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11.1電動横応用機器

11.1.1扇 風 機

33年度扇風機のうち,特色あるものとしては,20cITl

中上扁ポルカ,30cm御座敷スタンド.L･J｡ラホニスタ,ハー

プスタ,およぴ40c皿_し;しと扇ウエーピイがあげられる

20cmポルカ(第1図)ほ,フアン外側に加速ケーシ

ングを設けて,フアンから出た空気をケーシング内部に

おいて日出拡散させずに完全に加速を行わせるという,

従 の扇風機の観念を脱却した新い､構想によるもので

このケーシングの作用により 25cmなみの大きな風速

をJllすことができた｡さらにモータを正道両国髄として

正阿転の時は上に述べたケーシングの作‖1により大きな

風を
,逆回転の時ほ後~方向に月報卦･こ広がった軟いそよ
るようにし,またベースはロータリーぺ,伽二仰も

上~卜180度山川など多くの特長をそなえさせた‥;

30cm得り座敷スタンド扇(策2図)は,高さを33crn

から 45cm まで口由に調節できるもので,附かに作動

する独特の上下j 節機構をそなえている

40cIn ウエーピイ(第3図)は,従来の刃文羽根に

かえて新形の3枚羽根およびコンデンサモータをノーf-Jいて

性能の向上を計り,デザインも堂々としたものである

また33年比ほ,はとんど全製品にわ)L二って送風効率

のいLヒ,モータの改良など基本的な性能向_l二に努力し

た__.すなわち主流である 30cIn高級扇に.おいてモータ

ほすべて高明三能のコンデンサモータに統一し,二れ･らの

うち,大部分には一昨年度ゼフィールで好評を博した11■言i

牲能3枚羽根をmいで▲段と製品1甘存を克黒うせた

また羽掛こ高純度アルミニウムを茄色化一昔処理した羽

根をl肌＼た 30cm高級扇ソレイユは,志l¢仁好評でふ

った二.

11.l.2 電気洗 壊

洗濯機が普及するにつれて洗濯方ふ ユか)拙いの地利

さ,′･よ匠など沌々の点で要望が多くな一--てきぅー二_33一牛皮

ほ次のような新~製ぶ一によりこれらの要望にはt.珊搬七

紬ナてきた｡

(1)SH-PT21形l-1動翼付移動胴巻式洗濯機

木機の洗濯坊.武は,SH-PT20形と=棋,帖臼j仙′･な瓜弱

切換方式のパルセータを使川した移動満巷式でふるか次

のような攻良を加えたものである

前Jl■三,創り銘板を人きくし豪華なデザイン上し 絞り

機ほ捕物から厚物咤で好適な絞りがてきるよう∴.j!三ノ川

整式とした｡また洗濯槽の口帖を瓜う二∵北満勿の‖=ノ人

れに便利を計った｡

第1｢可 20cm ヰ_【二

扇ポルカ

第2図 30cm高級御庄敷

スタソド扇ホニスク

ら′さ3巨くi一里Oclュ1卓_1二王詩-ラJニービイ

r3)SH-ATJl一日ラて･最上心有濯機

木機は従来の硯'り∴ユこを睨去【ル,振れ羽根臼杵緑羽根

ウ組｡′rせチエ附甘川根む採J~‡Jした新形である一 二の羽根

rノ〕キ､‡⊥む㌔心甘粕に現有E宜:根羽根の作用)と回流(涙れ

羽拉レ)作=ノ 動き定一′ノ▲えるもので,従

f'直勒きと塙-･な∴｣L打--㍍県が‖られる.-.

