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13.1電動機応用晶

家庭電気品ほ39年度もデザイン,機能の改良による機種の充実

と積極的な新製品開発により著しい発展をみた｡扇風機には主流■盲P-

全般iこ3垂首振機構を,換気扇には前年度好評であった30cm換気

扇の諸機構を20cm,15cmシリーズi･こも採用した｡ファミリーク

ーラほ超薄形にすると同時に水抜き,空気抜きキャップなどの装粁

を新設して据付,取扱いを容易にした｡

ちゅう房製品としてほ新しくアイスクリームフリーザ,熱蔵橿を

開発し,また美容器具としで性能,デザインに特色を持つ美容セッ

ト,ヘアードライヤーを完成した｡

空気清浄器は今年度新たに開発された家庭電気品で,険しん,脱

臭,殺菌機能で室内零気を浄化し,さらに生理的に好影響をもたら

す陰イオンを豊富に発生する注目すべき成長製品であるこ

電気掃除機としてほじゅうたんの掃除性能を向上したコードリー

ル付ホット形の新棟種を完成し,さらにシリンダ形に慣性集じん方

式をとり入れて集じん容量を増加するなど,品質の改良がなされた▲

洗濯機には大容量二段水流式の新機種シリーズのほかlこ,二槽式

脱水洗濯機として好評を博した"ペア”を完成し,-■iデ眉の向上と機

種の充実が行なわれた｡

ポンプはわが国初めての同心2毛管式シングルジェット方式を開

発するとともに関連製品として砂こし器,太陽熱昆水器を完成したし

13.1.1扇 風 轢

39年度ほ,日立製作所が新たに完成した"3電自■振''機構を主流

扇風棟の大多数に採用するとともに,新しい考え方のデザインに改

良した｡このため,全機種にわたってシミラーデザインとなり,椀

種構成もすっきりした形となった‥ また羽但,モートルiこ関しても

各種の改善がなされた.ニ.

(1) 3垂首振

永年の懸案であった回転ガード(2卓首振)装掟を新規に開発

し,これに前面首振放構を改良した新装置を合わせて,日吉独白

の3垂首振装置とした｡本装置の採用により,扇風機の前面から

百振の停軌 首振の幅,旨振の向きをロトhに変えらJtるようにな
J_

つ/､_-,

(2) デザイ ン

特長あるベース構成で支柱糀とベース部の色を変え,全体をス

確醸

第1図 H-254形扇風枚 第2図 D-304C形扇風機

リートーンカラーとしソフトな感じを出すと同時に,クローム色

を各所に用いて豪華感を盛iつ上けた｡またモートルカバーをプラ

スチック製として,機構祁をノ亡今におおう形とした.二

(3)モートルおよび羽根

20cmを除き,全機種にコンデンサ･モートルを使用したしノな

お,25cmから40cmにゴミる各種モート′しの小形軽量化に成功し

たため,ペースの大形化と相まって安定した形となり持ち運びも

便利になった｡また35cmにプラスチックブレードを新設し,

25,30,35cmという一連のハーモニックブレードのシリーズを

完成した｡.

】3.1.2 換 気 扇

39年度は新しくUL-201形20cm連動換気扇およびRCL-251形

25cm吸排速詞付換気扇を開発するとともに公共住宅形15cmシリ

ーズ(PN-153形15cmシャッタ無し,PL-153形15cm連動換気

扇)の改良を行なっじノ これら換気扇ほ昨年発売し好評の25cm,30

Cm家庭用換気扇のすく､れた点を取り入れ,一段の改良を施したも

のである｡おもな特長は次のとおi)である｡抽よけをかカーユたベルマ

ウス状フアンガイドが有効に働いて豊寓な換気量となっている｡音

がきわめて′J＼さくすく'､れた防振構造となっているぐ÷壁に取り付けた

際,三三内に出張る部分が非常に少なく,薄形の機能的デザインにな

っている〔シャッタ部とモート′レ部が分離できる分割構造になって

いる｡全閉形コンデンサモートルを使用しているので,じんあいの

多い場所や湿気の多い場所でも使用できる(ノ換気扇の左右いずれの

方向にもコードが引き出せるので取付けが使利である.こ.

