
10.家 庭 電 気 品

HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCES

10.1電動機応用轢器

】0.1,l扇 風 機

34年度扇風機として特色レ)

ぁるものはJ5ぐnlクレー′し

二iり(･r11バラード.3()(二】11す-

トクレー/し,3りc】111←｢ベ′L

4りcnュウエーピィ1i,ビ▼)′ノ,

があげられる｡

25cmクレー/し(弟1図)け

30c!n高級扇同様の高冊髄ソ

ラスチック羽根を酢製L--･段

と製品内禅を充黒させた.′

30cm バラード(弟2図)(L

帆感覚のデザインで竃動ズー小

ルゴールがベースにト軸哉さ

れ,扇風機の作動とは別偶に

｢=l=こ利川できるもので,J)

ノ川l主1初めての試みである､_､ほ

かに新機購の■汀振f｢｣度諷整装

~置がそなえてあり意匠上から

も非常に好評であった｡J

30cmオートクレール(舞

3図)は,高さ55cm から

75cmまでlさ一山にi 節できる

弟1卜くト25r=1小一仁け1ケし-

∫｣ノ12】宣1:;Ocnllトト1Jいくラ←一卜

新機構をそなえており,ベー

スにほ抑ボタンスイ､ソチ,6()

分タイマーが内蔵され,また

バラードと同様常緑用度潮麿

装置などの特長をそなえてい

る｡

30cm ヌーベル(弟4図)ほ

従来の扇風機に比較して能率

本位の羽棍,重一臣-i呈二を軽減した

ベースなどむだのないi線H■の

もので,腑仰,'首振,壁掛が~可

能な上む･こ特殊なくま触線輪モ

ートルを使って 度調整範囲

を非常に人幅なものとしたリ

40cm ウエーピィB(舞5

図)ほ,風品風速が断然~大き

くもっぱら 務川向のもので

ある｡壁掛けも可能であざ′),

羽根の改良により一段とけが

那4ド13()cllり-t上吊プー▼べノし ち′i511†4ncl-1車l二届･トトービfIミ

弟7｢受ISH--PT3-)~ナlラ移動削巻式洗濯撞

小さくなった新形である.∴

ピアノ(葬る図)ほ,セントリフユーカ㌧レフ㌧ノナンを保研=_た新構

想のもので,.トト1j,卜川の何度調鷹から臥ちi:の調節まででき,綿々J)

点で好評であった｡

総じて34年度は性能の向上と柚ま一∵r新機構のイ用最■膵矧軋 抑

ボタンスイッチ,タイマー,オル｣∴-′Lノ王ど独斗}師つ掩蔽ろJ二･リユニえノー二

新製品を多灘偲附したrJ

(i7

眉3図二 隷)clll1.】トムいり■--1

ク レ ーー/【

甘川l対+車上届守■.7'ノ

雛8【買ISH一-JTlO形ジェットアクションぺ洗濯機

10.ト2 電気洗濯機

34佃_掛ほ,渦巻式の改良形のほか,=宣加得のジ工､ソトフ7クシ三J

ンノノ](の断機櫨を冊発Lた｡

(′1)SH PT30形 移励渦巻式i)Lil■f磯

粕殊形状の囲に翼パルセータを川いた軟弱切換~ノんくの移動渦巻

式で,布のかみ込みを防≠するた釣に/りしセータの外川かiT)fl二∴二

∵氷な照餌付こ噴射せLめるノん〈をとり,またノくルセータむ傾けて
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第91賀1ジェットアクション㌧い裾■傑織機構図

