
7.家 庭 電 気

HOUSEHOLD ELECTRfC APPLJANCES

7.1電動磯応用品

7.l.】扇 風 横

36年度の扇風機として特 すべきことは長年扇風機の目標として

きた羽根音のしない高性能の羽根を完成し,高級扇クラス全機種に

採用したことである｡

以下それぞれ代表機種を紹介する｡

(1)20cmトライアン

あらゆる角度にわたり傭仰が調節できるほか,半回転で風の高

さが換えられるターンアップ式で,意匠的にも二様に使い分けで

きる特長をもつ新製品である｡

(2)30cmアルカバ

日立扇風機の主力扇であって,新くま取線輪形モートル,およ

び高性能3枚羽根を採用したロータリースイッチ付きの普及品で

ある｡

(3)30cmプライム

日立高級扇の代 機種で,流体力学上長高のハーモニックプレ

-ドを採用し,振動,騒音ともに解消され,技術的に大幅な改善
がなされた｡

(4)30cmプライムデラックス

同じハーモニックブレードを 用し,取はずし自由の3段切換

押ボタン式リモートコントロールスイッチ機構を備えた最高級品

である｡

(5)25cmオートリープ

底部にバラソススプリングを設けた高さの調節が手

きるお座敷扇である｡

に操作で

(6)30cmオートプライム

最高級お座敷扇であって,月･手でノ､ソドルを回し上下に調節で

きる日立独特の機構を有し,タイマー,押ボタソスイッチ,リモ

ー′トスイッチなど,多数の付属機構を備え,デザイン性能とも業

界随一の好評を博した｡

7.1.2 換 気

換気扇は従来大半が 用されていたが,近年一般家庭,
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第5国 25cmオ～トリープ 第6固 30cmオートプライム

ロ

ロロ

第Il文†20cmトライアン

第2図 30cmアルカバ

第3図 30cmプライム 第4図 30cmプライムデラックス

アパー1､における需要が目ざましく増加している｡これに対応して

36年度は15cm手動シャッタ式,25cm日動シャッタ式およぴ30

cm自動シャッタ式換気扇を完成したし〕

(1)15cm手動シャッタ式換気扇

住宅公団仕様に基き設計したもので,羽根サイズに比し風量風

圧特性がすぐれ,大きな風量と静圧が得られる｡このほか油滴飛

散防止を兼ねたファソガイドを有し,また,単一ブレードのシャ

ッタは引ひもの操作により簡単に望みの角度に調節できるなどの
特長があるL〕

(2)25cm,

35年度

30cm自動シャッタ式換気扇

以来好評の連動式換気扇シリーズに合わせて,防振

■■▼ ′

第7図15cm手動

シャッタ式換気扇
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第8図 25cm自動 第9図 30cm自動

シャッタ式換気扇 シャッタ式換気扇
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第10図 FP-Cll形ファ