形に見られない

本機の読証熔W二ほ

2lくgて,伸二;=▲法もSI･トAT20形より大きくした= 絞り

機は~ノ(紗ノ〕止ノ｣吉冊繋ノミな川い,減速ギヤボックスは､l佃

riし.ニイ･と川しは一等効率な車け∴せた.

r2ノ SH-Ⅰ)′r227邑ラ移動渦巻式洗濯機

木苺㌦リ~川二桝Jこし~坤･ト王翼ノミルセータを川いた洋攻膨で

∵･･ノ勺 ハノしニー畑土そのヰ捕㍑†こをノゾj【‡のように木の一葉形

′一 冊舶針■■ご_､■(らノノしり異た′1たアルキメデス朝練とし

∴ 二.毒し左′｣l三三∴トニこよぅノ吏転させることにより強弱2段切換
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第4図 SH-PT21形n

動翼付移動渦巻式洗濯

機

第7図 SH-PT22形

移動渦巻式洗濯機

第5図 SHトAT30形悦伴式

洗濯機

箭8図 SH-･PT22

用パルセータ

を行うものである｡洗濯機の大きさおよび容遺などは

SH-PT2｡形と同じであるが,外観をエレガントな意匠

とし,また絞り機ほ取り扱いやすいカバー付とした｡

11.1.3 電気掃除機

33年度の電気掃除機ほ従 品の改良のほか,新機種

としての手押式掃除機U-Tl形を開発し,従来品の騒

音の徹底的改良を計ったC一V3形を完成した｡

(1)け-Tl形270W手押式掃除機

ホースや延長管を使わずに床の掃除ができるように,

本体に直接吸口とハンドルを取り付けた形で,吸口部の

回転自在構造により,従来の手神式の欠点である操作竹三

の悪いことを解決した｡また強弱調節スイッチを設けて

吸塵力と騒音の 節を可能にし,吸口の位~掛こ無関係に

床に密着するブラシの構造など新しい試みを採月=ノた(⊃

本形は主として床面掃除用であるが,ビニルホースなど

応用部品一 も付けられる｡

(2)C-V3形整形掃除機

家庭用の主流機種をねらったもので,軽品で移動性の

良いこと,ビニルホースの 用により操作が楽になった

こと,直の処理しやすいフィルタ式を用いたことなどに

より実用性の徹底的改良を施し,また防音構造により騒

音の著しい低減を計った｡

第61ヌISH-AT30

用撹伴羽根

第91glU-Tl形270W電気掃除機

第10lミくIU Tl形270W 電気掃除機応用部品
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第11図 C一V3形300W 電気掃除機
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第12図1号E形

浅井戸ポンプ

第41巻 第1号

第13図 9号A形

浅井戸ポンプ

11.1.4 電気ポンプ

33年度の電気井戸ポンプほ1号E形,8号E形,9号

A形浅ポンプ,JRT･F151形深井戸ポンプおよび三相の1

号E形,2号浅井戸ポンプ,3号,5号C形深井戸ポン

プなど多数の新製品を完成し質量ともにいっそうの向上

をみた｡

(1)

従1号E形,8号E形浅井戸ポンプのD形ポンプを改良したもので,斯妄郎こさきがけ

て付属した日動空気補給装苫を内蔵させて保温効果を高

め,保温用電球の′丑減スイッチおよびターミナルボック

スを設け,揚水側送水側双方のフランジを同じ側に位置

させるなど据付,配管,取り扱い,保く守がいっそう便利

な構造とした｡

(2)