立

取付けた｡

(2)SH-JTlO形 ジェットアクション式洗濯機

この洗たく方式は洗たく水をポンプに引いて加圧し,これをノ

ズルから槽内に噴射させて槽壁に水流の膜をつくる｡洗たく物は

移動渦巻形パルセータとジェット水流との両者により無理なく動

かされ,あたかも衛星の軌道のように回転し,もつれずいたまな

い｡これがジェットアクション式である｡この方式によれば洗た

く水に微細な気泡が混入し,また布屑などはろ過されるので洗浄

効果ほ非常によい｡また排水ほポンプによる強制排水式である｡

(3)SH-JT20形 ジェットアクション式洗濯機

洗たく方式はSH-JTlO形と同じであるれ さらに取扱卜の

便利さを強調したもので,台風 廊~Fなどでも能率的に使える二

面操作形とし絞り機ほ内蔵されている｡蓋ほヒンジ付とし,ダイ

ヤルにほ布地目盛をつけ,洗たく物の持運びに便利な受かごなと

の特長が盛り込まれている｡また意匠は画期的なトリムラインで

34年9月以降の発売晶である｡

(3)SH-JT30形 ジェットアクション式洗濯機

風呂のお湯や遠く離れた水沫の水を汲みあげるのに便利な吸水

ポンプのついたジェットアクション式である｡

10.l.3 電気掃除機

(1)C∵V3形300Wヒッターバックの軽嶺化と品質向上

C-V3形300W ヒッターバックほ独得の消一首柄造によって騒

音が著しく小さいこと,ビニールホース,フィルタ式集じん装置

の採用により操作牲がすぐれていることなどの特長で,一一般家庭

用として好評を博してきたが,34年度にはさらに改良が加えられ

ていっそう使いやすい掃除機となった〔｡

改良のおもなノ∴くは

(a)最新の設計, 作技術の駆使によってモートルを′ト形軽量

化し,家庭用として運搬も容易で操作もより軽快なものとした_､

(b)本体掛金具部の構造を改良し,たまったじんあいを捨てる

際の本体着脱の操作性を向上した｡

(c)ポリエステル系ワニスの採用により,電機子の

る性能を向上し,寿命を著しく延ばした｡

(2)CF-V2形1kW産業用 気掃除機

菌 に二f･ゴけ

産業用電気掃除機ほ一般家庭用のものに比して強大な,吸込ノ｣

と広大な集じん容積を和しているが,反面音響が大でまたこの取

扱いにおいても若干不便な点ほまぬがれなかった｡

本機は従来の産 椰こおけるこれらの不備な点を改良したもの

で,そのため一般工場以外の事務所,病院などにおける使J附こほ

さらに好適となり,産 用掃除機の利用範醐が拡大された｡

すなわち本機には特殊消音装置が設けられており運転静粛で,

またタソク下部にほ着脱自在の集じんタこ/クが設けられており,
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第10図 SH-JT2｡形ジェッ

トアクショソ式洗濯機

第42巻 第1片

第11図 吸水ポンプ付SH-JT30

形ジェットアクション式洗濯機

第12図 改良されたC-V3形ヒッターノミック

第13図 CF-V2形1kW産業用電気掃除機

そのためじんあい廃棄もきわめて容易である｡また大 輪と移動

川ハンドルを和するため女丁でもきわめて搾易に取扱うことがで

きる｡そのほか付属品かごカ

値札 保抑･こも便利である｡

10.】.4 電気ポ ン プ

けられているため吸口などの交換

電気ポンプほ,34年度も行力両からの要望にこたえ,次のような

新製品を完成していっそうの向上をみた｡
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第141粟1WT形10()W

自吸式浅ルいホンソ

第151又IJT形250W

ジェットオニンフ

(1)WT形100Wおよび200W仰吸式成井)fポンプ

臼吸式ポンプi･よ,従来の非白吸式が,揚水の

第16図 A形4()(1W浅井い

カニン/ソ

多量の呼水を必

要とすることや,揚水管の水を抜くことのできない不便のあった

点を改善したものであり,この方式に考案を加えた糾果,ほかに

類のないすぐれた白坂性能を与えることFこ成功Lた｢)またポンプ

に必要な付属品ほ,全部タンクの上部に設け,保守点検,分㈲修

理の袴易な奉 造とL-,軸封部にほメカニカルシールを採用して,

揚水特性を従来よりもさらに向上させた.､つ全砲金製のポンプへッ

ド,防寒装置などは従 と同様である∪ なお極寒地向に便利な降

水装置付や三相モートル付目吸式ポンプも同時に製作したご)

(2)JT形250Wジェットポンプ

さきに150Wジェットポンプを生鍾し,溌ル戸川ポンプの販路拡

人に成功したが,この経験を生かしで性能上構造_上さらに改良を

加え,大容量のポンプとして完成したものである.-)またこれほ,

吸上高さ12mが標準であるが,ジェット祁のみを交換することに

より18mの井戸からも水を吸上げることができ,一段とジェット

ポンプの利用価値を増した｡

(3)A形400W浅井戸ポンプ

従 の9AP形ポンプの自動装置亡を放りはずしたポンプで,価

格が低廉でしかも大流量が要求される分野に最適である(⊃ これに

も単相用,三相用の二種 がある.∴)

