鞄

てこ囁声

及び水平,垂直走査回路で構成されており,

隣接ビット相関法と呼ばれるクロック推音

の抑圧機能を備えている｡

撮像板の分光特性が長波長側(約6帥nm)

にかたよっているため,やや短波長よI)の

赤外カットフィルタで赤色光をカットする

とともに,灰色フィルタを用いて赤と緑の

光を約50%減衰させ,赤,緑,青の3校の

線像板の出力信号をバランスさせた｡

そのため,光の利用率が下がり,カメラ

の感度を低下させる結果となった｡しかし,

色再現性はかなり良く,3管式カラーテレ

ビジョンカメラとほぼ同等の性能を得るこ

とができた｡

固体揖像板は図形ひずみを伴わか-ため,

電気的にレジストレーションずれを起こす

ことはないが,光学的な色収差や機械的な

位置ずれ,レンズ倍率の誤差などによる画

面サイズの変化が問題となる｡撮像管の場

合のレジストレーションのずれは,水平,

垂直の偏向サイズや位置を電気的に調整し

自由に補正できるが,固体揖像板の場合に

はこのような調整は不可能である｡

試作したカメラでは補正レンズを用いて

3色分解光学系のチャネル別の倍率誤差を

修正し,緑の像に対し,赤,青の像の倍率

誤差が十0.5%,-1%以内に収まるよう

にした｡

試作カメラの剛各構成は3管式カラーカ

メラとほぼ同じであるが,撮像板の駆動パ

ルス発生回路と同期信号発生回路はLSIな

どを用いて大幅な簡素化を図った｡

なお,解像力を上げるため赤,緑,青の

撮條板のうち,輝度信号に寄与する割合の

多い赤と緑の損條板を水平方向に多少ずら

して配置し,絵素と絵素のギャップ部分を

互いにカバーすることによr)輝度信号の見

掛け上のサンプリング周波数を倍にした｡

ニの結果,約2割程度の水平解像力を向

上させることができた｡

排ガス処理法

関 道治

特許 第791189号(特公昭50-4622号)

火力発電所ボイラなどの燃焼装置や硝晩

肥料化学7bラントなどから排出される窒素

酸化物NOxを簡単な装置で,しかも低塩

(常托左～1500c)で効率よく除去することが

強〈望まれている｡しかし,従来のNOx処

理技術は,■L記の低温範岡では十分な除去

効果が得られず,かつプロセスも子女雉で多

くの問題があった｡

本発明は以上の欠点を解決し,低温でNOx

を無害なN2とH20に吃式で分解するという

槙めて突刺剛直の高い排ガス処理法を提供

するものである｡

すなわち,本発明はハロゲン化アンモニ

ウム(NH4Br,NH｡Ⅰ,NH｡Cl)を添着した活

性炭を触喋とし,その触媒充項層に,NOx

(NO十NO2)を含む排ガスをアンモニアと

ともに流通すれば,その触媒によって,

NO十NH3十÷02→N2＋与H20

NO2＋2NH3＋÷02→与N2＋3H20

の反応が,60～1500cの低i止においても進

行L,NOxをすべて無害なN2とH20に分解

するようにしたものである｡

ここで,上記の反ん古式からも容易に分か

るように,排ガス中に酸素が十分に存在し,

かつ水蒸気濃度(湿度)が低い場合には,

NO及びNO2の除去率が高くなり,より低

温の常温付近でもNOxの除去が吋能となる｡

図1で,上記の触媒を充喝した層①に,

NOxの発生源③から排出されたガスを,導

管②の適所からアンモニアを添加して流通

すれば,層①の出口からはNOxを含まない

清浄ガスが得られる｡活性炭に添着されて

いるハロゲンは触媒として働き,排ガス処

理過程で全く変化せず,任ヒさ見では層出口か

ら流出することはない｡したがって,この

触喋はいったん充填Lて才一iけば長期間交換

する必要はない｡

以上のように本発明は活性炭-ハロゲン

系という全く新規の触媒の発比に非づいて

おり,従来不可能であった低温紘式脱硝法

を達成したものである｡

N2,H含0

アンモニア

NOx

図1本発明の排ガス処理法を説明する概

念図
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けい光体

大友義郎･加納 剛･･他l名

特許 第740820号(特公昭47,13243号)

