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8.家 庭 電 気 晶

HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCES
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8.1電動機応用機器

8.l.】扇 風 機

35年度においてもl~1立扇風機はいっそうの充実が図ら

れた｡そのおもなるものは,20cnlて-ペット,30cl-1

ルーレ,30cmトレフル,30cm パーラスク,25cmオ

ートフローラ,30cITlオート1､レフルがあげられる｡

20cmマーペット(弟l図)は,20clllとしてはわが国

初めての首振装置付でクランク部のレバーにより苫振り

および停止が簡単に操作できること,しかも仙仰,壁掛,

ロータリスイッチなどを備えており,ピンク色の3杖プ

ラスチック羽根をつけた 製品である｡

30cmルーレ(弟2図)は日立扇風枚の主力扇として風

格を備えているが,ことに性能面ではくま取線輪モート

ルの著しい改良により速度調整範囲が広く,また低 圧

でも起動できるよう性能向上がなされている｡ロータリ

スイッチ付で高級扇のみに使用していた高性能3枚羽根

を採用した｡

30cnlトレフル(弟3図)は高級扇としての主力扇で,

押ボタソスイッチ,首振角度 整装置付とLて一段と製

品内容を充実させた｡

30cmパーラスタ(舞4図)はガードの前面がクローム

メッキ,羽根が透明でさらに取はずし自由のリモートコ

ントロールスイッチを備え,デザイン性能ともに扇風機

業界随一の好 を博した｡

25cmオートフローラ(第5図)は手軽に高さの調節が

できるお座敷扇で改良形くま取線輪モーlリレを採用し,

押ボタンスイッチ付の普及扇である｡

30cmオートトレフル(弟d図)は片手でハンドルを回

し上下の調節ができる機構を有し,60分タイマー,抑ボ

タンスイッチ,リモートスイッチ,百振角度調整装置な

どの付属機構が備えられた高級お座敷扇である｡

総じて35年度は多種の付属機構を採用したこと,20

cm の首振形,くま取線輪形モートレの若い､改良によ

る速度調整範囲の拡大など技術的に大幅改善がなされ

た｡

8.1.2 換 気 扇

最近換気扇の利用価値が広く認識されてきたため,そ

の需要ほ急増しつつある｡

日動シャッタ式およびシャッタ無しの各シリーズ

換気扇を製作してきたが,35年度は家庭用を主とLたス

イッチ,シャッタ連動式の新シリーズを完成した｡フア

ンサイズは15,20,30cmの3桂で,それらは次のよう

な特長をもっている｡

第1図 20cm

マーペット

第2図 30cnl

/レー レ

第4図 30cm

パーラスタ

第5医125cm

オート フローラ

第7図15cm換気扇 第8図 25cm換気

連動シャッタ付 連動シャッタ付

(1)ブレード翼端性能を向上させるフアンガイドにより,従来

製品に比し静圧風量特性が大幅に改善された｡

(2)シャッタ開閉がプルスイッチと機構的に連動しているの

で, 開閉が碓 で外風によってバタつくこともない｡

(3)掃除の便のためシャッタフレームと本体とが簡単に坂はず

せる構造となっている｡

第3図 30cm

ト レフル

第6図 30cm

オートト レフル

第9図 30cm標準換気扇

連動シャッタ付

トルを使用したので,小形ながら大きな風量と静圧が得られること,

また25,30cmにはモートルの防振ゴムによる完全弾性支持機構を

採用し,騒音の原因となる振動がほとんど完全に除去されたことな

ども大きな特長である｡

8.1･3 電気洗濯機

35年度は日立独特のジェットアクション方式の新機種を次々に発

以上のほか,15cmには通常の30cm級の強力なコンデンサモー 表し,また新らたに遠心脱水機を開発していっそうの向上をみた｡
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第10図 SH-JT40形ジェット

アクション式洗濯機

第14図 SC-1形遠心脱水機

第11図 SH-JT25形ジェヅl､

アクション式洗濯機

第15図 CF-H2形

産業用電気掃除枚

(1)SH-JT40形ジェットアクション式次 磯

日立独特のジェットアクション方式のシリーズとして高い流し

台などにらくに排水できる排水ポソプをつけた洗濯機で,洗濯水

はもちろん,すすぎ水もポンプで排水できる｡

(2)SH-JT25形ジェットアクション式洗濯梯

ジェットアクション式の普及形とLて製作したもので上ふたを

乎〕旦な形としタイムスイッチを時計ノ･℃とするなど改良を加えてあ

(3)SH-JT50形ジェットアクション式洗濯機

従来のジェットアクション方 の構成を一段と向上させた新形

で,洗濯容量を従来より20%増し,押ボタンで操作できる強弱二

段切替装置,ダイヤルーつの操作で簡単に排水できる排水/ミルブ

などを設けた｡また冷蔵 に構想を合わせたキュービックタイプ

とし,ベースを内蔵し上面にパネルを設けてすっきりしたデザイ

ンとした｡

(4)SH-JT70形ジェットアクション式洗濯機

洗濯方式は SH【JT50形と同様であるが,さらに風呂のお湯な

どをくみあげるのに便利な日動吸水装置, 濯水をポンプで高い

流し台などに排水できる排水装置をつけた高級洗濯枚である｡吸

排水装置はダイヤルーつで操作できる構成とし,独特の分離タ∵/

クを用いて吸水性能を向上せしめるなどくふうをこらしてある｡

(5) SC-1形遠心脱水機

脱水かごに衣頬を入れ高速回転させで一度に多量の を短時

間で絞るものである｡化繊などほそのままアイロソ化上げができ

る｡しかも る時に振動が出るので脊社とも防振に苦慮している

が,本機は二重防振支持方式を採用したので非常に安定な 転が

可能となった｡またステンレス製の脱水かご,ふたとスイッチお

よびブレーキとを連動させて操作の安全を計ってあるなど数々の
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第12怪ISH-JT50形ジェット