10.1.5 電気スーパーミキサー

外観を新たにしてMJト4形スーパーミキサーを完成したし〕独

特のスキュードカップとステンレスカッターによって

生ずる強力な粉砕と撹拝作用は依然としてR二､ヒスーパ

ーーミキサーの最高の性能と特長であるが

(1)運搬,取扱いに使利なハンドル

(2)≠.三木fいずれにも回転することにより断,

低速のいずれからいずれへもR什1に切称えられ

るロータリースイ､ソチ

(3)ツートーン,/ミステルカラーのやわらかい味わ

いの本体によくマ､ソチした艶消しガラスのカッ

プ

などが新形の特長であるし)

10.2 凍 機 器

33年12月はじめより販売を開始した34年度日立電気商

蔵庫は,デザイン,性能,機構に---･段の攻良を加え使いや

すい冷蔵庫として,激しい販らl己戦の巾によく業界

地位を確保し,著しい成果を収めた｡

またウインドウ型エアー･コンディショナーも昭手‖3:i

第17図 MJ14形ミキサー

外観

咋に発り旨した750Wに引続き75-WM型(550W,1¢100V)と100-WM

型(750W,3¢,200V)の2機憧を,1~Fi賑し非常な好評を博Lた｡

10.2.1冷蔵庫の概況

34隼度ほ内容積260Jの豪 版をほじめとしM--200壁!,M-160塑,

M-110型,M-110A型,M-95壁!,M-95A型,M-70型の8機種を生

超し家庭札 業 J札 保健用ならびに研究川など多くの用途に即応

できる態勢をととのえ,さらに特殊業務用としてフルーツ･クーラ

ー,バター･クーラー,を隼麗して需要に万令を期した｡
10.2.2 冷蔵庫の最近の需要傾向について

34年度需要の特長ほ従来の比 的高額所得層から低額所得層に移

行してきた′出こある｡したがってその販路もー段と拡大され,食′ヒ

泊のレベルアップに伴う冷蔵庫の需要ほますます人きく,その普及

は逐年_卜外の-一途をたどっているく〕

10.2.3 M型冷蔵庫の特長

34年度ほ全機種に宝石を配してペットネームをつけ,新感覚の飛

躍的デザインを採用し,外観,内部構造,内容,性能の向上を期し

た｡なお機種も従 の6機種に対してペダル式ドアーのものを2機

程加えて8機曜とし,あらゆる方面の需要にこたえた｡

に

(a)全機種に採用した引出し式たな網

(b)冷却能率の良い全幅のアルミシートェバボレーター

(c)内 型の庫内灯

(d)靡ポケットの収捧力が大きい

第18図 M260型電気冷蔵庫
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第19図 M-95A型電気

冷蔵庫
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などの特長ほl二巨立電気冷成蘇の抑什面積が′トさ∴ 有効たな~雨情が

ノこである従来の相良に加えて,追懐なくその真価を剰勺=_)7~二

｢1)M260晒

故高級の電気冷蔵庫とl__て多l匪)冷凍食品の机瀾と多圭一!二の氷が

尉 れる全幅型アルミシートェバボレーターな採桐し,たな

網ほ貯蔵晶の高さに止くじでトト調節~‖摘巨で食品のJl廿入れにも便

利なリl川し式にな一-,ており,県`美.野菜矧の貯蔵に最適なメ潜滝:

′J=1iし一式野暑揮捌とバター人か川~)什属し′リJt井斐ド7-ポケットけ

再舛牒川紺酎付こ~充大した-.

r2)M200ノ軋 M--16〔)昭

外観も｣J｣容ヰ)M26()の姉妹ん-い上し~ニレうー1'絹針■甘気冷蔵庫1.七,ノ:1.

(:;)MllOJ軋 M95刑二TJよJ Mll()A)四,M95A昭

外観ヰ,内制止l帖馴′机上肝感化デザインな採用した′家庭川け一に武

石蔵庫で抽こM95､Mllりは′ト7伸こヰ)かかJ)F/･ド･刊】出捗甘減本

手了備え､ドアーポケ､ソトに=｣ご椚ルそノ)ほ小〝)良ん--を多;】‡二に収納

でさるよ■Hニな→■ている_ 立たM95A.MllOAほ従来のハンド

′し機構な一朗Lた11本で初耳〕て〃)ペダルズト'7-で新宮‡に好評な

帽した.二のペグ′しノ(ドアーほ冷蔵陣~恒■舅:に取り付けて姦-ノるペグ

ノしケ,足で踏わことによっ

存=Jいじ苦力作用な利旧し
I-

ドアーがl■l然に閃･てもけで,′ミネ

新しい石想に拭いたヰ､什~(て･､両~r′′ノ■;