このけい光休は,カラーテレビジョン用

赤色発光けい光体として,現在主流をなし

ている希土類けい光休(代表的なものとし

てユーロピウム付括イットリウム オキンサ

ルフ7イド)の発光強度を,更に40%も高

めることができる優れた性能をもっている

ものである｡したがって,このけい光体を

カラーテレビジョンに採用すれば,極めて

明るい画面を再生することができるので,

商品価値をよりいっそう高めることができる｡

このけい光体の特徴は,付括別の組合せ

にあり,従来はユーロピウム単独を付括剤

としていたのに対し,この発明においては,

更に第二の元素としてテルビウム(Tb)を

微量存在させたところにあり,図1に示す

ように,高い発光強度を得るのに成功した｡

なお,このけい光休の組成は次の一般式で

表わされる｡

一般式

(1-∫-〃)L202S･JEuzO2S･封Tb2
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けい光体のテルビウム含有量(y)

図】電子線刺激によるテルビウム含有量と発光強度の関係

超文論
一般の相互同期系の動特性
日立製作所 宮田昌近･大野 徹

電子通信学会論文誌 60A-2,柑9(昭52-2)

ディジタル交換網の同期方式としては,

従属同期方式,独立同期方式,相互同期方

式などがある｡これらの各方式はいずれも

一長一短があるが,相互同期系の動特性が,
特殊な場合を除し-て,明らかにされていな

いことが,方式の比較評価を行なう上で最

大の障害となっている｡相互同期方式とは,

各交換局のクロックの周波数を相互に制御

することによって,交換網全体を単一のク

ロック周波数で動作させようとするもので

ある｡

相互同期方式には,基本相互同期方式,

平衡相互同期方式など,幾つかの方式があ

るが,いずれも局間遅延(交換局間の伝送

遅延)による制御遅れのため,動特性の解

析は非常に困難である｡制御は線形である

とし,系の動作を微分差分方程式でモデル

化すると,じょう乱に対する過渡応答のラ

プラス変換は容易に求まるが,その道変換

は,特殊な場合を除いて解析的に求めるこ

とはできなし､｡このため,シミュレ【ショ

ンによる考察が一般に行なわれているが,

有限時間に限定すれば,次のようにして過

渡応答を求めることができる｡

交換局数を乃,g番目の局のクロックの瞬

時位相のラプラス変換をり子要素とする列

ベクトルをPとすると,じょう乱に対する

過渡応答は,行列表示された方程式P=GP

十Ⅴの解の逆変換として求められる｡G,

Ⅴの性質から,Pの近似ベクトルとして
～ m‾1.-

一〉

P(叫=∑GrV
r=0

が得られる｡ここで,G,ⅤはそれぞれG,

Ⅴの各要素を,Sの有理式と5の指数関数

の積を項とする有限級数で近似して得られ

る行列,及びベクトルである｡P一戸(m)の

各要素の逆変換は有限時間[0,md｡)(d｡

は正の定数)で0となり,戸(m)を逆変換す

ることによって,有限時間における過i度応

答が求められる｡

安定条件を求めることは,過渡応答の解

析に比べれば,比較的容易であり,基本相

互同期方式については,いわゆるBene岩の

条件など,実用的な安定条件が得られてい

る｡しかし,一般の方式に対しては,Bene昌

の条件を一一般化しただけでは不十分であり,

付加的な条件を要する｡

方式を限定すれば,安定条件を簡単化で

きる｡例えば,平衡相互同期系において,

局ょから局丘への伝送路の局間遅延及び制

御係数をd叫 αど点とおき,局鬼のフィルタ

の伝達関数を(1＋γ々5)‾lとすると,安定

条件は,

(1＋2ム点d々)2<2(1-ムた一点)