アクション式洗濯機

第13医1SH-JT70形ジェッl､

アクショソ式洗濯機

第16周 C-V6形400Wヒッターバック

特長をもっている｡

8.1.4 電気掃除轢

35年度は電気掃除機の需要が急激に伸長し,ブーム化したが,こ

れに対応して斬らにC-V4形300W,C-V6形400Wの2機種を

生産し,質,畳ともに著しく向上した｡

(1) C-V4形300Wヒッターバック

34年度に好 を博した C-V3形と同様ポット形フィルタ式で

あるが,さらに消音装置および操作性を改良して一般家庭用標準

品として完備した製品となった｡すなわち,二 消音装置の採用に

より騒斉を55ホン以下に低■FL,ことに耳の感度のよい1,000c/s

以上の高い周波数の騒音を下げたので不快感を伴わなくなった｡

じんフィル須･こ付着したじんあいの処理を容易に行い能率のよ

い掃除ができるよう,フィルタ部の材質および構造を改良して水

■可能とLた｡電源コードほ差込みプラグ式にして本体と着脱自

花にし,掃除後のコードの始末をしやすくした｡本体の外周にバ

ンパをつけて掃除中iこ万一家具に当っても家具をいためつけない

ようにLた｡応同音持ぷ-の整理のために応用部ぷ1かごをつけた,な

どの改良を行った｡

(2)C-V6形400Wヒッターバック

C-V4形300Wの姉妹品ポット形で,従

てフィルタ

じん袋式をやめ

を採用している｡家庭用掃除機のデラックス版をね

らったもので,C-V4形の特長を全部兼ね備え,その上吸込力お

よぴ じん容量が特にノこきく設計されている｡またブロワとして

使えば,吸r~†の届かないところのちりほこりを吹き飛ばすことが

できる｡ホースについているサクショソコントロール装置により
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ふ∴.ヰヤー
∴∴

｣ノーーヽ‥∴､･､‖..i.叫
豹17tヌI C-V4形300Wヒッターバック

(_t二段 右より 4短200Wおよぴ100W川

■~F投 左より 2極200W,125Wおよび80W用)

第18図 4極用と2極用羽択申の比較

第19図 WT形80WE]吸式 第20図 WT形125W自吸式

浅井戸ポソプ 浅井戸ポンプ

吸込力の調節ができるなど枚能上の特長がある｡

(3)CF-H2形3.7kW産業用電気掃除棟

各種工場では特に強力な吸込力と高能率の消掃,または 材の

回収能力を必要とする場合があり,CF-H2形はこの需要に応じ

た大形の産 気掃除機である｡本機は金属片など比 の大き

いものも吸込める能力があり,集じん容最も年引こ大きい｡本体は

三輪申付可搬式で移動が容易であり,また じんタソクを本体~~F

部に着脱白在に設けでらりやほこりの廃きが容易になっている｡

動力には堅ろうな 導電動枚を使用している｡

8,】.5 電気井戸ポンプ

35年度は,白吸式浅井戸ポンプ2極化の研究が進められ,下記の

ようなWT形2極シリーズの完成をみた｡

2極ポンプは,従来の4極に比べ回転数が2倍となる結果,

く小形軽量になるわけであるが,これを実現するために,羽根

速の増加に伴うキャビテーション(空洞現象)の抑制および小形で確

実な軸封装置を完成することが必要である｡そのほか2械ポンプと

して不利な特性,寿命上の間遠もすべて克服されねばならない｡こ

れらについて研究を ねた未遂に2趨化に成功し,たとえば羽根車

についてみると第18図のとおり小形化されている｡

なお従来の臼吸式ポンプが,100,200Wのシリーズであったのに

対し,2極シリーズでは,広い範囲の顧客にそれぞれ最適のポンプ

を提供できるように,80,125,200Wとなっている｡いずれも従

以上の品質で,しかも価格が低減されており,たとえばW

T形125Wでは,従 の4穐100Wと同じ価格で,性能を3調アッ

プさせている｡ツートソカーラの俊

金 廷のボン プヘッド,防

易な構造など従来品同

なデザインで,そのほか全砲

装置,日動空気補 保守点検の作

に日立独特の特長を備えている｡

さらに上記ポンプには,寒冷地における城結防止上便利な降水装

付ポンプが,また特に200Wポンプには,三相電源のあるところ

第21図 MGK-10A形

ディスポーザ
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第22図 MGK-10B形

ディスポーザ

に経済的な三相電動機付ポンプが用意されている｡

8.1.る 厨 房 器 具

(1)ディスポーザ

最近の都会生酒における一つの悩みは,台所のくずの処理で特

に高層 築のア/ミートでは大きな問題点となっている｡これを解

決するた捌こ使用される器具がディスポーザで,すべての台所の

くずを砕いで水とともに下水に流してしまうが,砕き方が荒かっ

たり砕けなかったりしては配管をつまらせたりする不都合を生ず

る｡H立ディスポーザは,ステンレスの特殊鋳物を独特の形状に

加工した切砕部をもち,あらゆる台所のくずをじん速に,非常に

こまかく処理することができる｡台所くずの投入口には同心と偏

心形の二形式があり取付場所に応じた形をとりうる｡スイッチは

本体と別にした連続投入形で,流しとの接続もゴムペローを介し

て振動の伝わるのを防ぎ,静粛な運転を行うようになっている｡

8.】.7 家庭用ミシンモートル

家庭用ミシン㌧モートルの需要が高まるにつれ,特に温度上昇の低

いもの,騒音の小さいものを要求するを声が大きくなった｡MSG

形ミシンモートル(入力70W)はこの要望に答えるため次のような改

良を行った｡

(1)従来のMSF3形より出力を大きくした｡

(2)冷却効果を良好にして使用回数の多い内職用にも安心して

使えるようにした｡

(3)アーマチュアを1スロットスキューして騒音を著しく小さ

くした｡

(4)コントローラは従来どおり足踏のカーボンバイル式である

が,カーボンバイル短絡

した｡

に起る回 数の飛び上りを是正

なお外観は弟23図のとおりで坂付け用アーム･ターミナルは従

来のものと共通とした｡
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第23図 家庭用ミシンモートル70W MSG形