バ･さが/-,ていろ‖ト〔▼ヰ)ナさ坊に卜∵∴ハな旧=肝ござこ

(`4)M 7り埠き

小煩~仁･けL缶ノる小外糾M三能上･い二M～)5に劣ド)出汁ノ_之版でふろ

10.2,4 フルーツ･クーラー,バター･クーラー

隼■封朱常務川とL.て′卜座したフルーツ･クーミトー.~ヒリと一ぷ,高級野某

〝)屁ホ販ノ長川として,またバター･クーラ【は/ミグーチーズなどノ)

恨′｣ミ販リ1川Jとして,いずれも扉柚l川こ~11Tiニガラスの窓を】′弓几たヰ,の

で,新たた川場で佐川されている

10.2.5 ウインドウ型工7一･コンディショナー

棚卸33年101--WIJ塾(750W,3ゥ),200V)新【棚し非常な好評せ

博したが,本年は100--WM要せ(75OW,3ゥb,2()0V)のほかに75WM

潤(550W,】¢,100V)を加えて2機種とし,仲子私外観上構造烏

ど数々の改良が施されている｡.

おもなJ特長ほキャビネットほ窓に取付けるために,その奥=せ薄

くし,かつ高さの低いThin andlow type とし,l抽両カ′ミーほオ

ールプラスティック製で,和宅にも洋宅にも良く調和する新しい感

覧のユニークなデザインを施してある.