占点=∑α才力

d点=叩α∬d∫々

となる｡
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光学誘導方式無人運搬車｢日立ホイパーサ+

製造業での搬送分野の介理化,及び

省力化は最近の大きな課題である｡こ

れらの問題を解決し,生産性向上のエ

【スとして登場したのが光学誘噂方式

無人運搬車｢日立ホイバ【サ+である

(図1,2)｡

｢日立ホイバMサ+は,人手をかけず

計画的に部品などを供給することがで

きるので,生産効率が大巾副二改善でき

る｡多目的に使用するフォークリフト
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図l日立ホイパーサHV-15BS 図2

階蚕

などのように,呼びに行くむだ,捜し

まわるむだがない｡今回,新形機椎を

1呂成したので次に紹介する｡

l.主な特長

(1)確実に反射テープを検出する光学

検出方式を採用した｡

(2)路面の汚れにも強い自動感度調幣

方式を採用した｡

(3)反射テープをはり付けるだけで済む｡

表l 主な仕様

1,200

ノノ丁や

L25｡一夏電撃忘ぎ:2･25p

概略寸う去図(Hい5AS)

(4)反射テープは,日_正製作所独自の

ステンレステープを他用した｡

(5)走行ルートの変更が簡単に行なえる｡

(6)反射テープが寸断されても走行可

能である｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日‾在製作所 繭.口,事業部)

形 式 HV- HV- HV- HV- H>一 H>- H>一 HV一

項 目 5AS 5AD 10AS 10AD 15BS 15BD 巳30BS30BD

運搬形澱

容 l(kg)

不弁 載 け ん 引

l′500(けん 3′000(けん
500 l′000

引力38kg)l引力75kg)

走行速度 l無負荷 23 2 3 l 23 23

(km/h) 負 荷 2_O
1

2.0 2.0 2.0

最′ト旋回半径(m) l.5 l.5 卜5 l,5

電 三原
バッテリ‾24>トバッテリ‾24>バッテリー24V バッテリー24>

100AH 150AH 100AH l 150AH

制 御

プログラム プログラム;プログラムlプログラム

設定方式 設定方式l設定方式l設定方式
走 行 方｢句 前 進･後 進

l
前 進

最大停+上点数 30 225
■

30 225l30 Z25･30 て225

車 体 歪 l(kg) 37(〕

手動

370 490 490 330

自動手動
133年⊥空0:_中二

自動l手動l自動移 載 方 ミ去 自動 手あ

ディジタル形電子油圧式調速機こ

蒸気タ〉-ビンの容量の増大とともに,

タービンの安全性と負荷応答性はいっ

そう重要になり,その要請に応ずるた

め調速機は機械油圧式から電子油圧式

に置き換えられてきた｡鼓近,電力系

統運用での火力プラントの責務が重‾人

になるに従い,ますます複雑多様化す

る制御に対処でき,しかも高い信相性

と保′手性をもつシステムの開発が強く

望まれている｡そこで,最近長足の進

歩を遂げつつあるマイクロプロセッサ

をん打用したディジタル形電子才由圧式調

速機(D-EHG)を開発した｡D-EHG

の1号機は昭和発電株式会社市原火力

発電所6号機175MWタービンナチ】に納

入し,現在好調に運転に入っている｡

図lにD-EHGの外観を示す｡

l.主な特長

(1)コンピュータ,プロセス入出力,

電う憤部の_二重系システムを採用してい

るため,従来のアナログ装置より高信

頼度が期待できる｡

(2)制御内容は,機能ごとにブロック

槻｢摩

図I D-EHGの外観

化されたプログラムにより構成され,

タ”ビンに応じて必要なブロックをi選

択するビルディ ングブロック構成とし

ている｡また豊富なオプション機能を

もっている｡

(3)付属の保守用シミュレⅥタにより

マイクロプロセッサの専門ノ家でなくて

も故障筒所をプリント板単位で知るこ

表t 主な仕様

項 目 仕 様

成=)演算吾l=まマイクロコンピュータ2
台による二重系

(2)電源はAC,DCニ重入力電三原2台

による二重系

幕u御内容

処王里方式

(2)昇速制御

(3)弁一切換制御

(4)負荷制御

(5)パワーロhドアン/ヾランスリレl

マイクロプロセッサによるストア…

ドフ0ロクーラム方式

イ寸属品

寸う去

=H呆専用シミュレータ

(2)同上コンソール

(3)タイプライタ

(4)糸氏テープリーグ

3面×幅650>く高さ2′300×奥行700(mm)