営

9号A形 井戸ポンプ

用や共同使用i こ最適な揚水量の多い廿動式浅井戸

ポンプで,2極の 400W三相モートルを使用してポン

プ部分を小形化した｡大容量のタンクを使用した上に日

動空気補給装置付で,またヒューズボックスを設けモー

ト/レの保護にも十分留意してある｡

JRT-F151形深井戸ポンプ

般にジェットポンプは効率がきわめて低いとさ

れていたが,これを2割も向上することに成功したので,

日立として高性能の自動式 井戸川ジェットポンプを初

めて発表した｡ジェット部とタービンポンプとを組合せ

て深井戸川としたもので往復動ポンプに比べて伐引も吋

能, 軋砂甜姉転 起動が容易,修理が使利などの利点が

ある｡150Wのコンデンサ起動モートルを使用し,透明

カバー付の独特の防寒装眉付密閉形,保温電球用の点滅

スイッチ付,最も小さく設計されたジェット部など幾多

の特長をもち,普及形深井戸ポンプとして最適のもので

ある｡

11.2 凍 機 器

家庭電化の急速な普及に伴い電気冷蔵廊逐ほじめとす

る家庭用冷凍機謂ほ眉凝ともこぞって増産に専念してき

た｡33年度の電気冷 約ほ 40フブ台で昨

第15図 LA-25形

電気冷蔵庫

第14図 TRT-F151形

深井戸ポンプ

第17図 LB-40形

電気冷蔵庫

第16図 LA-30形

電気冷蔵庫

第18図 LC-55形

電気冷蔵庫

年度の生産量23万台のほぼ倍となった｡一カ国内景気

の停滞に伴いいわゆる値崩れもみられ激しい販売戦がく

り広げられた｡日立電気冷蔵庫ほこの激甚な競争の｢恒こ

あってその俊秀な性能と斬新なデザインとによりよくこ

れを克服して着々その成果を収めてきた｡

33年度ほ内容積 260J(9立方択)の豪華版をほじめ
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第19図 LC-70

電気冷蔵庫

第20図 Lロト90

電気冷蔵庫

としLC70形,LC55形,LB40形,LA30形および

LA25形の6機種を生産し家庭几 業務用,保健用,学

校ならびに研究室用そのほかあらゆる方面の用途に即応

できる態勢を整えた(〕本年度ほ全機瞳ともデザインを虞

しことに据付面積が少なく有効棚面積が大であるこ

と,および冷却性能のすぐれたアルミシー1､製の全幅形

蒸発器を採用し[ほ電気冷蔵庫の大きな特長として壬折界

をリードした｡

竃気冷蔵庫の新しい使い方として磨i満面に二

の窓を配したバタークーラを製作し

ガ､ラス

たな市場を開拓し

た｡アイスクリームストッカーはLS17形およびLSlO

形の2機種を生産しその蒸発掛こほアルミシートを揃い

て冷媒の通路に独得の工夫を凝らして陣Ⅰ瑚温度を-200C

とした｡!二t立アイスクリームストッカーの安定した悼能

ほ需要_署の絶人なる†⊥†椒と賞ぷ沌雄㌻〔いる｡

11.2.1新形電気冷蔵庫について

33年度のr_†立㍍気冷蔵擁の特筆すべきことほ,画期

的な克ミー､fl一のオートメーション工場の新ぶとともに新感

覚の飛躍的デザインを採出=ノ,外観内占榊1【一宇追,内行,性

能の充失を計った.｡なお機拉も従来の5機撞に対して,

I-A-25,LA-30,LB-iO,IJC-55,LC-70,Ⅰ.D-90の6機

経とし家庭用にも業矧†一にもあらゆる方面の需要を満果

した.｡すなわち

(a)据付面髄が′トさい.

(b)エバボレータ(冷涙宜)が非常に人きい｡

(c)棚牲段数を増L打助川胴純iを上■21した-ノ

(d)種内灯を内祓形とし有効内容潰せザした｡.