8.2 冷凍機応用品

34年11月より販売を開始した35年度日立 気冷蔵庫は,従 国内

でみられなかったキュービック形を全機櫨に採用して,家具調度品

に適合した豪華なデザインとし,さらに性能を向上機構に使いや

すさを増す新 を数多く採入れたので,激しい販売戦の一回こおいて

もよく業界第一位の名声を確保し,著しい成果を収め得た｡

またルームクーラーは34年度の2槙種に引続いて,500Wの小形

と800Wの大形を加えた4椀種とし,和室,洋室いずれにも調和す

るデザインに面目を一新し,冷却性能のすぐれていることと騒音,

振動の少ないことで好評を博した｡

8･2･1電気冷蔵庫の概況

電気冷蔵庫の需要は34年度に引続き35年度においても,中･低額所

得層にますます 透普及する傾向を示し,食生晴のレベルアップに

伴って都会地周辺においては完全に必需品の様相を示している｡こ

のため販路も一段と拡大し,その普及は逐年著しい上昇をホLで.､

る｡

35年度は総内容積266Jの豪華品N-260をはじめとして,N-200,

NL160,N-110,N-110B,N-95,N-95B,N-95C,N-95D,Nr

60形の10機種を生産し全機種にキュービック形の漸新なデザイン

を採用, 気冷蔵庫の機能を極度に強調した各種の新案構造を採り

入れ,しかも小形機種には顧客の嗜好に合うような多彩な機種を取

りそろえたので,家庭用としての圧倒的な人気を博した｡また大形

より小形に至る適宜な機畦の系列は,業務用,保障用,研究用など

多くの用途の需要に答え,｢電気冷

なものとすることができた｡

庫は日立｣の をさらに強固

8･2■2 N形電気冷蔵庫の特長

角形構造の35年度電気冷蔵庫は木目化粧板をとびら上半部に配

し,家具調度品に適合せしめる一新したデザインを採用すると同時

に,角形構造のみに使用できる新案構造を数多く採り入れて機能を

充実し,性能の向上とともにあらゆる方面の需要を満足せしめた｡

特に

(i)全機種に採用した角形の意匠

第24図 N-260形電気冷蔵庫外観

第43巻 第1号

(ii)据付け坂扱いに場所をとらないフラッシュ形ヒンジ

(iii)取扱いの便利なチェックドアー

(iv)匪卯で最初に採用したボタン形ワンタッチドアー

(Ⅴ)収容力の大きいドアーバスケット

(vi)冷却力の優秀なアルミシートエバボレーター

(vii)優 で強い内箱のプラスチック･コーチイソグ処理

(viii)内容積を広くするコーナー形厚内灯

(ix)静粛な運転

(Ⅹ)すぐれた性能のコンデンサー･モートル

などの特長ほ,その真価を大いに発揮した｡

(1)N-260,N-200,N-160形

すべてチェックドアーを備えた高級電気冷蔵

貯ノ ができ,多人数家庭用および常

で多量の食品の

用として好評を博した｡

(2)N-110,N-110B形およびN-95,N-95B,N-95C,

N-95D形

家庭用普及形の電気冷蔵庫で庫内を有効に広く使えるよう多く

のくふうが施されており,N-110B,N-95B,N-95D形は従来

のとびら開閉概括を一新したボタン形ワンタッチドアーを備え,

ボタンを軽く押すだけでとびらが必要閲度まで自然に開く画期的

な構造となっている｡またN-95D形はとびら開閉方向を左開き

とした機種で,これらの多彩な横位を備えて嗜好の適合を計り,

販路の拡大に寄与するところ大であった｡

(3)N-60形

水冷蔵庫の需要層に普及させる目的で新たに設計した低価格の

意欲的製品であって,貯蔵庫内箱にプラスチックスを用い,取扱

いに便なるようトップテーブル形とし,冷凍装置にほ国産で始め

ての内蔵フィン形凝縮器を用いて据付け面積の機小を計り,圧縮

機も2極 動焼 効たll用を い新設計の圧縮機を坂付けて,

小粒ながらすべての点ですぐれた性能,機能を持つものとなり,

圧倒的な好評を博した｡

8･2･3 N形ルームクーラーの特長

35年度の日立ルームクーラーほ,34年好評を博Lた75-WM形

(550W,1¢,100V)と100-WM形(750W,3¢,200V)の,デザイ

ン,性能および構造に一段の改良を施し,さらに新い､機種を加え

て,NW-500形(500W,1¢,100V),NW-600形(600W,1¢,100

V),NWR800形(800W,1¢,100V),NWT-750形(750W,3¢,

200V)の4機種を発売した｡

デザインを一新L,プラスチックを使用した前面/くネルほ,和室

にも洋室にも良く調和し,風向 換やスイッチ操作もきわめて容易

にできるよう酉己置されている｡また,苓機饉とも,日立独特の｢Thin

第25図 N-260形電気冷蔵庫内部
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第26図 N-95形電気冷蔵庫外観
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第27図 NW-600形ルームクーラー
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第28図 NW-500形ルームクーラー