環境条件
i且度:0～40bc

i五度:45～85%

とができる｡また,シミュレ【タと組

み合わせることにより修理後の確認が

容易にでき,片系運転から二重系運転

に速やかに復帰できる｡

2.主な仕様

主な仕様を表=二示す｡

=1立製作所1宅力事業本部)
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大容量火力発電プラント用動翼可変軸…充ファン

日立製作所は,このたび500～700

MWの大谷量火力発電プラント用とし

て,動翼可変式軸i充形押込通風機を亡完

成し,関西電力株式会社及び中部電力

株式会社に計6台を納入した｡

動翼可変式軸さ充フアンは,風量制御

を動翼角度を変えることによって行な

うため,広い負荷変動に応ずることが

でき,かつ部分負荷においても高い効

率を維持でき,運転経費を大幅に節i戚

できる｡二のため,最近の火力発電プ

ラントでは,押込通風機(FDF),誘

引通風機(IDF)用として採用されるこ

とが多くなっている｡

1.主な特長

(1)各種の要素研究,実機による試験

などを積み重ねて機能,耐久性を確認

Lた｡更に,厳重な製作管理システムの

採用により高い信哀別生を保証している｡

(2)動翼可変機構の死命を制する動翼

軸受には,タービン油を強f別潤子督して

いるため,フレッティ ングなどを起こ

さず長寿命を保証できる｡また,この

油はロータ内に速やかに,j勺一一に分布

するため,軸系は起動時でもなんら異

常な振動を起こさず,極めて安定した

運転ができる｡

(3)動翼可変機構には,油圧駆動方式

を採用し,フィードバックにはスチー

ルワイヤ式を採用した｡このため,操

作力が大きく,滑らかで迅速な応答性

を持っている｡

2.主な仕様

表1に,主な仕様を示す｡

(日立製作巾 電力事業本部)

表l 主な仕様

図l 工場試験中の動翼可変式軸う充ファン

納入先

仕様

関西電力 中部電力

株式会社 株式会社
Y2 C5,6

プラント プラント

プラント出

力(MW)
6(〕0 了00×2

形 式
直管横置形動翼可

変式軸)充フアン

風 量

(m3/min)
17′490 柑′000

吐出静庄

(mmAq)
l′230 l.290

温 度(Oc) 30 15

取扱ガス 空気 空気

回転数

(rpm)
l′785 】.785

電動機出力

(kW)
4′550 5′300

日立ソリッドステートリレー

各校産業機器は制御山路のソリッド

ステ【ト化が進む中で,制御機器のユ

ニット化,及び無接点制御方式への格

行が王両者に表われてきており,なかで

も,従来のマグネット

電気絶縁性,信束副生,

どの点で優れているホ

用したソリ ッドステー

リレーに比べて,

ノ イ ズフリーな

トカブラ【を利

トリ レーの開発

が望まれていた｡

このたび日立製作所が開発した5A,

10A級ソリッドステートリ レー(図1)