リークーラ

立

第11岡 SCJTl形吸排水

ポンプ付脱水洗濯機

構造による騒音の減少,フアンガイドによる風量風圧特性の向上

掃除に便利なシャッタと本体との着脱白在構造の採用によF)日動

式の新シリーズを完成した｡

7.1.3 77ミリークーラー

ファミリークーラーは,井戸水を冷媒とする冷却器に,フアンで

室内の空気を通過させて冷風とし,室温を降下させる冷房装置であ

る｡安価で,据付,取扱いが簡単で,しかも強力な冷房能力を有す

るので,近年とみに需要が増大している｡日立ファミリークーラー

は,この線にそって製品化されたもので,本体に水量調節用バルブ,

水量計を付目~て実用上の便宜を計った点は,機能的なデザインと相

まって日立独特の特長となっている｡また騒音はきわめて少なく,

風量も心よい清涼感をもたらすよう適正値にとってあるので,家庭

用として好適である｡

7.l.4 電気洗濯機

36年度はジェット洗濯機と遠心脱水機を組み合わせた新機種,ま

たジュッl､式の普及形を製品イヒし,さらに全自動洗

などいっそうの向上をみた｡

(1)SC-JTl形吸排水ポンプ什脱水洗

機を発表する

ジェット洗濯機と二重防振支持の脱水機とを一つのわく内に納

め,自動吸排水装置を内蔵した日立独特のもので洗濯準備から脱

水まできわめて能率的にできる｡また脱水機に圧力スイッチを用

いるなど取扱いの便宜と安全性をもりこんだ設計になっている｡

(2)SIトJT6｡形ジェット洗

さきに発表した SHJT50形からクラッチ,排水バルブを取去

り,主要特長を十分に生かした普及形である｡またベースの外装,

第14図 SC-ATl形

全自動洗濯機

第15図 HrEl形

電気乾燥機

第12図 SIl【JT60形ジェット

アクション式洗濯機

第44巻 第1号

第13図 SC⊥Tl形遠心

脱水機

モートル支持部などの改良をしてある｡

(3)SC-Tl形遠心脱水機

本機はSCwl形と同様日立独 の二重防振支持方式の遠心脱水

機であるが,新たにタイムスイッチを取付け,ドアスイッチを改

良したものである｡

(3)SC-ATl形全自動洗濯機

本機はわが国で最初の全自動洗濯機で,スイッチを入れるだけ

で給湯給水から,洗い,すすぎ,絞りまですべての動作を連続し

て日動的に行なう高級洗濯機である｡掛こわが国の電九 水道お

よび生活環境に留意し,使いやすいように設計されており,その

諸性能には外国製品よりすぐれた点が多い｡おもな特長は,むら

なく洗える撹伴(かくはん) 洗濯方式と絞り度のよい遠心絞りと

を合わせ採用し,また絞り時の振動,騒音が適切な防振装置によ

りきわめて小さいこと,モートル容量は一般洗濯機とほぼ同等に

もかかわらず洗濯容量が多いこと,水量制御方式を採用している

ので水道の水托が変動しても

7.1.5 衣類乾燥機

しつかえないことなどである｡

最近の都市生活においては空地の減少,煤煙の増れ ことに日本

特有の梅 期などにより,洗濯物を屋内で乾かしたいという要求が

強くなっている｡H-El形電気乾燥機はこの要望により製品化され

たもので,フアンとヒータを利用して,ハンガーにつり下げた洗濯

物を熱風乾燥する方式をとっている｡本棟の通風方式は独 のもの

で,これにより棟内に発生する撹押気流は乾燥時間を矩くし,さら

に洗濯物の乾燥むらを少なくする特長をもっている｡

第16図 C-V6C形400W

ヒッターバック
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第17図 T-H2形300W

ヒッターバック
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第18図 WT形400W

伸吸式ポンプ

第19図 W形200W 第20図

什吸式ポンプ

7.1.d 電気掃除機

36年度は電気掃除機の需要の激増に呼応して,従

ジコニッ

好評のポット

形シリーズに自動コード巻取装置付の新機種C-V6C形を加え,さ

らに新たにボックスタイプのT--H2形を完成Lて新方式掃除機の開

拓を討った｡

(1)C--V6C形40()Wヒッターバック

吸込力が強く

置を

じん容量の大れ､C-V6形に自動コード巻取装

着したもので,家庭用最高級ん-1である｡コードはレバー擾

作により簡単に本体中i･･こ巻き込まれるから抑除後のコードの始末

が簡便化される｡このコードは特殊仕様のクロロブレンキャブタ

イヤコードで,繰返し巻取に対する十分な寿命と,取扱性を考慮

した柔軟性とを有している｡

(2)T-H2形300Wヒッターバック

ポット形の特長とシリンダ形の長所を組み合わせたボックスタ

イプのデザインで,一般のシリンダ形より太く短い角形である｡

使用時は安定性のよい横形とLて使用するが,後申輪を支点にし

て簡単に立てることもできるスタンダップ式袋の操作,本体の収

納に便利なポット形とLての機能を果すもので,操作性の面で大

きく飛躍した凰与l-1である｡じんあいの処遭附こついては,ナイロこ/

の二重集じん袋式を採用し また従 のシリンダ形の欠点であ

った集じん袋の操作に伴う手のよごれ,じんあいのこぼれに対し

て改良を行なった｡

什風■ll,lでほナイロンネット人りどニルホースを採川してホース

の寿命を著しく延良した｡

7.1.7 ポ ン プ

鵠さ要の増加にこたえて,36牛皮ほ次のような矧～ll■lが完成し,賀,

量ともにいっそ 充の

ゝ
ヘ
ノ ○たみを

(1)ほル上り拙甘吸式2 ポンプシリーズの完成

35年度に引き続き,WT形400W,W形200WおよびW形40OW

ポンプの製品†化をみて,ここiこ文章どおりン■こ全に浅Jトトiポンプの

廿吸式2梅シリーズが宗成された｡

WT形400Wは,従 の9A㌣形自動式ポンプに代るべきもの

で,またW形200Wは,2AP形井口動式の,W形400WはA形

400W非1]動式ポンプの改良である｡

これらの改良されたおもな点は,i'一炊式になったため,ポンプ

の取扱いが容易になったこと,軸封装抑こメカニカルシールを採

川するとともに,キャビテーション防止対 を施し,揚水特性が

約1川向上したことなどである｡なおいずれのポンプにも,中仙

用と三相用が生産されている｡

(2)JT形150Wおよび250Wジェットポンプの改良

執■-■-1の機能的改良とともに,生産性向上を目的として尤成され

たもので,ポンプの主流■冒-WT形自吸式ポンプと同一思想の構造

てもZJ､)したカ∴..,て圧力タンクレ_)碗度や作業性が署し･てIr山二さ

8:i

JT形150W 第21図 SCG-20形

トポンプ
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カソオープナー

第23岡 MJト4形

ジュースミキサー

第22図 MHF-1形

ハンド キサーー

第24図 N-2形車用

流し台

第25図 MGK-10A形ディスポーザー

れたばかりか,各部品の組立てや,保ノ､1:点検,分解修理,配管【:

事などが非′附こ容易となった｡

7.1.8 ちゅう房器具

･一般家庭電嶺ぷ-の充実につ車,家庭用ちゅう房電気器其の合理化

に関心が払われ,その需要は急増しつつある｡

(1)SCG-20形カソオープナー

かんi;.Iiの開かんを自動的に子~fなうもので,一一般のかん切りでは

開かん困 な角かん,だ円かんも容易に開かんできるり最初の初

込みも日動的にモートルの力で行なわれるため力か不壊で,また

切口がなめらかなためけがをすることがなく,かつ切り取られた

ふたほマグネットで吸着される｡掘F崖またほ壁掛として使用する

ことができる｡

(2)MHF-1形ハンドミキサー

-t…ト′トlこよリ2本の撹伴
が回転される構造で,この撹拝棒
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を材料に入れて撹絆を行なう｡本機の使用により料理の際に手数

を要した泡たて,まぜ合せ,ねり合せなどを容易に行なうことがで

きる｡完全なポータブルでハンドルをにぎったまま用途に応じて

高速,低速および停止のスイッチ操作ができる｡またヒールレス

ト形のため使用途中でも撹拝棒を付けたままで調理台の上に置く

ことができ,また撹拝棒はレリーズにより容易にはずすことがで

きる｡

(3)MJト4形ジュースミキサー

独特のスキュードカップと,鋭利なカッターによるすぐれた性

能はすでに定評があるが,さらにモートル,シール部などの性能

が向上された｡

(4)ディスポーザ用 N-2形専用流し台

流しがコンクリーート のため,またはそのほかの理由で既設

の流しにディスポーザが取付不能の場合に使用されるもので,

MGK-10形ディスポーザと専用スイッチをきわめて簡単に取付

けることができる｡流し板はステンレス,側板は耐水ペニア化粧

板が使用されており,台所にマッチしたデザインである｡

7.2 冷蔵庫およびルームクーラー

電気冷蔵庫は家庭電気必需品としての認識が高まって需要ほ年々

急増し,36年度における 気冷蔵庫の国内生産台数は約120万台に

も達したが,その反面販売戦も激化の一途をたどっている｡しかし

ながらその販売戦の激しい中で,日立 気冷蔵庫が

位を確保し続けているのは,たゆまざる日立

数々の 長として採り入れられているこ 漸-刀と

界第一位の地

技術の研究成果が

されているた

めである｡

35年度には全機種にキュービック形を採用し業界の注目を集めた

が,36年度の日立電気冷蔵庫のデザインはさらに洗練され,メタリッ

クのソートーソカラーで台所に楽しさをかもし出すことを図った｡

フラッシュヒンジ,ワンタッチドア,セルフターンバスケット,ド

アポケット,棚など機能上の数々のアイデアほもとより,冷却性能

のすぐれているアルミシートの蒸発器ならびに昨年以来国産最初の

2桓高速高効率の電動圧縮機の採用による冷却性能の優秀性を,さ

らに製氷能力の向上のため,世界ではじめての着想であるアイスノ

ッチ付温度調節器,3方式にわたる自動除霜方式の実現など性能上,
機能上の優位は他社の追随を許さないところで,著しい好評を博す

ことができた｡

またルームクーラーは35年度の4機種に引き続き,本格的なファ

クトリーセットによるヒートポンプならびにヒータ付ルーム

クーラーを2 種加えて6機種とした｡下吸込み上吐出しの

thin andlow typeのデザインは35年度から好評を得てお

り,スライドアウトのユニット構造も据付サービスの容易な

ことが販売店肥歓迎されている｡

性能上においては電動圧縮機の改良,蒸発器,凝縮器の熱

交換器性能の向上ならびに送風 の改良により,冷房,暖房

第26図 シグナルランプ什ドア開閉用押ボタン
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能力は一段と向上し,かつ盛夏においても十分な性能を発揮できる