and Low Type｣の採用で,34年の形よりもいっそう奥行が薄く

(Tbin)高さも低く(Low)なっている｡

運転操作は軽く押せるようくふうした押ボタンスイッチにより送

風,冷房ならびに排気などの操作が界易にできる｡また大形機憧匠

は温度調節器を付けてあるので,部屋の温度も調節でき,快適な冷

房,除湿を行うとともに経済的な運転ができる｡

冷風の方向を臼由に変えるた捌こは,前面化粧カバーのつまみを

回すだけで簡単に操作できる丸形風向板を 用している｡

冷房,除湿の能力はさらに一段と強力になり,真夏の炎天下でも

十分性能を誇示するよう,独特の冷凍サイクルの設計になっており,

しかも振動,騒音はきわめて少なく,静粛な 転をする｡

キャビネットの構造はスライドアウト方式(引出式)を採用してお

り,外板の中の本体を簡単に引出すことができるので,取付けおよ

ぴサービスが非常にやりやすくなっている｡

また電源コードはキャビネットの左右いずれからも攻り出せるよ

うになっているなど,使いやすいよう考慮が払われた数々の特長を

備えている｡

8.3 熱応用品

家庭の 化生括が豊かになるにつれて,家庭用電気器具の進歩も

めざましいが,特に電熱応用品では需要家の好みによる選択に応ず

るために容量にせよ,形態にせよ非常に種類が豊富になってきた｡

自動化が進み,特に暖房器具では自動制御が次第に高級になると

ともに,リモートコントロール化が目だった｡器具の個々について

いえばコードの接続,ネジの締付け一つにもていねいに配慮されて

著しい 命改善がなされ,本体のみならず,包装,包

まで大いに進歩の跡がうかがえるようになった｡

意匠に至る

熱応用品ではないが特筆すべきは,厨房器,暖房器ともにガス

器具へ進出したことである｡

8.3.1日立自動電気釜

従来発売されていた1.81炊600W RST610形,800W RS-810

形および1.1J炊600W PRL-1B形にかわって,従来品よりそれ

ぞれ10%容量が大きくて2J炊およぴ1.5g炊になっており,0.4J

(約2.2合)からご飯が炊くことができる新意匠による間接式新形自

動電気釜600W RS-620形,800W RS-820形および500W RS

-501形を製作した｡間接式自動電気釜は取扱いがやさしく,応用

囲の広いことで好評を博しているが,さらに炊上りの調盛が酢榊こ

できる温度調整器付サーモスイッチや,アフターサービスが容易な

簡易試験方法など,数々の新しい特長をもっておりその性能は一段

とよくなっている｡経年変化による炊き上りのむらも少なく,電圧

の変化,あるいほ気温,水温などの炊飯の環境に対してもすぐれた

性能となっており好評を博している｡

8.3.2 自動パーコレークーおよび電気ポット

サーモスタット付の日動湯沸器として形式CP-530およびCP-

520が完成された｡この両者は同一意匠であるが内部構造を変え,

前者はコーヒー沸し 後者は湯沸しを主体としている｡その仕様の
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第29図 日立自動電気釜

CP-530形

第30図 自動パーコーレークー

大安は次のとおりである｡

(1)汀動パーコレーター

形 式 CP-530

ワ ット 加熱300W,

コーヒー沸し最大水量

湯沸し最大水量

付属晶

取手の色

備 考

(2)日動電気ポット

形 式

ワ ッ ト

8.3.3

CP-520形

第31図 日立自動電気ポット

予熱200W,計500W

6杯,900cc

1,200cc

コーヒーこし器,ビン台,コード

象牙色

パイロットラソプ,サーモスタットfj■,温

節可能,空焼防止

CP肝520

500W

コーヒー沸し最大水量 6杯,900cc

湯沸し最大水量

付属品

取手の色

備 考

電 熱 器

1,200cc

ビン台,コード

黒 色

パイロットランプ,サーモスタット付,温

度調節可能,空焼防止

具

(1) 日動フライパン

フライパン本体はシーズヒータを鋳込んだアルミダイカス

であり,熱伝導が良くしたがって効 も良いが,最大の特長は本体

を水洗することができることである｡差込式のコントローラは通

電用のプラグ兼用であって,感熱部がフライパン内の温度を感知

しヒータへの通電を制御する｡コントローラダイヤルの目盛によ

り使用者は保温程度の温度から最高2300Cまで自由に調節し,好

みの料理を間違なく行うことができる｡また 理に便なように内

部のみえる耐熱ガラスのふたも用意している｡

(2)電気コソロ

普及形として300Wおよび600Wの電気コソロを出した,特長

のあるデザインと使い良さは安価品といえぬものがある｡

調理用として大形が希望されるので4段切換えスイッチ付1.2kW

コソロを=した,形状色彩ともに高級な落着きのあるものである｡

8.3.4 ロ ー

ス タ ー

煙がたたず,食卓で手際よく 理できるER-610形およびER-
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第32図 PF-700形700W