は,長寿命の発光ダイオードと,ホト

サイリスタを組み込んだ新方式のホト

カプラーを採用して,回路構成の簡略

化,構成電子部品数の低減による信頼

性の向上を図っている｡また,ゼロク

ロススイッチング回路の改良により,

容量負荷時,誘導負荷時でも,正常な

動作を可能とした｡

用途としては,コンピュータ,端末

装置,プロセス自動制御装置など産業

機器を主体とし,複写1幾,交通信号機,

自動販売機など幅広い応用が可能であ

る｡

1.主な特長

(1)入力側の定電

流回路方式の採用

で,発光ダイオー

ドに対する過電流

防止ができ,素子

の信頼性が向上し

ている(耐寿命10

万時間以上)｡

(2)ホトサイリス

タ適用の新しいホ

図l 日立ソリッドステートリレー(左120V 柑A,右120V 5A) トカプラーを採用

S4

表l 主な仕様

項 目 単位 NT3卜E NS3l-E

出

力

最大負荷電流 A｢ms 5 10

黄葉返Lせん頭耐電圧 Vp-P 4(】0

電)原電圧 VAC 120

1サイクルサージ電フ充 Ap 90

転フ充dy/df耐丑 ∨/〃S 4

入

力

入力信号電圧睾巨園 ∨】､⊂
-30～十30

ピックアップ電圧 ∨いC 3

ドロップアウト電圧 Vll亡 l

入

出
力

絶縁耐圧 ∨rms l′500

動作温度 Oc
-30へ＋80

し,構成電子部品点数を20～30%低i成

した｡

(3)ゼロクロススイッチング回路の改

良により,スイッチング時のノイズが

小さく,かつ異常動作が起こらない｡

(4)サージキラー回路内蔵により,出

力側ノイズによる悪影響が防止できる｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立製作所 機電事業本部)
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日立床置形ファンコイルユニット

フアンコイルユニットは,低騒音,

個別空調が可能などの特長によr),高

級な空調方式として安定した需要に支

えられている｡その中で,主力機柚で

ある床置形フ7ンコイルユニットにつ

いて,外観デザインの一新,据付工事

の省力化及び保守,サービス性の向上

を図ったモデルチェンジを行なった｡

1.主な特長

(1)外観は白を長調とし,吹出グリル

周り及び上カバーにJ亨みを持った重量

感のあるデザインにするとともに,上

カバーの前面コ【ナに丸みを付け,ソ

フトな感じを持った格調高いデザイン

とした｡

′､珊岬～､

図l 日立床置形フ

ァンコイルユニット

(2)ステータ,鉄心を一体モールド成

形したレジンモータを採用し,信束副生

の向上を図っている｡

(3)吹出グリルは半固定用ガイドレ【

ルにより,風向変更ができ,なおかつ

グリルの脱落防止を図った構造となっ

ている｡

(4)前カバーはワンタッチで着脱がで

き,左右わきカバ【は観音開きに開閉

■叶能としたので,水配管工事の際のカ

バーの着脱作業が大幅に簡略化されて

いる｡

(5)高性能スリットフィンを採用し,

熱交換器のコンパクト化を図るととも

に,配管工事スペースを業界‥の広さ

とし,三方弁,定水量弁などの制御機

表l 主なイ士様

器の組込作業の容易化を図っている｡

(6)熱交換器及びファンモータ組品が

前面操作により着脱できるので,保守,

サービス性が向上した｡

(7)熱交換器,スイッチ粗品などの着

脱性を簡略化し,左右配管の変更作業

を一段と容易にできる構造としている｡

なお,床置形シり【ズとして,J末置

前吹出形､木目パネル床置形,床置前

吹山形,J未置‡里込形なども同様の改良

を図っている｡

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 商品事業部)