ように設計されており,風量変換装置,換気装置,温度調節器リモ

ートコントロールスイッチなどの便利な機能とともに静

ついても自信のある製品を出すことができた｡

7.2.1tる1年形電気冷蔵庫の特長

な運転に

'61年形電気冷蔵庫は前年度好評を博したキュービックタイプの

外観を踏襲して,機能的な美しさを強 する新感覚の意匠を採用し,

需要者の嗜好に適合したものとするとともに,取扱上の機能および

性能の向上を計り,機種の数も従来10機種であったものを小形60J

から大形300Jものに至る12機種とし,普及形,豪華形を含めた多

彩な機種を取りそろえてあらゆる需要層にこたえるものとした｡

'61年形日立電気冷蔵庫の特長を列記すると次のとおりである｡

外観意匠では

(a)色感豊かなメタリック･ゴールド,メタリック･シルバー

の2色を取りそろえてドアに配し,それぞれの色変り機種を備え

12機種でも16銘柄として嗜好の適合を図った｡

性能向上に関しては

(b)2極電動枚を使用した静粛な運転音の小形圧縮機を開発し

て,607,95Jの小形機種に採用｡

(c)除霜装置用サーモスタットを開発して,従来のダイヤル･

デフロスト方式に加えてホットガスデフロスト方式,ヒータデフ

ロス仁方式とともに白

の便宜を図り,

除霜装置3方式をそれぞれそろえて除霜

(d)温度調節器の機構を改良して冷凍装置を 続に運転できる

アイスノッチを設け,気温の高低にかかわらず氷の製造がすみや

かにできるようにした｡

取扱上の機能においてほ

(e)Fl立■製作所独自の押ボタンドア開閉機構を改良したシグナ

ルランプ付押ボタンを設けて通電状態でほ常に点灯し,ドアをあ

けると消灯してドア閉止の確認が行なえ,しかも夜間は室内が消

灯していても冷J 庫を明るく照し出しているので,取り扱いが至

便である(第2d図)｡

押ボタンドア開閉機構はドアをしめる力の一部をドア内部のね

じりバネに蓄積し,ドアをあけるときその力を利用して押ボタン

で掛金をはずすことにより,軽くドアが開く独特な新案機構で他

祉の追随を許さぬものである｡

(f)ドアのポケットには多くの新規考案を採用して,食仁一古を単

に貯蔵するたけでなく取り扱いに しさをかもし出すようなくふ

第27図 冷蔵庫ドアポケットの収容外観



庭

第28図 MD-650形2極電動機付小形仕縮機

うを施して,取りはずL一可能な■可変棚や/ミクー入れ,卵榊｣など顧

客の好みで10数通りの組み合わせができるようにして収容力の増

大を図った(舞27図)｡

氷室ドアには透明窓を設けて,コーナ形庫内灯に照らし

カ合具きでの氷の皿氷 ドアを開かなくても【一Hで見え

るようなくふうを施すとともに,ドア開閉機構をスナップアクシ

ョン式にLてドアの開閉を容易にL･,かつこのドアをしめ忘れて

も,冷蔵庫のドアをしめれば【.1然に閉止二するような至便な構造と

した｡

(h)カ/ミー,小皿付露受兼肉皿を考案して,従来底面に必要と

した露付防止断熱材を廃止して有効内容潰せ増大するとともに,

除霜水を排出する際に溢水することのない取り扱いやすい構造と

した｡

など斬新な特長を豊富に盛り込んだ｡

そして従来からも日立電克冷蔵庫の特 とされている

(1)すぐれた冷却力を発揮するアルミシート･エバボレーク

(2)対流~を阻害せず有効棚面積の広い引き出し式棚

(3)収容物をじゃまL■ないコーナ形庫某灯

(4)据付面積が小さくLかも｣涌iの菊一効利用が可能

などの諸特長と合わせて,日立電気冷蔵

ることができた｡

の真価を遺憾

なお従来の冷蔵肘別､形圧縮機は4極80W電動機港

す即発

ノ
ー
＼な

川していた

が,小形軽量化と性能向上を期し 量産性のある2極65W電動機什

小形圧縮機を開発し,前年度60り研こ試用し好評を博したので36年

度は95g形にも採用した(弟28図)｡

家庭電･器用電動機の2極化ほ-▲般のすう勢になりりつあるが,4

第31図 R-95D■形電気冷牒州外硯

＼､

第29図 R-60形

′計気冷蔵庫外観

コ∩ 85

第30図 R∽95形

電気冷蔵庫外観

極招こ比し倍速となるために生ずるしゅう動部の潤滑と

振動蘭音の低減など多くの困難な問

耗の問題,

がある｡1]立製作所において

はかねてより研究を垂れ これらの問題を解決してわが国最初の2

梅電動機什小形圧縮機を完成した｡この圧 l l一 庫に使用して

運転音が静粛でしかも冷却効率がすぐれており,目立の総合技術の

成果を遺憾庵く世に問うことができたものである｡

以上は日立電気冷蔵庫の総括的な特長であるが,次に各棟種につ

いてその特長を記す｡

(1)R-60形

水冷蔵庫に代る小人数向低佃格の
ll■--

一巳､
欲的 品であって,プラス

チック内箱を用いたトップテーブル形である｡据付面積の極小を

図るために冷凍装置には内蔵フィン形凝縮器を使用し,圧縮機に

は2梅65W電動機を用いた小形圧縮機を取り付けて,小形ながら

すべての点ですぐれた性能,機能を発揮して好評を博した｡特に

ドア開閉放構を施錠可台削こしたので,ホテル,旅館の個室用など

の用途開拓に 旨するところ大であった(弟29図)｡

(2)R-95,R-95B,R-110,R-110B形

家庭用普及形の電気冷蔵庫で, 内をすみずみまで有効に広く

使えるような多くのくふうを施すとともに,それぞれメタリック･

ゴールド,メタリック･シルバーの2種の銘柄をとりそろえて需

第32図 R･260D形揖k冷蔵座内灘
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第33図 R-300D形電気冷蔵塵外観
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要の嗜好に応じた｡Bのつく形式は日立製作所独自で開発して好