13.】.3 フ7ミリークーラ

39年掛土,FC-341形,FC-541形,FC-741形の3機種を｢if+

発したこ′用途は生活環境改善用をほじめとし,義東,乳牛飼育用な

どと広範l用にわたっているこ おもな改良ノ∴ミ,特長ほ次のとおりで

あるこ

(1)奥行を昨年より22%蒔くし,槻付面積を′J､さくした亡.

(2)風向板,内部配管弧与｢-の改良によF),暖房使用時に従来よ

i)高い温度の温水(80℃)まで使用可能である｡

(3)ポンプ,フ7ンスイッチを一緒にした5連押ボタンスイッ

チの採用により,操作が容易である〕

､東盛
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第3図 H-304B形勾引軋挺 第4図 S--404形扇風機
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第5囲 PIノー153形

15cm連動換気扇

第6図 RCし-251形25cITl

吸排速調換気扇

(4)冷却一附こ,洗浄川および二乍気抜き川キ1アップをつけ,さらに

給排水パイプにほi+淵i防‖+t】の水抜きプラグをつけた｡

(5)裏ぶたにサラン7イ′レクをつけ除じん†′印jをもたせた｡

(6) FC-541,FC-741にほ移動川巾をつけFC-341ほリモ

コンスイッチの王剛寸けを可能にした=

(7)二束部な水岩夫′Jミ装i祥の採用にエリ,デザインの一新をほか
J､

/Jノ+ら

13,】.4 天井扇風磯

輸出中川の漕及■l打lとLて,11IC形大ル扇風機を開発したこJその

特長とするところほ,.ロータコアの外耶1■;がそのまま外かくとなっ

てロータハウジングにダイカストにより鋳込まjtている｡したがっ

てモートル仰が従米のものに比して′+＼さく,乍体としてかなり軽量

とな一-ている.′Jモートルには22極のコンデンサモートルを使和し,

速度制御装‾掛こより停i卜,低速より高速への段階変化を均等にして

いるr,

13.1.5 電気集じん器

電父集じん式家庭用乍気清浄諾圭EP-100形二ざゴよびEP-200形が

開発された｡この製J㌔｢lほ除じん,殺胤 脱臭,陰イオン発生の四つ

の機能を有する家庭川小形ソ:モ気清浄宕‡きで,従来とはまったく分野を

興にした家庭電気ふ■■である｡接近の都会のソ:ウ気ほ,ばい粗〔1勅中

の排気もガス,浮遊神南などで若しく汚染されており,呼吸一器系ヤー眼

の病気,ビ′し病などの原抑こなっているといわれている｡R､1_亡卒去も

i-【i浄掛まこの山に着卜1して開発された新熟【‖-1で,環境衛生の改善に

大きな役割を果しているrJ

浄化エレメントほメカニカルフィノLタ,電気焦じん器,活性炭フ

イ′しタ,陰イオン発/ト㍑L‡の川つで,空太の吸込側からこの順序に設

樫されている｡メカニカルフィルタほ特殊処稗をほどこしたホリウ

レタンフォームで,辛気小の比較的人きなじんあい,繊維状のじん

あいを除ムする√+電去こ紫じん:矧よ,デ′しタ形多イL板電極とシールド

第11関 大井扇風校140cmllIC形

蒜=耶蒜
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第7図 UL-201形20し二m

連動換気病

第8図 FC-341形ファミリー

クーラ(冷房能力3,000kcal/h)

第9図 FC-541形ファミリー 第10図 FC-741形ファミリー

クーラ(冷房能力5,000kcal/h) クーラ(冷房能力7,000kcal/h)

ネットを併用したFl立独1て‾tの電極形状を有し,約101くⅤの直流電圧

を印加することにより強力な集じん力を発揮し,0.01ミクロンの′超

微粒丁まで集じんすることができる｡したがって煙草の煙,花粉,

細南棟も容妨にとらえることができる｡活性炭フイ′レタは寺内にた

ちこめる汀,体臭,煙草のにおいなどをほぼ完全にとり除く性能を

有している｡陰イオン発く_卜器ほ誘電体被覆電極と針状電極間に特殊

な脈流高電圧を印加したもので,ほとんどオゾンを発生することな

く高能率で陰イオンを発生する｡

電気任じん器用の高圧電源には種々の利点を有する発振方式を採

用し,フライノミックトランスと半波倍電圧整流回路により,約10

kV,400.′仏の出力を得ている｡陰イオン発チト器用出力は半波陪電

第12L基】EP-100形空気清浄器
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第13図 EP-200形空気清浄器
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第15図 R-H50C形電気掃除機