運転操作はスマートで手 な抑ボタンスイッチにより冷わブ,清浄

ならびに排気などの傑作が容易にできるノ また湿度調節轟を付けて

あるので,邪尾の温度も調節でき,快適な冷扉,除湿を行うことが

できる二

冷風のカ向を=‥≠二変えるためにほ~丸膨の風向板があり 部局の

すみずみまで一様に凪を送ることかできるようになっている.｣

キャビネットけ隙造は堅′i二で,しかもほ師機は防振装置が施して

あるので振動ほ小さく,またフ∵ンに対L〉てはl･分な防音が施され

ているので運転ほきわめて静粛であるエ

フイルターほ高性能のサラン･ネットのフィルターを仙川してお

り,小さなゴ

容易にできる

でも完仝にろ過し非常に衛生l的で應J,また水洗か

以_卜のように数々の!相良をそなえたもので隼を追うごと･:二,需要

もⅠこり坂にあり,/㌢後期持さかる製言~い亡ふろ

10.3 勲 器

`芯気を熱にして使うことほ=･熱ll;二をうるとぃうことでほか♂〕燃

料と得失を比較した場合,燃料費の∴■､-二で=｣1とも高イ伸二/~トニヰ〕の-亡･あ

る.二.しかL,効率が舟.､ニと,衝′日出~でふること,j‡再及しJ-1悍坊で

ニー=

津 第42 巷 第1り

一`才121=11M2二iりF巧l巨ノノトーソ･クー

1′i21卜穴lウインドウ里エ7--･二JンデイシニーJナー

(75WM=軋

′友仝たこと,礼=射ilJ脚力て裡易なこと,点火消火か簡†11で碓黒なこと

など数多の札了､けこあるので,電熱灘恨勃第にその分野を拡大しつつ

ある._.しかしその進歩は-､里貯毒気としての特長を最大に牛かしたノノ

腑こ進むべきで.すべての電熱省はl'l動的に操作制御されるという

ソルJをとっで持り,この点はほかの燃料を便川する器具のほるかに

及ばないところである｡

御飯が炊き上れば電気が断たれる電気釜,パンが焼ければ飛Ⅲす

トースター,.訂射!l!物を任はの温度に保つ自動温度調節の鍋,フライ

/くン,ポ､ソト 常に作意の温度の湯がf_】_lる裾.水器,必要な掛而脱皮

を保つ7イロンなどすべてl-1勧化へと進んでいる.-､

10.3.1電気厨房器具

(′1)トースター

トースターでハンを焼いていてちょっと油断したために真黒な

パンを･作ってしまった 鹸は誰でもあると思うが,この心配を無

くしたものか TA--610形l上】動トースターである.=′

二れは2枚焼のポッファッブ形トースターであるが時 仕掛の

タイマーを内蔵していてパンを入れる傑作により通電し･タイマー

:才一2二Zl_¥】TA(う1(~=†引ノ!動

ト ーー ス､タ･-

第2ニilズIHS--610ノF;601)W

こん/)
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雛別図 ′llS41n彬

ニト←ノ､タ イ【､･-

雛25lて†CP--510JlケF一己lトトット

(コーーヒーー沸Lセヅl､,ビン1~り

か姉動する,その後所定の叫瀾相棒㌣_)土成充を晰~ら′＼ンな抑十り

る､_.タイマーの動作時｢抑は満期ノブに⊥り変えL-)右_,好人の娩出

∵ふいに調解さ′著しる..

し2) こ ん ノナ_)

tlS 61り形6り()W
し二人/′Jは,l勺外2個レ7):;l)り＼＼･′

Lい一夕ェレ

ズ

ント`む示仁列ま/こ抽I11二列に接続t~㌻ることに⊥り(う(1りW二i川州･■r

150W晰の∠1段階にりJ伴えなぞjこう･･い′〕で,∴ノ′′-▲人ソ)■e.ユーィて)調節機

構なもー-)たものであるし,

し3)′1､S--41(l形H宜ホームタ1∵√←一

象厳守÷浦〝)｣~--トメーシェーンな一一段と､Lj~す出石･いハとI F~l

､'/:ご】1一人メイー､′-が製作された.容Fl与二は_l川)V,川八.1tくW予卜e

抑家庭璃気■‡】-一に仙川できる6り分=の精酢仙嘲肛畑卜′-でふるL】

扇岨機,ラジオ,テレビ,ト∴'スターなどを,呑･ワ!州1JJニ別に】-1

励‥如こスイッチを人i),切りする(よカ､りでなく,ブザー両軸哉され

ているから,′糾勿の完/畔刻,ガス岨一い】の山源一嘲肛力■軒鳩胸戌

J′時刻などの,報知絹としても仙川できる

(4)′■盲気ポット

手軽にしかも触【-Jfl抑こ,お湯を沸かしたリコーヒーを沸ノ〕､した

r)できる,CPp-310,CP-51(ト形電;くポ､ソトか宗成した､ノ CP-

310形では湯沸かしとして600cc,コーヒー沸かL-として3杯

分(約420cc),CP--510形では以沸かしとして1,000cc,コー

ヒー沸かしとL･て6杯分(約朗Occ)の水を約11､12分の抽1寺‥

間で沸かすことができる,ヒーターは熱触掛玖｢之も良い水小形で

ある｡

付属のビン否を用いて■虹気ホットで′卜乳を混紡たり,泄匪症沈

んもできるし｡

10.3.2 ア イ ロ ン

1K-610形作､ヒ:ホビー7イロンほ,手去用とLて作られたも¢)で

容量は60Wと 30Wの2段切替式で,功け也の柏鄭けこ応じ切構えらか

一手芸にも粛1裁にも使えその川途は広い

またIH--320,]【H-420形普通アイロンを断裂■_l■!-としで製作L

た｡これほスイッチ付のアイロンで,掛面の渥度を調節するのに,

スイッチにより電鴻iを切り,人力~しすればよいから便利である._.

なおパイロットランプが見やすい位~跡こ設けてあるから,通電の

状況を目で経められる利点があり,災普の防‖｣こ役､ソニたせてある..

10.3.3 電気暖房器具

し1_■)ストーフ

34年度の日立電気ストーブにほ全面的に赤外線ヒーターを採川

Lた｡これは従来のボビン式ヒーターより高温ヒーターを仙川し

これを石英管の小に保持したものであ一_)て,その限度とイJ英窄1旬)

透過率の供係から汲長2.5＼-3.0〃付近の熱効果の■伸∴ホ外税せ牒

く緬射するものである｡従来の同作旨_-1ニヒーターに比べて輔射エネ

ルギーが大きく遠距離まで到通し,人体i･こ対してほは膚を泌垂L

て 暖の効果をあげるものである｡
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領27ぃくlIH42n彬7イりン,∴イ･ソ千=

/丁ゞ2ボトく1V‖1‖昭′小ノ叶練

▲に.ぺし∴l･~ノ

7■j′ざ2t)卜く【＼JIl配車赤外細

武11･-ソ

第3nrズl反射こたつ

雛31【宣†17B-1=｢行㌃気t布

VH･飢形赤外線電気ストーブほ赤外触ヒータール梢長を最も

良く無かLたもので,構に いヒーターは放熱l桁が長く広備州に

採暖できる..一室たその遠距離幅射の効用をf~トかして,機に掛ける

こともできる桝造とな′)ているので腰掛けたとき跡採暖,食里ヾ

f′ド業J刺こ使用して床や卓_t二をふさぐことがないL.