評を博している陛界に誇る押ボタン式ドア開閉機構を備えたもの

である｡

特にR凋5形には普及形にふさわL･く,据付面積の極小を図る

た捌こ他にさきがけて2梅65W電動機付小形圧縮機と内蔵フィン

形凝縮器を備えた冷凍装置を取り付けて,意欲的に小形軽農化の

方向づけを示唆し,その真価を発揮している(弟30図)｡

(3)R･95D,R-110D形

家庭用の豪華形をHざして設計された機種で,自動除霜装置を

備えるとともに,押ボタン式ドア開閉機構にドア閉止の確認と通

表示を兼ねたシグナルランプを取り付け,外観の豪華さを計り,

可変式ドアポケッ ノ＼多■どな の考案を取り入れて取扱機能の充

を期したので生産台数を上回る需要を喚

ことができた(第31図)｡

し,-~啓二及の増大を図る

(4)R-160,R-200,R-260,R-260D形

豪壮な外観,内容を備えた高級電気冷蔵庫で多屋の食.1i.-,の貯威

ができ,多人数家族用および営業用として好評を博した｡

特にR 急矧DO62 を融解するホットガス式除霜装置を

備えた新い､椀種で,すぐれた性能を発揮した(第32図)｡

(5)R--300D形

内容積300gを有する2ドア2温度式の超大形の高級電気冷蔵

庫で,上部に常時-150Cを保つ冷凍室を備え,卜部に0～100C調

節可能の貯蔵室を設け,豊富な冷凍食品の貯蔵を可能にするとと

もに多量の一般食品の貯蔵ができる構造となっている｡貯蔵室の

冷却掛こは霜取りの顧慮をまったく必要としないフロストフリー

式冷却器を備え,外国

喚起した(弟33図)｡

品にまさる性能を発揮して新しい需要を

7･2･2'引年形ルームクーラーの特長

36年魔の目て.仁ルームクーラーほ和室にも洋室にもよく調和し落ち

着いた配色で好評を博した35年度 んItのデザインを踏襲し,性能の

面では旺精機の弁機構の改良および熱交換器のl二作方法の改善によ

って冷房能九 除湿能力を一段とすぐれたものとした｡

機能の面では,押ボタンスイッチによ～)送風,冷房,ならびに排

気などの運転操作が容易にできるほか,室内を循環する風量の調節

を行なう風旨変換押ボタンスイッチを謝ナたので,夜間の運転に適

したいっそう静粛な運転ができる.｡36年度の新製■■川-■として加えられ

た暖房装置付ルームクーラーは,押ボタンスイッチの操作で簡単に

冷房遅転と の切替えができるようになっているので,空気

調和機として一年間を通じて使用することができる｡この暖房装置

付ルームクーラーはヒートポンプサイクルによる暖房運転と電気ヒ

ータによる暖房運転ができるようになっている｡一一般iこヒートポン

プサイクルによる暖房運転は極寒期で外気の温度が5ノC以卜になる

と外気側熱交換･器が氷結するために暖房能ノ｣がなくなるので,その

ときほヒータにより暖房運転を行なうようにLた宗全なものであ

る｡なお電気ヒータはサーモスイッチ,およびヒューズによる2窮

安全装置什で保安上に十分な考慮が払われている｡また単相 源を

使用するクーラにはリモートコントロ･一ルスイッチが取り付けられ

るようになっており,寝室,病院などで寝ながら運転操作ができる

ようになっているなど新しい機能を充実し,あらゆる方面の需要を

満足している｡

キャビネット構造はスライドアウト方式(′川甘式)を採川Lてお

り,これは日立ルームクーラーの大きな特長で,取り付けおよびサ

ービスが非常にやりやすく特にサービスの場合周囲の壁などに損傷

を与える心配がない構造となっている｡

(11RW-500坪壬｢50OW,l†･ち,100V〕.RW-づ00形(600W,1¢,

1UUV)
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第44巻 第1号

弟34巨¥1RW-500形ルームク ーラー

第35図 RWT-750形ルームクーラーのスライドアウト

第36図 RW-600H形ルームク ーラ
ー

家庭用普吸形で特にRW500形ほ小形でロータリースイッチを

採川しているので,取り扱いはきわめて簡i戸_である｡RW--600形

は慮弱2段の風量変換が~叶能で,また排気ダンパがついている｡

なおRW--500形,RW-600形にはリモートコントロールスイッチ

が使川できる.｡

(2)RW750形(750W,1¢,1OOV),RWT-750形(750W,ニi¢.

200V)

混度調節器か什属しており,畑草などでよごれた1i内?と気の排

克が可能である｡津村用RW-750形にはそのほか風量変換および

リモートスイッチの取り付けが可能となっている｡

(3)RW-6OOH形(600W,1¢,100V,1.8kWヒータ什),

RWT--750H形(750W,3¢,200V,2.1kWヒータ什)

暖房装粁付ルームクーラで特にRW-600Hは風量変換および

排気が可能で,リモートスイッチが什鳳!FlllとLて付いている豪華

版である｡RWT-750H形には温度調節器が付属している｡

7.2.3 電子冷蔵庫

本項については28.3.7項の電子冷蔵庫を参照されたいっ

7.2.4 エアコンディショナ

本加こ/→いては20･る墳の二1二∵コンナイシ｣ソ◆左′参照さ′才したい)
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第37図 RD-610形R立電気釜各部写真