自動フライパン

三ノゝ
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第34図 HS-110形

電気こんろ

第43巻 第1号

第35匝く†ER-610形日立ロースター

620形600W日立ロースターが完成した｡日立ロースターは熱効率

がよく,煙のまったく立たない天火形で,利用範閉が広く,あらゆ

る料理に利用できる｡また焼面が3段に調節でき,魚の姿焼に便利

な尾ひれ覆板が付属している｡ER-610形は上ふたと連動の開閉ス

イッチ,ER-620形は電源コードにr-い間スイッチがついているから,

取扱いが安全容易で電力も泰封芹的である｡

8.3.5 電気暖房器具

(1)ラインタイプ電気ストーブ

赤外線ヒータの特長を最も良く生かしたものが横長のラインタ

イプ電気ストーブであって,600,800Wおよび1kWの3槌現

がある｡いずれも壁掛兼用であるが,600Wと800Wはフロワス

タンドに取付けが可能であり,1kWは天井つりができて,商店

の店頭の暖房や作業場の暖房などに好適である｡

(2)2kW反射対流形両面電気ストーブ

両面に1kWずつのヒータを配Lた熱盤を小火にして両側に幅

射するようにした大形のストーブで,スイッチにより2kWまで

500Wおきに4段階に変えられる｡また片面のガードに付属の反

射板を振付けることによって片側のみ使用する形式として使用で

きる｡

(3)リモコン付安全日在あんか

独特の形状ですでに定評のある60W安全日在電気あんかに押ボ

タソ式のリモコンスイッチを付けたもの,このスイッチでサーモ

スタットに付けた補助ヒータを切入し,高中低の3段階の温度に

調節できるようになっている｡

(4)ファミリーあんか

身体に触れる暖房器具は次第に柔軟な物が好まれるようになっ

てきた｡このプア

第37区lVH-65形

600W ラインタイ

プ電気ストープ

リーあんかは外周に合成樹脂製のスポンジを

黙ミミ七三､二､･:､､｣

ノ
=｢

第38図 VH【83形800W

ラインタイプ電気ストーブ

第39図 VH-13形11(Wライソ

タイプ電気ストーブ

第36図 ER-620形

日立ロースター

使用して弾力をもたせたものである｡

(5)テーブル川こたつ

腰掛式の里清様式が増加してきたのでテーブルの下に置いて使

うこたつ兼足温器となるものを作った｡座卓の下に置いても,切

こたつや掘こたつに入れても使える多用途のものである｡

(6)六角反射こたつ

反射こたつが非常な流行をみたが,普通の四角こたつでは一方

向に置いたテレビをみるのに大 ぐあいが恋い,これは少なくと

も4人が楽にテレビをみられるようにした六角形である,別に同

じ形のこたつテーブルもある｡

(7)
J=千}

I且 気 敷 布

電気モ布同様の使用感が得られます,したがって掛布団1枚が

減り,その上リモートスイッチで強弱2段の

8.3.る ア イ ロ ン

節もできる｡

IA-510形500Wオープソハソドル自動アイロンは,普通の形の

ノ､ソドルでほアイロンのかけにくいポケット部,袖口,折返し部な

どにも有効に美い､仕｣二げができる特 を有し,IA-610形自動ア

イロンほ通称6ポンド級の大形で,能率良くかつ効果的なアイロソ

かけができる｡これらはともに改良された高性能,長 芦命の日動温

度調節器什である.っ またIS-320形300Wスチームアイロンは,取

扱い界易で発ニヒ蒸気量の多い湯沸形で,恭気の噴側聞姶が早く,均

一な蒸気が長時間噴出するよう考慮が払われ,さらに過熱防止用の

第40岡 VC--21形2kW

両面電気ストープ

≡.~
._ ∧･.

料一主….;■■~■!

虹ノ
･

第41岡 AJ-62~形6いW

安全自在佗㌔もあんか
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第42図 AH-･42形40W

フ7 リーあんか

第43岡 KH-514A形 六角反射こたつ
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第44岡 YS-31形30W 第45図IA-510形口走自動

電気敷布 アイロソ

温度保安器が内臓されているから,空焼の状態でも規定の混度以上

にならない安全形である(-′

8.3.7 キッチンタイマー

電気釜,ラジオ,テレビ,扇風機などのlll動開聞あるいは電熱需其

の災円予防用に,家庭のオートメーショソ化を一段とすすめるもの

とLて,TS-220形キッチンタイマーが完成した 柳読ほ125V,

12A,1.2kWまでの家庭用電気品に使用できる12時間タイマーで

ある.｡

斬新な意匠,耐衝撃性合成樹脂製の しいケースの帯時計兼用形

で,人きな電気存立,秒針什,-セット解除時に鈴を一一点打つ隅造な

ど,従 のものから一段と向上した性能,特長を右している｡

臥3.8 ガス厨房器具

ガス2ロテーブルコソロ

上面ステンレス張りの[1動点火式2l-け-ブルで燃眈効率の良い

バーナを備えていることほもちろん,煮こぼれしても二段の受mで

床を汚さぬようにした合理的柄造をイ｣-tノている.｡

8.3.9 ガス暖房器具

(1)20号ガスストーブ

角形20号スケルトン1枚を使用した,家庭用カスストーブとし

て最適のもので,自動点火式の取扱い便利でしゃれた形態なLて

いる｡都~l有ガス用とプロノペンガス用がある｡

(2)40号ガスストーブ

両面式の都市ガス用人形ガスストーブで,小務所, 料

郎屋などに過Lている′ =仇∴く火,対流式｢:､あるが付偶の反身‖4夏

を取仙ナることにより,Ji■両の反別･対流式とLても使川できる.-.