(e)扉の内側にポケットを新設またほ増加し収棒能

力を増した｡

第21図 バタークーラ 第22図 アイスクリ

ームストッカー

(f)アルミシートのエバボレータを 用した｡

(1)LD-90

最高淑の電気冷蔵庫で多量の冷凍食品の貯蔵と多量の

氷が急速に作れる全幅形アルミシートの冷凍室を採用し

た｡棚網ほ貯蔵品の高さに応じて上下の調節可能で食品

の亡f=ノ入れにも便利な引出式になっており,果実,野菜

の貯蔵に敢 な大容遠引出し式野 とバター入れ

の付属した四段ポケットほ内牢を飛躍的に充実した｡

灯内庫形蔵櫛かほのそ ▲のビットラッチ方式角形ハ

ソドル,洗練された庫内配色ほ化粧バンドを中心に金色

の白熊マークと優美なプラスチック製の化臥板をつけた

面デザインは 用と豪華さを

(2)LC-70,LC-55

ね備えたデラックス版

面デザインも内容も LD-90の姉妹晶としての高級

電気冷祓庫である｡

(3)LB-40,LA-30

外観もl月部も画期的な新感覚のデザインを採用した家

挺川矢川的電気冷蔵庫としての 定版で,特に LA-30

は小形にもかかわらず全幅形冷凍室を備え,ポケッl､も

ビールも入る2段のポケット 内蔵形庫内灯などヒット

製品となった｡

ト1)LA-25

小形ナ_チ及版として外観性能もともにⅠ.A-30iこ劣らな

い-一般家庭向の普及版となった｡

そのほか冷祓踵の応用製品として扉正拍行こ透明の窓を

あけたバタークーラが営業用として多量生産され好評を

博した｡
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】】.3 電

(3)SIiLl形電気こんろ

熱 器

気こんろを台所から座敷に移し入れたものとして,

その新らしい形態が好評であったHHLl形こんろに切

替スイッチを設けたものである｡従来600Wこんろほ切

替付であっても600Ⅵrと300Wに変化するだけであった

のに対し,断【200W-400W-600Wの4段切替となり煮物

そのほかの調理の火加減や保温に便利となって著しく用

途を拡大した｡

(4)HHL2形電気こんろ,HHL3形電気こんろ

いずれも需要の多い600Ⅵrのこんろの普及形としてバ

ラエティを増したものである｡特に2形における皿状の

ベースほ薫こぼれや調理物の汚れが下に落ちることを防

ぎ,新らしい形としてだけでなくその効川も多い｡)