7.3 電熱応用 品

7.3.1電 気 釜

RD形電気釜は檀熱式で年封こ,釜と底釜とが別々に分離でき,電

気釜としてご飯たきはもちろんのこと,底釜はそのまま非常に効率

のよい 気こんろとして湯沸し,煮ものなどが自由にでき,1台で

る煮

､
-
､

蒸ノ＼た卜

イブで,
,沸す｣など多用途に使い分けられるセパレートタ

気釜の新しい行き方を示すユニークなタイプとして好評

を博している｡RD-610形は2巨だきで600W,510形は1.5巨だき

で550W,410形は1.0巨だきで450W,それぞれいっさいの蒸しも

のができる蒸板とお米も計れる便利な計量コップがついていて,軽

快なタッチの押ボタソ操作である｡

おもな 長とLて,

(1)釜を熱鹿に密着させる向たきできるため,水加減は米の水

加減だけでよく,それも釜の水位線で簡単にできる｡しかも早く

たけて消費電力も少なく経済的である｡

(2)サーモスタットはユニークな差込式で,そのまま簡単に熱

情からはずせ,たき具合の温度調繋が容易にできる｡

7.3.2 電気アイロン

IH-･350形30nW,IH--450形400Wアイロンは,ともに明るい

色調のツートンカラーハンドルの高級アイロンで,架台およびアイ

ロンがけ中にじゃまにならないよう,右横向きにコードを出Lたア

イロンプラグ付である｡

IH-340形300W,IH+440形400Wアイロンは,ベース温度の

調節に便利な点滅スイッチ什としたツートソカラーハンドルの高級

l′1立形アイロンである｡またIA-520形500W自動アイロンは一段

と改良された高性能長寿命の自動温度調節器什で,ワッ1､数が十分

なので,効果的かつ能率的なアイロンがけができる｡ハンドルはス

マートで握りやすく疲れない合理｢l勺な形状とし,明るい色調のツー

トンカラーとなっている｡

7.3.3 自動温水器

一般家 まもちろん,旅館,飲食后,病院,ビルの事務所などの

合理化に一段と役だっものとして,171動温水器WT-610形および

WT-一110形が完成し好評を博している｡前者は保温の良好な二重構

造の湯沸形で,7Jまでの水を自由に希望の温度に調節でき,使用量

が容易にわかる水位計付である｡また持運びに便利な取手をつけ

て,内部の洗浄も容易にできるようになっている｡後者はタンク全

周を保温材で断熱した二重構造の水道直結形である｡ヒータは熱効

率のすぐれたシーズヒータを収納し,湯温約850Cを常に保つように

なっている｡タンク容量は20ヱでレノミー操作により湯または水およ

び湯水の混合ができるので,_希望の湯温が得られるなどの特長を~存

している｡なお従来この種温水器の欠点であった水温上糾こ伴うい

っ水を防止した日立独特の構造で,壁掛,据置のいずれにも取付け

られるようになっている｡

7.3.4 自動ウォーマー

CM-310形日立自動ウォーマーは,各種の液状食品を自動的に加

第38図 IH-350,IH-

450形l仁＼tアイロン

第40図 WT-610形600W

77日動温水器

.麗筆-~~
鑓一 嶺ぎチ
第39岡 IH-340,IH

440形｢~l＼∵アイロン

第41図 WT-110形1kW

207日動温水著詩

第42図 CM-310形口立日動ウォーマー

350W850cc

熱し,経済的に保温できる日動温度調節器什で,一般家庭はもちろ

ん,乳幼児,病人用としても好評を博している〔〕特に器体は外わく

および容器の二重構造で,保温効果をもたせ,ふたは容易に取はず

しができ,かつ食■†■--などを食器に移すには,指で開閉ができるユう

になっている｡

7.3.5 ト ー ス タ ー

TA･-630形自動トースター600W

日動機構を備えた2枚焼きポップアップ式の新形で,時計仕掛の

タイマーと,操作レバー連動のスイッチを内蔵しており,使用条件

(電圧,バツの厚さ,パンの水分,焼き加減の好み)に応じて,川Il

に調節できるアジャスターを備えている｡

TU-630形トースター600W

第43岡 TA-630形

日動トースター

鶉45図 HS一づ20形こんろ

第44岡 TU-630形

ト ース
ター

第46国 HS｣;30形こんろ
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第47岡 VH-14形1kW

ラ インタ ヤプス.卜■一~7

口H

第48図 VH-85形80nW

角形ストーブ

手動式で,レバー連動スイッチを備えた実用形である｡

7.3.る こ ん ろ

HS-620形こんろ600W

ロータリスイッチを備えており,とろ火でも える温熱式の新形

で,600W-300W-150W-OFFの4段階の切替操作ができる高級

こんろである｡

HSl;30形こんろ600Ⅵr

4段切替スイッチ付の斬新なデザインで,消費電力を,600W--一

400W-200W-⊥OFFに使い分けでき,使用範囲が広い｡

いずれも床面の温度上昇が低く,さらに,安定度の高い合成樹脂

製の脚を使用しているので,テーブルや和卓の_L二で使用しても,

装面や,テーブルクロスを揖ずることがないし､

7.3.7 暖 房 器

(1)スト ーフ

最近のストーブは, に暖をとる臼的のほかに,室内装飾を兼

ねたものとLての要望が非常に強くなってきている｡

このような実状に対処し,36年度スl､-ブは,性能ほもちろん

のこと全面アルミゴールドのガードに,スマートなべ-スを取付

けるなどラインタイプストーブのデラックス,VH-84形,VH-

14形をはじめ,すっきりLた角形の新種,VH-85形(800W)ほ,

800-400-OFFと3段に切換えができ,600Wと1.2kWの,中

間需要層に電力切換可能機種として生産したもので,大きな期待

がかけられている｡

(2) こ た つ

好評であった反射こたつに加え,新たに,発熱体にシーズヒー

タを採用したKY-32形(300W)とKY-33形(350W)やぐらこた

つを製作,従来までの反射こたつに比し,ここち良いやわらかな

採暖感が得られ,しかも採暖温度ほレバーーつで簡単に調節でき

る｡

また特殊鋼管に発熱体とてグネシヤを組み込んだシーズヒータ

は,寿命が長く半永久的で,さらに低温であるため紙などふれて

も発火の心配がなく安全である二.

第51図"シルビアり FY【940

第49岡 KY-32形3()OW

やぐらこたつ

1号

第50図 YB---12形A14()W

高級毛布

(3)毛鶴 敷布

YB-12形(140W)電気毛布ほ,コントローラの働きにより室温

が変化しても常に一定温度を保ち,一度使用したら絶対に手放せ

ない便利なものである｡しかもコントローラのほかに発熱体に直

列に,6個のサー∴モスクットが接続され局部的な異常加熱をも未

然に防ぎ絶対的な安全性を誇りとする｡

内部構造の特長としては発熱体を心地に縫いつけて,封筒式毛

布にそう入する方式を採用したので安全であるとともに,洗濯に

よるヒータ

えられた｡

命の短縮など懸念される点につき大きな改良点が加

YS-21形(25W),YS-32形(30W)電気敷布には,特に大形

の高級生地を使用し,内部構造は毛布と同様防水式,可洗式であ

るうえに,封筒式に内部着脱式として使用上の寿命を倍加した｡

また温度調整は虫･弱･切の3段切換方式で,

用と2何のサーモスタットを備え,安全風こおいても

ても,非常に大きな改良品が完成した｡

用,保安

におい

7･4 テレビ･ラジオ･ステレオ再生装置

テレビ･ラジオ･ステレオ･テープレコーダなどの家庭用音響製

品は35年度に実行された質および量的な発展のあとをうけて,36

年度は引き続き部品,回路,意匠に対する日立独自の 合基礎技術が

盛り込まj~して,大幅な質的向上がなされたが,需要者のより高い品

質と,より低い価格への要望に適合して量的にも大きい進展があり,

たとえばテレビ受信棟において一枚種30万台以_I二という記録的な販

売を可能とLた｡

またラジオ受信 においてはトランジスタ受 枚に従来ありがち

であった性能のバラツキについて徹底的な検討がなされ,新Lい設

計生産方式によるきわめてバラツキの少ない製品を送り出すことに

成功した｡

ステレオおよぴテープレコーダは高性能化と商品性の追求が並行

して進められ,需要者に対して高い評価をうることができた｡

第52図 "スザンナ〃 FY-810
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第53図"オフエリア〃 FY-250
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亀ちこ