(3)赤外線ガスストーフ

シュバンクバーナを使用L熱量の70%を赤外線に転換Lて輔射

するため反射式の電気ストーブとまったくr■8様の使用法甘できて

非常に経消的である｡-セラミックプレート4枚と6枚の2種がふ

F),いずれも口立特有の半月形のスマートなスタイルをしている､=j

郁~ポガス用とプロパンガス用がある.⊃

8.4 テレビ･ラジオ･電蓄およびテープレコーダ

テレビ受信機およぴトランジスタラジオにおける34年度の需要急

増の後を受けて35年度は完備された研究闘屈と′巨推?設節,陣容の

稼動忙より,部占才一,回路,意匠に対する什故紙合技術が退應なく発

揮さJt,耐久性,件能∴江l私.価楕などか一段とバランスのとれた

製品となり,需要者に対Lて高し､評価せうることかできた()

また特に新規開発力式および新規開発部ふ-】の採川によるテレビ･受

信機の両および市の/､イフ7イ化ならびに長々命化,新規開発トラ

ンジスターおよひ車路部■汀一によるトランジスターラジオの高性従

化,ステレオ電蓄類の丁'げモ向上ならびに多品純化,および信頼度明

高いテープレコ一針け製品化などは比のがすことのできない35年度

の成一見である｡

8.4.1テ レ ビ

テレビ受信機は過去1年間に多数の椀種,数十ノブの台数を 慶し

たが,性能面では,スーパーチューニングカ式の完成,起稿円スピ
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第47図 IS-320形目立

スチームアイ ロソ

第48岡 TS-220形日立

キッチソタイマー
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第50図 VHG-21形

ガスストーブ

第51図 VCG-41形

ガスストープ

第49図

HDG-51形

ガステーブル

第52図 VSG-41形

赤外線ガスストープ

第53図 VSG-61形

訪二外線ガスストーブ

ーカの開発,高度に安定な水平1刷別回路の完成,およびプリント配

線の使f｢j,シリコン整流器の採鳳17,21形に110度偏向ブラウソ

管の採用などに進歩がみられ,17,21形のカラーテレビジョン受信

機の技術とトランジスターテレビジョン受信機の技術進展にもその

成果が上一〕ている､-.

さら(′こデザインの面でも,芥機魔の特長を生かしたデザインが完

成さJLたり たとえば,17形"ジュリエット"SX-410はセットの

行寸法を旭切明知くし,球面ガラスを使用し,また水平｢胡初の調

節つまみをセット後面に配冊Lてスッキリしたデザインにし オー

ディオ端子,イヤホーンジャックなどの装置をもち,聴視者の便宜

を計ったのもその例である｡

14形のデラックスセット,"オフエリア"FY-2こ;0に採用したス

ーパーチューニングカ式とは,映像中間周波回路に新設計のlヰ絡を

採用して遅延時間平坦特性にしたもので,この特性と相まって,い

ままでの温度,湿度に不安定であったチューナにも徹底的な検討が
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第55図"オフエリア"FY-260形

テレビ受信機

82

第54図"シルビア''FY-400形テレビ受信機

加えられ,スイッチウェーハに日立 発閑てめ潮力所作 したポリセ

ット板を使って,温度,湿度などの外部の条作に影響を受けないよ

うにしてある｡このため徴調節などのつまみの不要なこと,不日然

な画像および音と画の干渉をなどをなくすことが可能となった｡

カラーテレビジョン受信機は本免許の段階になり,NTSC方式に

対する従来からの技術をより完全に仕上げ,17,21形にその成果が

上り,トランジスターテレビジョン受信機もその成果を伸ばした｡

以下それぞれ代表的な機瞳を紹介する｡

(1)"シルビア"FY-400

斬新なデザインの14形で,25×12cm の 楕円スピーカを配置

して音響方面にいっそうの充実を計り,映像増幅および音声回路

にプリント配線,電 回路にシリコン整流器を採用,また水平同期

の安定化により調節つまみをセット後面に門己置して,つまみの収

扱いをより便利にし,オーディヌー端子,イヤホーンジャックなど

を取付けるなど,14形においていままでにない向上がみられた｡

(2)"オフエリア"FY-260

本機種は日立が完成Lたスーパーチューニングカ式を採用,ま

たブラウソ管画面を3個のスピーカ(25×12cmを2個,6.5cm

を1個)で囲んだ前面音響方式などの特長をもったデラックス形

である｡このスーパーチューニングカ式の採用により,徴調節の

つまみをいちいち調節する必要がなくチャンネルつまみの切換え

だけでクセのない画像が受信できる｡また音声回路に高出力真空

管を使用して音響方南も一段と向上Lている｡

(3)"ジュリエット"SX-410

本機種は110度偏向プラウソ管の使用と垂直シャシーの使用に

より奥行の短いキャビネット,14形なみの重量など,従 の17形

の感覚を脱したコンソレット形で,またセット前面に12cm,側

面に20cmのスピーカーを配置し,いままでの17形に見られな

い良質の吾が楽しめる｡

(4)"マリアンヌ"TX-240

大形画面をもつ21形であるが,110度偏向ブラウン管の使用,

奥行の短いキャビネット,電源同郷こはシリコン整流器を使用し

たブリッジ回路を採用して,使用真空管を16球にするなど,小形,

軽量化および経済性の向上に努めて設計されている｡

(5) TX-380

輸出用をねらった21形のもので,各国の放送方式により,アメ

リカ方式とヨーロッパ方式のものとがあり,また電源電圧の違い

も電源トランスに,90,100,110,120,200,220Vおよび240V

第56図"ジュリエット"SX-410形

テレビ受信機

第57図 TX--380形輸出専用テレビ受信機

のタップをもう(1~て,各l~lミ1の仕様に即応できるよう設計されてお

り,キャビネット前面の′i-E源の接断スイッチを押ボタン式にする

など,各回の趣向にマッチするようスマートなデザインとなって

いる｡

(6)カラーテレビ受信隣

カラーテレビの標準方式が決定され,昭和35年9月からの本放

送に先立ち7月より21形と17形の2機種が発売された｡

"フローレンス"CT-150カラーテレビ受信機(21形)