VH-82形赤外祝電気ストープは従来の反射形ストーブのか巨ノ

を破った新い､､形で,拙こf｢】度調節ができる隅造でありながドフォこ

盤を備えていて,佃斜l∵ても水町二ぼれることがたい

(′■2ノ ニたつ

KH--41形およびKH▼51形ほそれぞれ400,500Wの反別こた/二)
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で,数人であたるのに好

適であり,足を伸してあ

たることも自由である｡

専用の上板をのせればこ

たつの上は食卓となる

が,特にこたつ本体を外

してわくのみとし,直接

に上板をのせると四周の

傾斜部で結たして動か

ず,立派な食卓としで一

年中便川できるL.

(3:)電気モモイIJ

YB-11形′電宝ミモイ一汁よ

約30mに及ふ防水性の外

被を有する 軟なヒータ

ーを全面にわたって配躍

Lこの間に6偶のサーモ

スタットを直列に置いて

各部の異常視庭土昇に腑

える構造となっている､

毛布の伸上~旧紬斐の制闇匠

宍二めにほコントローラが

あり,ダイヤルをIl｣転す

ることiこより任意の温度

に調節して使用されるが,

日

;〉γ〝-)･"七÷--一三適確･≡､駆寄･■㌣′

雛32上冥1Hlノー500 形ビ′しトイ

ンライト

第34l又l高性能職業川ミニン■ンTA′rlOO彬

夜半に室温が卜っても毛布ほ自動的に

好みの温度を保って,気持よく採暖できるように作られたもので

ある｡

10.4 シ ン

シソといえばまず昔からある黒い九形頭部のものを想像されが

ちであるが最近ではその形も九形から角形へ色調も黒-･色から各種

の明るいもの,またツートンカラーなど非常に多種多様にわたって

いる｡

もちろん縫うという シソ本来の機構上にほそう大きな変化はな

いが,いかにして快適な縫調子が得られるかという点について各処

に新しいアイデアがいかされ改良が行われている..

さて誰にも使いやすくいつまでも同じ縫調丁が楽Lめる

して好評な目立ミシンは34年度もさらに大きな飛

シソと

を続けた｡.その

代表的機種HLT-500形に例をとってみれば合判柑勺な設計6こ基く美

しい外観ほもとより,いつでもそしていつまでも快適な縫調丁骨髄

しめるという点について色々なアイデアがいかされている._つすなわ

ち回転がなめらかで摩莱毛が少なくそして回転音の低いリンク式天秤

機構,針先を朋るく照らす面板格納式ミシ∵/ライト,縫目の調節や返

し縫いが簡単にそして確突に操作できるダイヤル式調節装一躍(プッ

シュポタソリノミース式)･_.~肛他の厚さに止こじて送り歯を=山に調節す

るドロップフィード装r皇'はどがグレーページの優美なツートンカラ

ーの色調とあいまって竜一ノっの高級調度混として格調を高めているり

また貧相足踏ミシンの頭部にミシンモートルを付け一手頃五ケース

に格納した卓上形電動シシンや,什事机,勉励机にもなる利用雛囲

の広い使利なキャビネット形ミシンおよJ_巨掛軸受邦に含油合金ニ

ッカロイを使った画湖的な高炸能職業川ミシンなど,符綿豊抑こそ

の機種内容が整備さjした

10･5 テレビ,ラジオおよび電蓄

テレビ受信鳳トランジスタラジオなどのノ.宗安の芸ミ増に什▲い符什

ともこぞって増薮に専念した｡増産ほややもすれほ粗製檻造にな【)
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第42巻 第1弓･

第33国 中仁用局動 シソHIJM-420形

弟35l¥†ニトヤビネット シソHLD.50〕′1ト形

やすいが,口立テレビ,ラジオは増産を機に口裁縫合技術を動員し

て,巻線凝,各瞳絶魔物のほか全部品に対する基本的な検討を強力

に推進して 寿命化を速成することができた｡

テレビ1受信機,ラジオ受信機および電蓄とも業斯こおいては,きわ

めて 梢的な′トナ先の射ヒを追ったセールスポイントを持つ新製品

が続々と発 される傾向にあったが,日立は部品の長寿命化を根底

とLた信頼度の高いセットにより安定した性能を需要者に提供して

大きい信頼を得たこ.二のほか意匠研究所の本格的な成果が実り,大

幅なデザインの改良や,兵空管,トランジスタおよびそのl‖1路の改

良によるSノ′N,感度の｣軋上も見のがすことができない34年度の成果

である.｡.