雛54怪1"アイリーン"STX-850

7,4.1 テ レ

ナしげ関係では,

図りた.､たとえば,

第55【¥†高級3パンドラジオ
"ペギー"WH-817

ピ

広い浅;要轢こ満足のゆく⊥うに,穐椎rハ充り三イ'し

テレビとして最胱限必吸と止り)jしるもののノ人と

したシンナノLなものから,徹底したデラックス形のもの,さらに仙

墨づ~べきものとして,世界最初の16形ポータブルテレビや,高性能

電子管ニュービスタ使用による高感度のものなどである｡一方輪日

向の専用棟種としては各国まちまちの仕様に即応できる設計のもの

を各種完成した｡なお,カラーテレビの回路簡素化, ‖]価値の十

分に高いトランジスターテレゼ同格,UHFテレビコンバータの完

成など成一県をあげたし､

り)"シ′レビア"FY940

テレビとして最もシンプルなものであるが,牲能偶になんら劣

るとこ′)ほない｡むしろ, 従にl銘刀‥ユチ 使用していた4R

1iH2エリさらに高感度,低雑音で,より安定したフレームグリ

ッドタイプの4R-HH8を採用し,映像中間周波セ1路に4GM6

を採用するなど,従来の機種iこ比べ,高感度で安定性が向_として

いる｡

(2)"スザンナ"FY-810

この機種は前面に低,高音それぞカーL中川のスピーカを配し,音

響的には従来よりもバランスのとれたものである｡デザイン面に

おいては, 安老から圧倒的な支持を受け,デザイン面でのテレ

ビに対する一つの典形ともいえるものである｡

(3)"オフエリア"FY-250

この機種は特に音響面に力を注いだもので,セット前面に低,

中,高音専用のスピーカ3個を配し,また音声出力回路には6

BM8をプッシュプル回路として使用し,いままでにない音響効

果をあげている｡

(4)"アイリーン"S′1､Ⅹ-850

従来の14形ブラウソ管から一歩飛躍し,画面の四隅を拡張した

牡界最初の"16形ワイドスクエア"ブラウン管を採月も奥行の浅

い利点を/巨かした本格的石†搬形薫空管式テレビである｡

7.4,2 テレビ受像用アンテナ

(1)I)マッチ方式複合アンテナ

従来八人タイプのアンテナは非一桁こ相性の良いものとさJLてい

るが,単一チャンネルがカバーできず,わが国テレビ放送の
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第57図｢Dマッチ方式｣複合オールウエーブアンテナ(11素丁)

2次側を切ってJ次線を入れると
ハイチヤンネル周密射器として毛働く

L卜干ヤンネル用導波器

ハイチヤンネル用導汝器

第58l冥1｢Dヾ､､.,チ方式｣複雷アンテナ

から見て12チャンネ′′Lレナ~トべて1圭･ウノ′ミーする,すぐれたアンテナ

が望まかていた｡!

このし川勺に沿って開発されたのが複合アンテナである｡複合ア

ンテナほ岡のようi･こ幅射器と導波器が特殊な形状をしてこねり,受

信用波数が変化しても平坦なインピーダンス特性が得られる,指

IJ-川剖生がすぐれている,2段4段の積み重ねが容易である,とい

う特長を持っている1二,

この複合嘉丁･の開発によって,11素子オールウエーブアンテナ

まで摘ん-■化され,現在弱電界や微弱電界でも容易にテレビ受信が

行なえるようになっている｡またカラーテレビの受信に使用され

色の忠実な再ご~とに大きく寄与している｡

7,4.3 ラ ジ オ

ラジオ受信機についてはこの一年間に海外でも高く評価される製

品を多数世に送州1してきた.これは性能的にすぐれていることは

もちろんであるが安定したl品質を保持していることを示しており,

これが口立ラジオの今日をささえているものい､える｡ここにその

的な機種を採りあげて紹介する｡､

(1)"ペギー"WH-817

九日皮も3.8Mcから18Mcまで受信できる3バンド高級ポータ

ブルラジオである｡高周波増価一段を含めて日立メサタイプトラ

ンジスタ3石(2SA130,2SA131,2SA132)を仙川しているた

げ)仝受†._描り戎においてすぐJLた感度~をイj~しているL二,さらに同調指

示計も備えたファインチューニソグカ式凍採川しているので短汲

帯でも容易に同調できる｡また同調指示計で電池の消贋も一目で
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第59図+超小形ポケッタブル

ラジオ"アニー"TH-660

第60図 高級FM/AM

ラジオ ⅩH-1002

わかるようになっている｡夜間でもプッシュボタンを押せばラン

プがつき楽に放送が選択できる｡また外部入力端ナを利用すれば

レコードプレーヤを用いて電蓄として使用できる｡機構面ではギ

ヤドライブ方式,ノミソド切換えのレバー方式を採用したので簡単

に 作できる｡

(2)"ケリー"WH-855

】1立メサタイプトランジスタ2石を佐用した8了て2バンドポー

タブルラジオで高感度低雑音のセットである｡特にr･il路,スピー

カともに に租点を.ねいて設計されているため澄んだ音が聞か

れる｡またロッドアンテナ内蔵によりその取はずしの必要がなく

なった､つ

(3)"アニー"TH-660

本機は日立メサタイプおよぴリングペーストランジスタを使用

した高感度の

新形口二こ(サー

小形ホナットタイプであり,温度変化に対しても

スタを使用しているのできわめて安定である｡キ

ヤビネットにはサイコラック材料を用いたので衝

あり,しかもソフトな感じがする｡

に強く光沢が

他の取替えはケースの底部

を開閉するだけで簡単迅速に行なえる｡

(4)ⅩHン1002

本機は長波,中波,FMの3バンドポータブルタイプでおもに

ヨーロッパ向輸出用高級ラジオである｡回路は6偶の[】立メサタ

イブトランジスタを めて10個のトランジスタを使用し,シリコ

ンダイオードによるiよ1動周波数 整卜!l路,高インピーダンススビ

ーカによるとlけJトランスレス恒J路の 用など,感度,出力,首質そ

のはかあらゆる面で新しい考慮が払われている｡検波出力および

PU端√も設けられてあるので放送をハイ･ファイで聞くことも

できるL,電蓄にも利用できる｡機構面でもバンド切換えのプッ

シュボタン方式,ギヤドライブによるダイヤル機構,ダイヤルラ

ンプの採用.首振丹7ソテナの使用など操作が簡単に行なえるよ

うiこ設計されてある｡

7.4.4 ステレオ再生装置

ステレオ電蓄の生命である 音 に関して,従来は主として測定器

による物理的特性に依存してきたれ 物理的特性と心理的な好みと

の関連を検討して良い音の究明を行ない,他社をしのぐ音響特性を

もつ製品かできるようになったし.