昭和34年の試作品を改良し,色度信号復調方式はⅩ-Z方式

を使用し,使用真空管はブラウソ管を除き29球とし,消費電力を

340Wに減らした｡スピーカは,20cm2個と,6.5cml個を用

い,十分な古畳を楽しむことができる｡

"ユリアナ"CS-160カラーテレビ受信機(17形)

色度信号復調方式ほⅩ一Z方式を使用している｡使用真空管ほ

ゲルマニウムダイオード,複合管の使用によりブラウン管を除き

25球に減らしている｡プラウソ管ほ日立製430AB22を使用して

いる｡スピーカーは20cml個と 6.5cnll個を用い,豊かな

Hi-Fi苗を楽しむことができるほかイヤホーンも使用できる｡消

費電力は280Wである｡

いずれも電源回路にシリコン整流器を使用し,安定度の向上が

計られている｡

(7)トランジスターテレビ受信機

"テレビ受信機の無故障化"という大目標のもとにトランジス

ターテレビ受信機の試作は早くから続けられていたが,14形テレ

ビとしては,34年 作したものを基にしてデラックスなホームテ

レビの量産試作を完了した｡ブラウソ管は真空管式テレビと同じ
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カラーテレビ受信機

ものを使用している｡

また小形至

第59図 "ユリアナ"CS-160形

カラーテレビ受信機

誌の■叶搬形を臼標とした8形トランジスターテレビ

についても2穐類のものの量産試作を完′し,販売の時期を待つ

に至った｡その一つはオールトランジスタ方式で,電池･電灯線

両用の純粋なポータブルテレビであり,ほかの一つほ一部に真空

管を使用した電灯線~車用のもので, 内を部 から部 へ日】~.Hに

もち運びできるパーソナルタイプである｡8形のブラウソ管には

新開発により洋子蟄電力が少なく能率の高い Narrow Neck,Low

Egごのトランジスターテレビ専用ブラウソ管を使用している｡

8.4.2 テレビ受信用アンテナ

従来のオールウェーブアンテナのほとんどはコニカル形の桶射素

子に反射 子と導波素手を組合わせたものであった｡コニカル形の

アンテナは広樟域の周波数に対し,利得ならびに走れ波比特性は激

しい凹凸を示す欠点があり,テレビチャンネル切換えにより感度の

アンバランスを生じていた｡

今回八木アンテナとともに開発した複合アンテナ(特許)は,三次

線を付加した独特の複合幅射素子および二次線を付加した導波素子

との7阻合わせによって,テレビ全チャソネルを平均した特性で受信

できるものである｡同時にきわめて安定した定床波比特性と,すぐ

れた指向性をあわせ得られる｡

複合アンテナの開発によって始めて安定したカラー受信烏よび微

弱電卯におけるオールウェーブ受信が~可能となった､｣4素一千から,

複合抑論む酪~矧紺こ応川した11素~rまで数機種を開閲している｡

8.4.3 ラ ジ オ

ラジオ関係では機種の充宍を因って需要拡大をねらったことほも

ちろん,他柑′こさきがけてトランジスターホームラジオ(安直二両用)

クロックラジオなどの製品化を行って新規霜暦の闇柘を行って

の注｢lを浴びた｡またメサ形トランジスターの利用による感度の向

上や,高性能スピーカーの開 などにより,二抒質の向上を央現する

など品質,性能の飛躍的な向上を行った｡

電蓄関係では2,3ガl一っクラスより8万円クラスに至るステレオ

電蓄5機種を製■晶化してステレオブームの需要に対止するとともに

高性能スピーカーの開発や宵響系の研究などを行っで性能向上に汽

し,また ブルテープレコーダならび家庭Ⅷ中形テープ

レコーダの製品化を行って広

を整備した｡

器機響
ヒーユーく するための態勢

(1)"エリーザ"W-826トランジスターホームラジオ

本棟は創 周年記念奉仕品として牛如こ発売したもので,トラ
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ンジスター8石を使用した世界最初の高出力(1W)ホームラジオ