1】.3.1電気厨房器具

(1)RS-810,610形1升炊自動電気釜

一昨年発売した6合炊自動電気釜に引続き1升炊を製

作した｡この

庭の

は800Wと600Wの あり,家

涼容量に応じたものが選べること,内蓋をつけ保

温効果を上げ熱効率を良くした点,底釜に

ほどこし,

しい塗装を

度品としての色彩設計を考慮したなど,幾

多の改良がほどこされている｡

(2)TS-1形キッチンタイマ

家庭生浦のオートメーショこ/化に一歩近づくものとし

て,キッチンタイマ(時計スイッチ)が喜ばれている｡

日立 作所で初めて置時計式としたもので,時計として

も使えること,針を希望の時刻に合せるだけで自動的に

電気の切,入,ができるなど使いやすく好評を得てい

る｡容量は100VlOA,1kWまでの家庭電気品に使用

できる｡

(3)電気スーパーミキサー

強力なモータと独特のスキュードカップ,鋭利なカッ

ターによるすぐれた性能はすでに定評のあるところで,

MJI-3形スーパーミキサーにおいてもますますその特長

を発揮している｡これに加えて従来のミキサーが持ち

びにとかく不便であったものを改良して,本体およびカ

ップに大きな把手を備え,本体にカップをのせたままで

も,あるいほ本体とカップを分けて両手にもつことも容

易にできるようにしたものである｡

直巻 動機を使用する器具の常として使用時間が比較

的短いものでほあるがラジオ障害がとかく問題となりが

ちのものであるので,本機にほ3偶のコンデンサを挿入

して十分に雑音防止の効果をあげている｡

11.3.2 電気暖房器具

家庭電化器具のなかでも比較的に安価なこの電気暖房

器具 の普及ほ最近著しいものがあるがそれだけに程類

第23図 SHLl形

電気こんろ

ぎ･華子ぜ
第24図 HHL2形

電気こんろ

第25図 HHL3形

電気こんろ

第27同 TS-1形

キッチンタイマ

第41巻 第1号

第26図 RS-810形

1升炊自動電気釜

第28図 MJト3形
スーパーミ キサー

も豊富で次々と新らしい製品が現われている｡口立でも

33年は27機櫨45品目におよぶ製品の発売をしたが以下

新製品をあげる｡

(1)VH-628形600W反射形ストーブ

角形の美しいデザインで後脚の開きにより角度の調節

ができて,側t帥ニスイッチを有している｡

(2)VC･118形1.2kW反射対流形ストーブ

2本のボビンと能率の良い反射板をそなえた安定した

箱形である｡側面にスイッチがあって,1.2kWと600W~

に切替えが可能であるが600Wの場合も2本のボビンの

いずれも半減される構造なのでスイッチの切替により放

熱の方向が変ることはない｡

(3)KY-318形電気やぐらこたつ

昔から大衆に親しみの深い聞こたつのやぐらの申に

気こたつを組込んだものであるが,下方がせまくなった

やぐらの構造,四方同→構造で均 ミ放散される牌

造によって炭火の置こたつとまったく異なった新らしい

の良いこたつになっている｡特に付属の四脚枠む組

んで使用した場合には,その四脚を った丈夫な構造に

よって冬の問の一家団らんの中心として食卓にも娯楽の



電 気

第29国

電気ス

VH-628形

トープ

轟33岡 AS-618形

電気あんか

第37図 BS-318形

電気火鉢

第30図 VC-118形

電気ストーブ

第34図 AY-118形

電気あんか

第38図 BS-328形

電気火鉢

台にも兼用されるものである｡

(4)AS-618形山形あんか

独特な山形ほあんかとして布剛こ入れても,あるいは

足温器として使用してもよく,全面に張ったビロードの

感触とともに便利さが喜ばれる｡

(5)AY-118形電気やぐらあんか

小形の木 やぐらに什込んだ100Wのあんかで,起居

時にこたつとして使用してもよく,布団に入れてあんか

として使用すれば2,3人で共用することもできる｡

(6)AP-318形ソフトあんか

従 のあんかの概念を超越し,新しいあんかの方向を

示すものであって,布製で

感触が良い｡就

軟なことは身体にも馴染み

時のあんか,腰当てほもちろん,かい

ろ足温器から温しっぷ用にもなり広範囲な用

いる｡

(7)FZ-428形電気大形座布団

豪華な金華山繊の最高級

をもって

和を使用し,使用心地の良

須31固 KY-310形

電気やぐらこたつ

第35図 AP-318形

電気ソフトあんか
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第32図 KY-310形

電気こたつ

第36図 FZ-428形

電気座布団

第39図 BS-338形

電気火鉢

第40図 BS-348形

電気火鉢

く30～400C位の温度を保つように2個の自動温度調節

器を備えて,火災防止を完全にしている｡

(8)BS形電気火鉢

丸 角,変り角,高級角形の4種をそろえて,使用場

所や観客の好みに応じ得るよう考慮し,いずれも堅牢で

高級な塗装によって木地を生かした落ついた形態をなし

ている｡火桶を着脱自在にしたことにより,煙草の扱が

らなどにより汚された灰を容易に掃除てきる構造となっ

ているのも大きな特長である｡

11.3.3 電気アイロン

化学繊維の発 により,布地の瞳

しているが,化繊は一般に

ほ最近非常に増加

に弱く,アイロン温度も布

地によって調節しなければならない｡布地の最適の温度

に自動的に調節されるのが,AIK-1形日動アイロ∵/であ

る｡アイロンの効果を十分発揮させるため500Wの容量

をもたせた速熱式アイロンである｡

またアイロン掛ほ

85 -

と湿気を利用するものであるが,
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._､賢ヽ第41囲 AIK-1形