(1)DPS-849およぴ849R

キャビネットがデラックスなうえにこのクラスの電蓄の常識を

敵って20cmスピーカを2個使用しているので,迫力のある忠

な音を再4することができるリ SG-849Rではさらに出力を増大

しているので,普及形のセットとは思えない豊かな音を再生する｡

ピックアップはタpンオー/ミによってSPとLP･ST(ステレオ)と

を切り換えている｡

(2)DPS-961

シックなデザインでハイ･■ノァイ川の20cmスピーカを2個使

用し/,6rト13,0()∩(ソs j~声くせのないすば仁一,1_い音を再生する｡
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第44巻 第1号

第61図 DPS一朗ヒ9R

第63園 丁)PS-96l
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第65図 TRQ=72n高級テープ

レコーダ

第66岡 TRQ-399

ポーニタブルテープレコ岬･タ

ラジオ部分はフェライトアンサナを使用して感度せ_卜げ雑音を少

なくしている｡ピックアップはモノーラルとステレ刑こそれぞれ

専用のカートリ､ソジをHlいたプラグイン式である1｡

(3)DPS∧-956

ヨーロッパ風の明るいデザインで20cmおよび16cmのハイ●

ファイ用スピーカをおのおの2個ずつ使用しノ,低音から高音まで

すべての音をむらなく再生することができる｡またキャビネット

側面のリフレクタで音の広がりが自由に変えられる｡フェライ1､

アンテナ自蔵,テープレコーダ,FMチューナなども接続でき

る｡ピックアップはプラグイソ式である･｡

(4)DPF-1202

豪華な高級キャビネットにハイ･ファイ川の20cl-ユニわよび16

cmのスピーカを2桐ずつ使用し,スピーカボックスは密閉形に

なっているのできわめて高忠実度の音を再生する｡ラジオ部分は

普通の国内放
,短波放送のほかにFM放送も受信できる｡フェ

ライトアンテナ自蔵,リフレクタ付き,テープレコーダ,FMチ

ューナ,TVなども接続できる｡

このほかステレオラジオ付き電蓄では横形としてDPS-1057(2

万円級),DPS-1033(3万円級),縦形としてはDPS-531(3万円

級),またプレヤとしてDPO-072(5千円級),DPO｣)71(6千円級)

を製品化Lた｡これらのセットほ中波バンドが2チャソネルである

からステレオ放送が受信できる｢..

7,4.5 テープレコーダ

昭和35年度より日立の新製品として.登場したテープレコーダも市

場において着々とその地歩を固めつつあり,その第一陣とLて発売

されたTRQ-370は国内はもとよケ)国外においてもその高性能が認

められ輸出も逐次伸びつつあるし.一カTRQ-37()に引き続 紅/､

三陣として,TRQ-720,TRQ-399が発売され,その機樺もようや

く充実されようとしている｡

(1)TRQ-720家庭用中形テープレコーダ

ACラインを電源とする一般家庭用中級テープレコーダで,木

製レザー張りキャビネットに収められ,キャビネット前面に取付

けられた15×25cmというこのクラスにはほかに類を見ない高忠

実度大形だ円スピーカによって,すばらLい再 音を楽しむこと

ができる.｡また操作は押ボタンカ式を採用して取扱いを容易にし

てあり,その動力源であるモートルには,4梓コンデンサラン形H

立モートルを使用して速度偏 や回転むらの層潮路骨っているr〉

そして増幅回路ほオー′L-トランゾスタ化さかてし･るため,消費電

力が約40Wと少なく,電源スイッチネー人.れるとただサ〕に動作す

るし

(2)′rRQ-399ポー町タイノLテールニト叫ダ

TRQ--･･･370シリーズのポータブルテー→プレコーダで,電~ノJ容態

の割合に価格の安い単2号乾電池4本を電源としているが,AC

アダプタの使用も可能となっている｡操作はレバー式を採用し,

小形ながら早送りも備え,取扱いの便を っている｡またこの性
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第67図 磁 気 テ ー プ

小形セ､ソトとしては巌大の7×10cnlスピーカを前面に配し,500

nlWという高出力と相まってすぐれた音響特性をもたせたため,

人の肉声はも-らろ′し,軽音楽相室の録音再生も十分に楽しめる高

水準打製品である｡

7.4.d 磁気テー プ

最近急 な伸長が見られる小形録音検の普及に伴い長時間

能な薄手テープが要求されている｡35."テープは一般に使用されて

いるリールに長さ1.5倍のテープを巻くことができ,したがって1･5

倍の録音時間を有するテープであり,そのうえ次の特長をもってい

る｡

(1)磁性材料に高感度の微粒子が用いられ,それが均一に分散

しているので高周波相生が基準品に比べ3dB高い｡

(2)磁性膜の 耗が少なく数百回使用後も音質の低~Fがなく半

永久的に保存できる｡

(3)帯電が大きいと雑音の原因になったり,テープの走行障害

になって音質を害するが,35/∠テープは特殊な帯

処理をしているためほとんど帯

防止剤で表面

が認められない｡この35."テー

プの出頭は乾電池式小形録音機の利用度を高め,また一般からも

長時間録音用として電宝がられている｡

7.5 シ ン

35年秋 売以来,爆発的な人気をよんだセミジグザグミシンZS

ー100形を,さらにより使いやすく改良したZS-110形は,折からの

ジグザグミシンのブームにのって順調な伸びを示t.,今後続々開発

が見込まかているト｣立ジグザグミシソシリー→ズ♂~)第2弾とl_て新し

い需要層の開脚こ人きな戦力となっているこ,

また日ご/ニミシン発売 ミシンの標準形として定評のある
HC-

220形に代り,新たにミシンライトを内蔵しダイアル式送り調節機

構をも一,た角形カム式ミシソHC【450形が発売され,そのスマート

なデザインと相まって早くも若い女性層の標準形ミシンとして確阿

たる地位を築きつつある｡

なお36年秋発売されたHL-520形は,従来のバック縫いの場合

のプ､ソシ1ボタンを‡甲し続けることの手間を省いた画期的なノミック

第6鋸瑚 ZS--11n形ミンン 第69区1HC-45(1形ミシン
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第72巨く10VH-A31形