である′-)電源は交流電源および電池の両方が使用できる 2-Way

となっている｡電力増幅には,リングベース形出力トランジスタ

ー2SB156の使用と相まって,H力回路は出力トランスを省き

OTL(Output Trans Less)jf式を採用してあるためホームラジ

オとして十分な音量と音質をうることができる｡従来の真空管使

用のラジオに比べ消 電力の少ないことで非常に 済的である｡

また電源スイッチはバンド切換えスイッチとともに同一つまみで

切換えできるので,操作が容易でスイッチインと同時にラジオを

聞くことができる大きな利点をもっている｡本機の生産はダイナ

サートマシン(日動組込機)を使用して,品質の向上とSTの低

減を計っている｡

(2)ⅩH-1500トランジスターFMrAMラジオ

木機は仝トランジスター式FM-AMポータブルラジオで,使

用トランジスターは15石(うちドリフトラジスクー7石使用),ダ

イオード4ポ,パリスタ1石という最高級品である｡性能面では

AFC(自動周波数制御方式)回路を採用しているためFM放送の

受信はきわめて押易で,周囲温度の変化,経時変化による受信時

の周波数変動を防ぐよう設計されている｡また8×18cmという

人形楕円スピーカを使用したので良音質とすることができた｡機

糀面でほ押ボタンスイッチを採用したため 作は非常に容易であ

る｡また本機にはポータブルラジオでほ初のダイヤル照明を付け

夜間の操作を拝易にしている(葬る2図)｡

(3) T-728トランジスタークロックラジオ

DCモータ(1.5V)による全舞捲上式クロックとトランジスタ

ーラジオむ組合わせたもので,クロックによりラジオ部分のスイ

ッチが日動的にOFF,ONができるようになっている｡たとえば

任意の時刻にラジオを鳴らしたりまた60分以内の任意の時刻にラ

ジオを切ったりしうるし,この内者の連続動作もできる｡また目

ざましとしラジオをl鵠らしたり,それをブザーで鳴らしたりもで

第61同 "エリーサ"W-826トランジスタ∴一･

ホームラジオ外観図
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第62図 ⅩH+150015了~f

全トラソジスクー式

ポータブルラジオ

きる｡クロックは1.5Vの

第63岡 Tr728 7石

トランジスタ式

クロックラジオ

池で約10 月;.軍転でき,咋｢鞘-■i度も

これまでになく高く安定である｡ラジオ部はトランジスター7

石,大形アンテナの使用および低周波3段でNF阿路を採川して

あるので高音質を十分楽Lめる｡

8.五4 電蓄,テープレコーダ

新らたに開発した電蓄関係5機瞳のうち代表例を二,三述べると,

まず高級 蓄PFG-1001シリーズでほ,チューナー付プリアムプ(AF

-1001),メインアムプ什スピーカー絹(A一-1001G),プレヤー(R-

1001)の3セットで一組のモノラル電蓄が構成されメインアムプ付

スピーカー箱をいま一つ加えると,スピーカの間隔を任意に調整で

きるステレオ電蓄となる｡各スピーカ箱には16cmおよび18cmス

ビーカーが,特に広音域にわたって高息 度再生が可能となるよう

組合わされており,プレヤー部のプラグイン式高級クリスタルピッ

クアップの特性と相まってHi-Fi電蓄の特性を退感なく発揮してい

る｡また,普及形電蓄の例としてPSG-1033では最近一般化Lたラ

ジオ放送のステレオ再生も可能となるよう一体のキャビネットにラ

ジオ2台分が組み込まれ,キャビネットの左右前面に設けられた二

つの16cmスピーカーより,ファンクショソスイッチでステレオ,

マルチ再生のいずれかを簡単に選択できる仕組みになっている｡こ

のほか3点一組となったもので普及形電蓄(PS-558シリーズ)や,

中級電蓄(PSG-553シリーズ)など価格,構成の任意の需要に応じ

られるよう機種の充実を行った｡

また35年度の新規製品として小形ポータブルテープレコーダー

TRQ-370を製品化したが,これは非磁気ヘッドの改良やトランジ

スター回路の検討を行って,周波数特性ならびにひずム特性の大幅

な改良,S/N比の向上などを実現することにより従来の他社製品

に突戻をみない高性能のものとして注目を集めた｡さらに中級交流電

源用としてTRQ-720を発表,回路のトランジスター化による操作

上の大幅な改良と大形スピーカ(12×25cm)の使用,などにより従

釆の他社 い音質性能の改良を実現した｡

8.5 シ ン

いままで,ほとんどを輸‖尊澗に向けられていたわが同ジグーlデブ

シソもようやく,｢2台目のミシン｣とLて広く国内にけん伝さ

れてくるようになった｡

日立ミシンも永年の試作研究と輸出向けの豊富な経験をいかし

た,2本針タイプセミジグザグミう/ン ZS-100形を発

い需要層への開拓と進出には業界でも梵其の的である｡

し,新し

ジグザグミシンとは,直線本ぬいミシンの構造にジグザグ発生機

構せ付加し, 線本ぬいから,ある1眠られた幅のジグザグ帖を口[【1

に変化させながら裁縫できるものである｡

基本的なジグザグ発生機構には,NECCHI式(イクリヤ)PFAFF

式(ドイツ)ELNA式(スイス)がありまたジグザグ幅の調節のみを

行うものと,ジグザグ幅の 節と針基準線の変更を行うものとがあ

評
雛
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ズ
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PFG-1001

グランドホニック

第43巻 第1号

第651宝I PSG-1033

ステレオ電器

第66凶 PS-558ステレオ電蓄

第67巨岩1"ベルソーナ"

TRQ-370トランジスタ

テープレコーダー

り,前者を,セミジグザグミシン後者をフルジグザグミシンとい

つ｡

日立ZS-100は,PFAFF式の原理を応用したセミジグザグミシ

ンであり,2本針経もできることが,大きな特長となっている｡

2本針ほ普通の針と川様に,取付けることができ先端が,2本に

なっているので,これを使用し,2本の上糸で模様ぬいを行う｡

ぬいは,常ミ･･こ正附こそして平行の

ちがいの糸を使用すると,変化に富んだ

る｡

い､裁縫ができ,また色

しい2色ぬいいができ上

また模様ぬいができるばかF)でなく,各植付属押え金を利用して,

ボタン付け,ボタン穴かがり,ひも付け,レース付け,かぎホック

付け,アップリケ,刺しゅうなど数々のぬい方ができる｡

そして日立 ZS--100形は,上記の数々のぬい方を容易にかつ簡

叩▲に行うため前後 り調節ダイヤノし,返しぬい押ボタン,ドロップ

フィードダイヤル,ジグザグ幅調節ダイヤル,ジグザグ幅制限ダイ

ヤルの五つの装縄が,コンパクトに一つのプレート1月に収拝されて

いる｡いわゆるオールダイヤル式で,各操作が,非佃こ簡_†11に行な

えることが,人きな特長である｡

しl立ミシンのさらに人きな飛躍のための一fユとして,この ZS-

100に零せLモ_-れた期待にほ,大きなものがある｡

第68間 口 j.‡ジ グ ザ グ シ/ ン′
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