項目画豆｢＼､-----､単革 RF-151F RF-201F RF-301F RF-401F RF-601F RF-8〔llF

風 l m3/min 4 5.5 8.5 ll 17 22

ノ令房甫巨力 kcal/h I′80(〕 2.500 3′300 4.500 6′10(】 9′000

暖房能力 二
kcal/h 3′350

820

4.350

945

5′95(〕

l′07D

8′800 12′000 17′600

外形

寸;去

幅 j ヮL
l.195 l′445 t′950

巳奥行 mm 218

ミ 高さ mm 630

i軍事云調整 4点才甲しボタンスイッチにより運転停止.風lの3段声皆切換え可能

電 源 AC】≠ 100V 50/60Hz

固定管自動溶接装置

同定管自動i容積装置は,軟鋼管,ス

テンレス管の全姿努々容撲を行なうため

≡冨芸孟芸妄言三三容芸諾ララ芋竿芸芸ち預
て

電源,制御装置,冷却水装置及び手元

操作棉より構成される｡

1.主な特長

(1)1台の溶接電源で,4種類(TIG,

パルスTIG,MIG,パルスMIG)の溶

接が使い分けできる｡

(2)アーク電圧制御(AVC)により,

TIGアーク長が常に-一定で,高品質i容

接が可能になった｡

(3)パルスTIGi容積により,裏波ビート,

余盛形成での入熱制御が容易である｡

(4)等速度ウイービングにより,仕上

がりの美麗な均一一一ビ【ドを得ることが

できる｡

(5)各姿勢に最適な溶接条件を容易に

プリセット制御でき音容接条件の再現性

あるプログラム制御システムを才采用した｡

(6)トーチの交換だけで,高品質TIG

i容接,高能率MIG溶接が可能である｡

長盛

図l 固定管自動i容接装置

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 商品事業部)

表l 主な仕様

項 目 仕 様

)容

接

へ

ツ

ド

適 用 管 径 216､356mm≠

溶 接 速 度 20～200mm/min

ウイービング方式 等速度ウイービング

ウイービング速度 600～l.100mm/min

ウイービング全ストローク 70mm

トーチ上下ストローク 35mm

ワイヤ送拾遺度
TIGO.2-Z.Om/min

MIGO_7～7.Om/m‥1

イ吏用 ワイヤ径 ≠0.9,≠l.0.≠l.2

制

御

装

置

姿 勢 検 出 非接触式,円周6等分

プリフロー,

アフタフロー時間
l.0～3Ds

ピーク,

ベース電流発生時間
0.3～9.9s

ピーク,

ベース電;充調整範囲
10～300A

ウイービング停止時間 両端.0.2～l.Os

溶

接

電

源

特 性(切換) 定電;充 定電圧

定 格 容 量 300A,50ク占

定格一次電圧 AC200V 三相

定格一次入力 15kVA

出力電)充調整盲経国 10～300A 50～300A

出力電圧調整範囲 8～20V 15～32V

パルスMIG平均電;充 80A

ホットスタート あり

電圧遅延時間 0.l-l.5s

アップ,

ダウンスロープ時間
0.5～5s

スタート,クレータ

電;充調整範囲
10～300A
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薄板用溶接機こ日立TSアーク150FX

本機は薄板i容接用に開発した150A

CO2半自動アークi容接機である｡

これまで難しかったスチール家具,

自j勤専修王軋 自動車部品,薄板ケース,

車両,空調ダクトなどの薄板i容接がIC

制御をはじめとする数々の新機構の採

用により容易にかつ能率よくできるよ

うになった｡

1.主な特長

(1)一ノ〔捕り御方式により最適な溶接条

巧58野栄

◎

1･･彦鄭

図l 日二立TSアーク150FX

件がつまみ---一一つで得られ,薄板溶接作

業が極めて脊易になった｡

(2)ICとサイリスタを用いた独特のフ

ィードバック制御によr)電子原電庄変動

や周囲温度の変化があっても出力は常

に-一一定で安心して作業ができる｡

(3)新加圧調喋機構によr)0.8≠,0.叫

ワイヤだけでなく,座屈しやすい0.6≠

ワイヤもスムーズに送給する｡

(4)アークスポットタイマの内蔵によ

りアークスポット一客接が可能である｡

表l 日立TSアーク150FX仕様

(5)狭い場所でも十分使える′ト形トM

チで,コンジソトも軽く オールポジシ

ョ ンi容積に過している｡

(6)従来の溶接に比べて熱ひずみが少

なく,美しいピードが得られ,また,

ひずみ取り,ピード仕上げなどの後処

理が不要で能率的である｡

2.外観及び主な仕様

図】に本機の外観を,表=二主な什

様を示す｡

(臼‾試製作所 商.i占事業部)