石油ぺトーブ

縫い 定司 闘 ゾ､ソシュボタンリノご-1俺牌で∴畑1j新射卜訓-の

ものである･=-長い間業非の懸潔であー-)た′ミ､ソク縫い州定矧軌他に

さきがけ採川LたこのHI一-52-)~形にほル･′ニミシン/〉後の大きな飛

躍の糟として期待されるとこノ7,大なるLi､のがある､､

7･占 そ の 他

7･d･1石油暖房器具

石油ストーブははかの勲瀾症二比し燃料費力域く,なんら言削拒必

安としないので手軽に使え,小毒などの危険性が尤いなど多くの利

点を有しており,最近ユに一般の関心が高ま-_),その一昔要もユガし

つつある｡

これらの利点こ削Ⅰし36隼度ユリ3粍侍の用由スト∴ブを桐た

開始した｡

(1)0VC-41形f了油ストーブ

6､8畳の洋間に過した,部屋全休を暖〆)る対流形のイ｢油スト

ーブであり,青い焔で完全燃焼をするので石油臭がない｡また火

災の危険性の少ない構造に設計されている｡上にはダンパがつい

ており開けばやかんなどをのせお湯を沸かすことができ,閉じれ

ば周囲への放熱を増すようになっている｡操作は簡里であり手軽

で使いやすいストープである｡

(2)0VH-31形石油ストーブ

燃焼筒上部にニッケノしクロム製のコイルおよび赤熱金網を有しノ

多量の赤外線を出す反射形石油ストブである｡この赤外線ほ美

Lい反射鏡により前方へ一億に効率良く反射され,直接人体を暖

めるので和室や人のⅢ入りの多い部屋でも十分の暖がとれる｡さ

らに置台を回転式とし,移動や･lこミ火操作の便を考え,やかんの来

せられるじょうぶなガードなど考慮が払われている｡

(3)0VH-31形石油ストーフ

0VH-31形と同様の性能を有しデザインもほぼ等い､反射形

石油ストーブであるが,さらに従 にない日立独特の自動点火方

式でダイヤルを回すだけで点火できる便利尤ものである｡

7.る.2 ガスストーブ

日立赤外線ガスストブは,バーナ裏面の空長日Lから燃焼に必要

な一次空気の全~量を吸入し∴燃焼時に焔の周囲から二次空強がいら

ないシュバソクノミ-ナを採川い㌔燃焼によって,耐熱性とすぐれ

た断熱効果をもっている特殊陶磁器製セラ

約8500Cに赤熱し,赤外線を放射する｡

幅射効

ックフレートの 面を

がすぐれており,特に屋外や,出入りの多い室,または

店頭のような風のあるところでの採暖効果が大きい,バーナを傾斜

させて燃焼可能なので,ほかのガスストーブにはできない角度の調

節ができるなどの特長がある｡

全機種,操作が簡単で安全確実な自動点火コックを備えている｡

このなかでVSG-82形(都市ガス用),VSP【82形(プロパンガス

用)は,フロアースタソド式で,応接室,事務所,会

採暖に好適である｡

重などでの

日立ガスストブは,スケレトンを使用するプンゼソバーナを採
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第73図 VSG42彬

赤外翻･カーー1■1ト

第75図 VSG-81形

ホ外貌ガスストープ

第77図 VHG【22形

ガススト
ーブ

第79図 VHG-31形

ガスストープ

第741ズlVSG-62昭

ノ在外練ガスストーーニ′

第76岡 VSG-82形

赤外線ガスストープ

第78憧】VHG-23形

ガスストーブ

第80図 ⅤVG-31形

ガスストープ

第81図 HDG-21形ガスこんろ
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用している｡いずれも中一乾電池を電源とする｢l励1【､く火力式を採用

していることは,｣1~i【′二赤外線ガスストーブと同じてふる､操作が簡

一里でかつ攻_仝なので,~芭人や~r供ても`安心して才則′ドてきる｡コック

つまム,点火装置,ごた気調節つまムむ1箇所にまとが)たので媒作が

便利である.-｢.ガードは簡一朝こ着脱が■ir経でこい),~一人Jtが楽にでき

る｡いず九も上面にやかんが乗せられる構造で逓,る〔そ′hぞれ都市

ガス用,プロノぺン㌧ガス用がぁる

7.d.3 ガ ス こ ん ろ

ガステーブルこん7)HDG-51形(都市ガス用㍑ HnP 51形(フ

ロパンガスロ‖は,高純ステンレス鋼板を使目した2】l形で, 軌
一▲LrJ

汁受肌,バーナがそオtぞれ簡｢iう･には-~ト仕るのて､,｢入れがf｣◆■きとど

き清潔に使川できるし一便作ニトソツ封むし､カ､つてに偵斜させてふるか

FJ,操作が容易であるとともに,ノlニイfごF)r)〟)向きでヰ)ゴム管が接

続できる自在ホースエンド封建リ1-JL.ているし､

HSG-21形(都市ガス榔,HSP21彬(ゾ･｣パン〝ス111)-んl､ス

こんノ)は,--･lり杉で,場所すとr)ザ,移軌ニ′ンンヂ享易な畔副杉でこら,るし-

ど■〔)F-)も`友乍確′実な,て､ソチのいと､)ないイl軌1上火武一L∴ぬれ~｢こ･も,

ノトfで簡附こ操作ができる､｢

7.6.4 乾 池

乾′戯也の浅;安増加は近年i-1ざましく,昭1リ=1トやトランジスタラジ

オの電源iこはもtノ)ん,′卜形の音響機脚から電～もカミソリ,ギ蓑の

フラッシュ,ガスライターiこ,さらには玩具にまでその利用穐囲は

きわめて広く↑後もさらに斯い､分野におミ/ナる利†仙笹期待される有

力弘一11∫lでこち,るし.､

～)3

第82岡 口

ll立乾電池は,昭和33隼に初〟)て｣lJ場に遅日したが,1ソ､束保｢州ミ

を考慮した特殊紙縁材料の使1拙による良ノf命,高1i椒性七備えた

ん∫■の開発によって,現在市場におけるl-l＼-′二乾電池の基髄を確l占lたる

ものにしている.､その鼻什けとして,次び斗1三艮をもち文′ナ:どおり斯

罪〟うトソゾレベノLなり)くIIl■′二乾電池として,l軸句はも･F,ノて_)ん輸州に

も大きな伸長な続けている､1

持艮:(1)甘口放饉による1-■l然汀j純な防ぐため,独得の絶縁材

料を使い保仔件を高勃ている｡

(2)甜-1-■質の電解二酸化マンガンの榔1Jと特殊精琴射こ.と

って,容量が大きく長寿命である｡

(3)電㌔ミュネルギーを伝えるためのカーボンフイルムに

は,独柑のGr;lfite Filnlな腫用しているため,安碇した

性能を繰証する｡

昭和3る年度における日立金属工業株式会社の社外寄稿の成果
(昭和35年11月～昭和36年10月)

昭和3d年度における日立金属工業株式会社の社外講演の成果
(l仏和35年11ノ]～昭和36年10月)
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