10.5.1テレビ受信機

性能面の向上において特 すべきことほ高周波回路に超高感度真

空管6R HHl,(またほ4ⅠトHH2,)摘波数変牌川路に5M→

ⅠIH3を採用することにより,感度は約6dB,雑音指数も約3dB

と飛躍白くJに改薫されたこと,また丸形スピーカのすぐれた首質を

牛かLたl沌雨音響方式"シネラミックサウンドシステム"を"シル

ビ丁‥ドY ∠1′川,"ソニー.リュ､ソト‥Slr--:うこうー)に,さらに"スザンデ'F

′′■ヰ′～ニー揖匡J=~ぺサン･~上■'ド1■'36()
第371ズl"ジュリエット"SY:うこうり

テレど一文い撞 テレビ受信機
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Y-360,"オフエリア'FY-2町

"マリアンヌ"′rY-270,"キヤサ

リソ,TSY-130Gにほ本格的2

ウェイスピーカーシステムを備え

音響り元帥こ-▲段の向｣二を計ったこ

となどである｡また多数の機種に

放送条件に止こじて浪良の画質が選

べる抑ボタン式ビデオコントロー

ルあるいほ電況スイッチを独_､上の

抑ボタン式として向も舌も調節し

たままの状態で点滅できるワンタ

ッチシステムを採用,離れたとこ

ろから放送 の切換,音量調節な

どのできるワイヤ式リモートコン

トロールユニットCW-30を開発

し,上記全機種に振付可能とした

こと,部品の改こ善による性能の向

上を計ったことなど種々の進歩も

みられる｡

=スザソデ'FY-360,漸新な

デザインの14型のコソソレッド･

タイプでダイナミック･サウンド

･システム,抑ボタン式トーソコ

ソトロールなどを採用した｡

"ジュリエット"SY-330,安定

度の高い本機は17塑としては球数

と電力消費量の少ない経済性のよ

第38岡"キャサリン"TSY130GテL/ビ受信機

描40図 CT-140B カラーテレビ受信機

さを持ったセットである｡

"キヤサリゾ,TSY-130G,わが内テレビの最高峰というべき27

型の最大画面,扉付コンソール3スピーカの) 豪華セットであり,

大きな特長はFMラジオ付であることで,スイッチで川1-1にテレビ

とFMラジオが選べる｡また音声揖力1･_-ば糾よひずみの少ないプッシ

ュプルl‖l路,映像中l乱周披増帖4段,ノイズキャン㌧セラーなど最高
級回路を採用した｡

(1)トラソジスタテレビ受信機(試作ん■-)

テレビ受信機の小形軽量化よりもむしろ無帖附ヒをl皿引こLて製

作したトランジスタテレビ受信機は,外剛こもあまり例のない1叫り

90度偏向のブラウソ管とトランジスタ33石,ダイオード7石と高圧

整流用真空管2本を使川し,匡†内では初めての全12チャンネル感度

300J′Ⅴ/mの弱電界用のチューナを内装している｡消費電ノ｣30W,

6Vの 池4個を含む全重量17kgで,ACアダプタなし

時間動作可能である｡

(2)カラーテレビ受信機(試作品)

日立製作所では,早くよりカラーテレビ受信観の研究を開始L･,

各位方式受信機の研究試作を重ねてきた｡その小から二種類を取上

げて,概略を説明する｡

(a)CT-140B カラーテレビ受信機

NTSC方式に準拠し,家庭用をL恍■ミとした.′道遠距離仙南解像度

のカラーテレビ受信機である｡色復調方式はIQ~ノブ式を棟川し,カ

ラーテレビ川ブラウン管は,日立製21CYP22を川いて,高安定

度, 高忠 度の性能を得ている｡址川真空管数はブラウン管を含め

て41本,消費電力は500Wである｡

(b)CT-150 カラーテレビノ受f言機(.乱作■1■■-')

