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   UL FILE #E222948
 
説明： 8M81H は硬質シリコンマイカプレートです、UL 認証品で UL94V-0 試験 RTI 

200ºC ファイル No.E222948 です。それは、高電圧トランス、工業炉及び家庭
用電気機器のクラス H、クラス C、クラス R、クラス S の絶縁に使われていま
す。 

  
応用： 8M81H 硬質シリコンマイカプレートは高強度で、発煙が少なく、臭いが少ない、

などの良好な性能を持ちます。主に家庭用電気機器（トースター、電子レンジ、
ファンヒーター、ヘアードライヤー、アイロンなど）、冶金（例えば、周波炉、
IF 炉、電気アーク炉など）、医療機器などに適用し、これらは電気発熱の支持、
緩衝や隔離板として使われます。 

  
特性：  1000 C までの優れた耐熱性 

 優れた電気絶縁性 
 優れた引張強度と室温下形成の容易性 

 
技術データ：  单位 8M81H 8M81PH 

 マイカプ  白雲母 金雲母 

 マイカプレート厚み mm 0.15 - 3.0 0.15 – 3.0 

 厚み公差 mm  l0%  l0% 

 密度 g/cm3 ca. 2.0 ca. 2.0 

 雲母含有量 % >ca. 90 >ca. 90 

 接着剤含有量 % <ca. 90 <ca. 90 

 絶縁耐力 kV/mm >20 >20 

 耐熱   

 連続使用 C 500 700 

 断続使用 C 800 1000 

 500C 下での熱損失 % <1 <1 

 700C 下での熱損失 % <2 <2 

 紙サイズ mm 1000 x 1200 / 1000x 2400 /1000 x 600 
試験手順     IEC 371-2 
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