電 源 溶 接 機 1 ワ イ ヤ 送 絵 姿 置

形 式

定格容量

DR一丁FX

150A ■芸格電芸--と 二;喜≡
定格一三欠電圧･相数 200V,3≠ スプール寸法 轍径50≠,外形335≠以下.巾副05mm以下

定格周)虚数

定格一次入力

r 50Hz･60Hz専用

l約5･5kVA

ケーフリレ,ホース標準長さ! 卜51¶

重 量 1 9.5kg

定 格使 用 率 50% 溶 接ト

‾
‾
-

チ

二三欠電流調整範囲
一

20～150A 形 式 T-165A

二三欠電圧調整範囲 12-､Z3V
■

定 格 電 流 150A

ワイヤ送拾遺度 l～llm/m‥1

+

F定格使用率 60%

アークスポットタイマ 内 蔵 ≒使用ワイヤ径 0.6≠,0.8≠,0.9≠

外形寸法(幅×奥行×高さ) 345×455×745(mm) ｢‾コ⊥‾占ソト長さ卜‾ 3m

重 量 約85kg 】形 状 カーブド形

日立絶縁バスダクトコンパクトシリーズ(Cシリーズ)
最近,ビルや‾‾L場の仇圧幹線として,

絶縁バスダクト(図1)が多く採用され

ているr)

-一一方,近年ますます建物の有効活用

が強く叫ばれ,低圧幹線の布設スペー

スも小形化が要求されるようになった｡

日立`豆線株式会社では,この要求に

図1 絶縁ノヾスダクト･

表I A卜Fe絶縁バスダクト断面寸;去

こたえるため,従来にもましてコンパ

クトで経済的な絶縁バスダクトコンパ

クトシリーズ(Cシリーズ)を発売した｡

1.主な特長

(1)アルミ導体の電接面には,銀コン

タクトワッペン(銀一鋼クラッド柑)を

什◆

ダクト

絶縁導体

組立ボルト

圧接しているため,銅や体に劣らぬ†諸

掛性がある(日立電線株式会社特許)｡

(2)ケ【ブルに比べ,コンパクトな配

線が白丁能である｡

(3)インピーダンスが小さいため,電

圧降下を小さく抑えられる｡

(4)分L岐を容易に収り出せる｡

(5)工事とノ1く検が簡単である｡

(6)プレハブ士℃のため,系統の変更や

増設が容易である〔つ

2.断面寸法及びインピーダンス特性

表1に断面寸法を､図2にその構造

を,表2にインピMダンス特ノ性を示す｡

(日立一i二に根株メこ会什)

図2 絶縁バスダクト断面図

表2 Al-Fe絶縁バスダクトインピーダンス

芸器j導体寸法
l 〝

Jイ
定格電

)充(A) 〈車体寸法
仙/

■3線式!4株式 3練武 4緑式
H

600 6×50 100 125 l10 2′500!10×250 125 165 310

800 6×75

10×75

100 125 135 3′00‾0

3,500

10>く150×2 125 165

-65

■420

1′000 125 165 135 10×l了5×2 】25 470

l,200 10×事00 125 く165 160 4′000

4′500

10×ZOOX2 125 165 520

l′50D 10×125 125【柑5
185L 10×150×3 125 165 630

2′000 10×】了5 125
7‾165

2351 5′000 18×175×3 125 165 705

)主:単位(mm)
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定格電 3≠ 50Hz･3≠ 60Hz DC ご 定格電 3≠ 50Hz 3≠ 60Hz DC

)充(A) 々.4( ズ 斤一4(-
■

ズ 尺〟(･ L流(A) 京こ ズ ‾‾有二‾ズ 斤√}r

600 12.43

8.37

3.12 12.47 3,74 12.25

8.16

2′500 l.80 l.10 l.85 卜32 l.47

l.Z2800 2.21 8.44 2.65 3.000 卜39 0.88 l.43 l.05

l′000 5.15 3.17 5.2Z 3.8l

2.9占

4.90 3′500 卜22 0.76 l.25 0.9Z l.05

l,200 3,96 2,49 4.d言 3.67 4′000 l.09 0.68 l.I2 0.81 0.92

l′500 3.26 2.06 3.34 2.47 2,94 4′500 0.93 0.58 0.95 0.70 0.82

2′000 2.43 卜53 2.50 事.83 2.10 5′000 0.き‖ 0.5l 0.83 0.6! 0.70

)主:単位(川‾5n/m)