自動アイロソ

第44図 HLT-400形

ミ シ/二/

立 評

第42図IS-310形

スチームアイ ロン

第45図

ミ シン/

湿気の効果を十分利用するとともに,家庭でドライクリ

ーニソグを行えるようにしたものが,IS-310形スチー

ムアイロンであるっ スチームの量が多く.強い浸透力を

もつこと,どの布地にも似える掛面温度になっているな

ど,多くの特長をもっているこ

いずれもツートーンカラーの美くしいデザインであ

る.｡

そのほか300W,400WのIfI-310,IH-410形普通アイ

新をン

､
‥

品として製作したノ

11.4 シ ン

最近のミシンほその形も丸形から何形に色調も黒一色

から各穐の明るいものに移行してきた.｡機構の点におい

ても本来の縫うという什二∃向こ変りはないが,いかにして

快適な縫調子がえられるかについて各所に攻良が加えら

れている｡

最新形日立ミシンHLT-400形は縫目の調節や前後進

縫いが自由にできるダイヤル調節器,厚物から洒物まで

送り歯を調節する四段切替式ドロップフィード,常に手

許を明るく照らすビルトインミシンライト,ダイヤル式

上系調節器,静粛運転のリンク式天秤等々が,ツートンカ

ラーの近代的な色調とあいまって部屋の高級調度品にも

なっている｡この他足踏式ミシンとしてHCT-301,HL

T-210,HCT-220がある｡また各穫足踏ミシンの頭部に

ミシンモートルをつけ,手頃なケースに格納した卓上形

電動ミシンおよびミシン仕事をしない時にほ,勉強机や

仕事机にも転用できる豪華なキャビネット形ミシンなど

がある｡

1L5 ラジオ,電蓄およびテレビ

ラジオ受信機のトランジスタ化が急速に発展しつつあ

HCT-301形

第41巻 第1号

第43図Iロー410形

電気アイロン

L.､､~ =1

＼･ヰミ･･■-･~ヤキ.-
第46図 HLM-400形

電気ミシン

るが,優秀な甘立1-ランジスタを基礎にして,多機種に

わたる高品質のトランジスタポータブルラジオが開発さ

れ,海外にも多数輸江1されている｡また家庭における2

台目,3台目のラジオやハイプ7イラジオの需用増,

FM実験放送の開始にこたえて,′J､形から大形ハイフア

イ,FMラジオむこ至るまでの広 囲にわたる機種のホー

ムラジオを製品化して好評を得ている｡

日立電蓄については早くからその実現を期待する声が

漬かったが,33年度に画 的なステレオシステムの電

蓄が業界に出現したのを機会にいよいよオールステレオ

第47図 WH-720

7石2バンドトラソ

ジスタラジオ

第48図 TH-667 6石

トランジスタラジオ

第49図 TH-6666石ト

ランジスタラジオ

第50図 "ジュデイ"

WH-6766石2パソド

トラソジスタラジオ



家 庭

第51図 S-5245球2バンド

HiFiラジオ

電 気

第52因"ノラ"F-800形8球

4ノミンドAM-FMラジオ

システムを採用した,レコードプレヤー,卓上電蓄,グ

ランドホニック高級電蓄を発売した｡

テレビ受信機は放送局の増設と価額の低廉化による急

速な需用の増大を示しているが,普及接が高くなるに従

って受信機の安定度や,画質,音質がかなり専門的に吟

味されるようになり33年度はこれら要望に沿うべく原

材料から 短波技紬こ至るまで日立独白の総合技術を駆

促して大幅な故障率の低減,画質,音質の向上がなされ

大いに成果をあげた｡

1l.4.1ラ ジ オ

過去1箇年に1､ランジスタラジオ,真空管式ラジオと

もに多数の新機槌を発表した｡これらは国内の需要に応

ずるのほもちろんであるが,トランジスタラジオほ遠く

欧米に毎月大農に輸～1‡されている｡ 代ち

と
｢
ノのこ セッ

トを紹介する｡

(1)トランジスタラジオWH-720:日立ドリフト

トランジスタHJ-32を用いた7石セパレートコンバ

ータ方式の本格的2バンドポータブルで,本機ほプッ

シュボタンスイッチを使用して,操作の簡使化を計っ

てあり,また短波mフェライトアンテナを使用し内蔵

アンテナのみで短波受f言を可能としてある(第47図)｡

(2)TH-667:混度補慣用サーミスタ付6石スーパ

ーヘテロダイン方式で,1:6のバーニヤ式ダイヤル

を採用,これにより選局を容易にしてある｡また音響

系を特に考慮しポータブルでありながら大口径スピー

カを使川し音響能率および音質の向上を計ってある

(第48図)｡

(3)TH-666:6石 ポケットタイプのトラソジス

タラジオとしで世界最小である｡その寸法は100mm

x60InmX35mm でワイシャツのポケットや,婦人

のハンドバッグにも入り,隼封こ明瞭度に留意し,スピ

ーカおよびキャビネット構造の改良によりその日的を

した(舞49図)､ユ

(4)"ジュディ"WH-667:6石2バンドポータブ

ルで,-セルフコンバータ回路に特種なIFシャント回

路(特許出願中)を併用しきわめて高感度とすること

ができた(第50図)｡

....山
師Ⅶ

第53図 R-070形ステレ

オ･レコードプレヤー

第54図 PFG-1100グラソドホニック高級電蓄
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(5)ホームラジオS-524:5球2バンドの HiFi