前記同
,NTSC方式に準拠し.た家庭十H

遠蝉灘雄けラーテレビ

受信機である｡色復調方式はⅩZソノ式を使用し,伸了餌を低下させザ

に簡易化をはかったものである｡カラーテレ†ご=ブラウン仲よ,】l
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第39図 トラソジスタテレビ受信機

立製21CYP22を川い,使川真空管数はプラクソ管を含め29本,

汀憤電力は430Wである｡

10.5.2 ラ ジ オ

過去1年間にトランジスターラジオ,其空管式ラジオともに多数

の桝機柏を発表L.七.これらは国内の需要に応ずるのはもちろん,

トランジスターラジオは退く炊米に極月大量匿輸出されている｡

のうち代衷的セットを紹介する｡

(1)トランジスターラジオ"アニー"TH-627

口立ドリフトトランジスタHJ-74を用いた6右 小型ポケッ

トタイプで,特に偏平形に設計されてる｡選局を容易にするため

バーニヤ式を採用し,超小型セットとしての最高の性能,機能を

有している｡

(2)トランジスターラジオ TH¶862R

8右式ポケットタイプで,ドリフト1石を使用し,発振はセバ

レイト方式で,高感凰高S/Nを目標として設計されている｡達

ノ｢-)を容易にするためバーニヤを採用し,主としてアメリカに輸出

されている｡

(3)トランジスターラジオ"ペギー''WH-901

ドリフト3石を使った9石RF付ラジオで,国l勺どこにおいて

も聴取｣1J能な高感度セットである｡.トーンコントロール付で,舌

雛42同"アニーー"TH--627

6ホ超′卜形トランジスタラジオ

第43図 TH--862R8石

トランジスタラジオ



74

∫_ノ･‥_･′フ…灸

昭和35年1月

第441当 "ペギー"WH-901

2ノミンド9石慮高感度ト

ランジスタラジオ

立

沼451¥】Wrト662 2バ

ンド(1ノ(Jnき!Wave/)ト

ランンスメ ソンオ

i声こ,~甘質ともにすぐれた故高級弧1.■-であく､｡

(4)トランジスクーラジオWH-662

土とLて収州市場を対象とし設計さかた1ミ波什2ノニント〔,

6･5cnlスピーカーを仙川し柑ニー音質の良さを考慮巨〔↓き■:描･.さかて

いる｡

(5)ホームラジオ"ェーダ"s-528

家族1人にl台というil標で設訳されたきわめて廉価の2バン

ドオールウェーブラジオである.J張力10cnlスピーカを仙川L,

小形ラジオとほ一思えない豊かで莫しい音質をJ上けことができるL

レコードプレーヤーを俳川するとそのまま電蓄となるピックアッ

プ満子をもち,またイヤホーンが取付けられるジャッグ2個を備

えている(二.

(6)ホームラジオ"7ンナ"F-･632

きわめてすくない予算でFM放送をも楽Lめるよう設計された

3バンドホームラジオで,中形ラジオの決定版である).

ワンタッチスイッチ,ピックアップ姑/･,イヤホーン,ソケッ

ト2個をイj`し,和室にも洋間にも合うシックなデザインとなって

いる｡

10.5.3 電 蓄

(1)ステレオ電蓄PSG･一520

コンソレットタイプの優美な高級木製キャビネットに収められ

たPSG-520電動よ脚を収外せほ卓_r二~膨電蓄ともなり,和風洋風

いずれの室にもマッチする設計となっているし ラジオ邦分ほ上面

扶作唱のダイヤルスケール板をもつ2バンドオールウェーブラジ

オであり,16cnユ ダイナミックスーカピー2佃をイj▲し豊かで美し

い HiFi二百∴をたのしむことかできるし

立
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弟47L¥l"▼′′ンナ"F--632

AM/Ⅰりu.ホームラジ∵オ

第49図 A-520Gアンプ付HiF

ステレオスピーカボックス

プレヤーほSP盤からI.P,ST(ステレオ)盤レコードまで

[j山に前奏=∫能な4スピード･ステレオプレヤーであり,ピック

アップにほきわめて広いダイナミックレンジをもつ高級サファイ

ヤー針付きのカートリッジを備えている｡

(2) アンプ什スピーカーボックス A-520G

アンプおよぴ16c111ダイナミックスビーカー2個を有し,

Ⅰ)SG-520`ぷ蓄と併Jllすることによりすばらしい迫力と立体感あ

ふれた HiFiステレオ電蓄となる｡
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