ラジオで真空管式としては類の少ないプリント配線藁

式を採用して製品のばらつきをおさえ高性能製品の量

産を容易ならしめた(弟51図)｡

(6)"ノラ"F-800:4バンド8球 AM-FMラジ

オで特に高忠実度FM受左‡を目標とし,音響系は3

ウェイ4スピーカ方式を採用して,ダイナミックな臨

場感をもった音質とすることができた(弟52図)｡

(7)R-070 ステレオレコードプレヤー:16号七,

33兢,45,7鋸再転の4スピードモーター付で普通のレ

コードはもちろん,2台のラジオを併用すればそのま

まステレオ(立体)レコード漬奏ができる 高の形

性能レコードプレヤーになっており,またビックアッ

プはターンオーバー式ロネット形サファイヤ針付で,

針圧アグラムのハイファイクリスタルピ､ソクアップで

ある｡

(8)PFG-1100:日立グランドホニック,本格ほハ

イファイアンプ(AF-1100)とステレオレコードプレ

ヤー(R-1100),ハイファイスビーカボックス(ES-

1100G)の三つの部分から構成された最高級電蓄であ

る｡特に本機のアンプほrlニー波,短波をほじめFM放
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第55同 FMY-320G

テレビジョン

日 立 評 第41巻 第1号

第56図 "シルビア"FMY-470

テレビジ ョ ン

も受信できるラジオチューナ,レコード浜 回路,テー

プレコーダ,マイクロホン再生回路などを備えた高能什

総合アンプになっており,またスピーカボックスは4偶

のハイファイ珊IJスピーカを組込んだ独得のバスレフキ

ャビネットで,潰奏会場のふんいきをかもし出す豪華な

音響デザインになっている｡

1l.ム2 テ レ ビ

合理的なデザインと大幅な価額低減を実現したFMY-

520をほじめコンソレットタイプの FMY-320G,メタ

ルキャビネットを旭川した FMY-770,およびビデオコ

ントロールを実現した"シルビア'FMY-4ア0など特長

ある14in各機桂を発表するとともに普及形17in受信機

としてさらに拐~(価低減と安定度の向上を図ったSMY-

490および最■高級I 遠距離用の21in受信機TOMY-100

などにより広汎な需要層に応える 晶系列を確立した｡

これらの各機種はいずれもチャンネル増設計画案発

即応して12ch宍装に切り替えを行った｡

性能面でほ無理のない前面西方式を実現するため,丸

形高級スピーカを使用したシネラミックサウンドシステ

ムの確立(実用新案申請中)(FMY-320G,FMY-770,

"シルビア"FMY-470,SMY-490)とともに,放送内容に

応じ押ボタン切 により常に鮮明で安定度の高い画像を

饗しめる独特のビデオコントロールを 現(特許申請中)

("シルビア"FMY-470)して日立テレビの評価を一段

と高めた｡シネラミックサウンドシステムはスピーカを

キャビネット側面に傾斜して取り付けることにより高音

部を直接正面より放射して指向性を改良できるほかに小

形楕円スピーカ(4inx6in程度)の前面取り付けによ

る方式に比べると音質の同上が可能でしかも構造的制約

をまぬがれうる利.点こをもっており,またビデオコントロ

第57図 TOMY-100

テレビショソ

第58図 シネラ

1

ト
=

ツクサウソドシステム構造図

ールは映像中間周波コイルの一都にコイルまたほコンデ

ンサを接続または短絡することにより増幅特性を変化さ

せ,信号の内容および周囲条件などに応じ常に鮮明でみ

やすい画像の再生を可能にするとともに A.G.C.回路

の作用により強,中,弱電界入力でほ切り替えによるコ

ソトラストの変化などを伴わず,また徽 界入力でほ避

にD･Ⅹ･の状態で使用することにより感度ならびに同期

の安定化が可能という

をもっている｡

来いずれのセットにもない特長

また回路ならびに構造研究に力を注ぎ,使用材料の検

討を加えで性能面での飛躍の基礎を固めるとともに,大

幅な故障率の低下や性能の安定化ならびに原価低減の成

果を収めた｡