第14図 C-V80C形電気掃除株

圧整流回路の1段目よりとり,22kc/s,ピーク値10kVの脈流で

ある｡

一般家庭用として用いられるので,安全性にも十分考慮が払われ

ている｡すなわち電気集じん器を手入れする際,自動的に電源の両

ラインを切るドアスイッチ,電極にチャージされた電荷を自動的に

放電するディスチャージャ,故障表示,短絡表示用ランプ,ケース

に誘起される電荷をアースさせるリーク抵抗などを採用している｡

メカニカルフィルタ,電気集じん器の手入れに対する取扱性も容

易であり,特に電気集じん器電極間距離は30皿mもあり,通常の5

～8倍であるので,洗浄はきわめて簡単である｡

なお,EP-100形は横形で処理風量3.5Ⅰが/min,45(人･坪)ま

で,EP-200形は立形で処理風量4.5m8/min,66(人･坪)まで使

える｡

13.1.占 電気掃除轢

全面的に主流株種のパワーアップを行ない,最近普及度の急増し

ているじゅうたんの掃除性能を向上したこと,ポット形掃除機のコ

ードリール内蔵式のものを完成したこと,日立独自の慣性集じん方
式を開発してシリソダ形掃除機の集じん容量を増加したことによ

り,いっそう品質の向上がなされた｡

(1) C-V80C形電気掃除磯

好評のポット形掃除枚に400W強力モータを用いて吸引力を

著しく増大し,かつじゅうたん用吸口の空気漏えいをなくして風

速を高めた金属製吸込面を採用してじゅうたん深部の吸込効果を

高めるとともにじゅうたん上での操作性を向上した｡

第16図 R-H50C形電気掃除枚の慣性集塵簡

案じん部にほ日立独特のスピードちり落し装置を内蔵してフィ

ルタに付着したじんあいの処理を簡単化したはか,引出操作の軽

快な摩擦ローラ式コードリール,低電圧式リモコソ,ダストイソ

ジケ一夕などを使用している｡

〔2)R-H50C形電気掃除枚

シリンダ形の400W強力掃除機で,本体内に吸引されるじん

あい流の慣性を利用して集じん袋の中央にそう入された集じん筒

(ダストホルダ)内にじんあいを集鼓させる慣性集じん方式(ハイ

ポリウム式)を新たに開発し集じん容量を飛躍的に増大した｡

13.1.7 洗 濯 轢

洗濯擬は二段水洗式の新撥種や二槽式脱水洗濯機"ペア”などが

発表され,全面的アクリル塗装の採用など品質の向上と椀種の充実

が図られた｡

(1)SH-PT2100形二段水洗式洗濯枚

洗濯容量を1.8kgとして従来より20%増した｡洗濯方式は自

動反転と渦巻の2段切替,時間表示は日立独特のスクリーンタイ

マー方式,ダイヤル操作の排水バルブを内蔵し,かつ排水ホース

の左右付替え方式の採用など数多くの特長をもっている｡

(2)SH-PT2800形排水ポソプ付二段水洗式洗濯機

SH-PT2BOO形をもとにして排水ポンプを内蔵したものでバルブ

と切替スイッチを連動せしめてダイヤル2個ですべての操作がで

きるものとした｡またススギ時は連続運転に切替えて使用者の操

作失敗を絶無にし,かつ管路内に分離タンクを設けて排水機能を

向上した｡

(3)SC-PT200形二槽式脱水洗濯機"ペア”

洗濯機と遠心脱水機を組み合わせた新製品である｡どこにでも

据付けできる合理的な外形寸法,取扱いに至便な独特のオープソ

槽構成など数々の新手法を採用している｡特に脱水率が高く衣輯

第17図 SH-PT2100形 第18図 SIトPT2800形排水ポンプ 第19図 SC-PT200形

二段水流式洗濯機 付き二段水流式洗濯枚 二槽式脱水洗濯磯
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第20囲 SC-T2形
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祈22阿 WT-K7h一形柁什Iiニートン7

がらくに投入できる大U子羊脱水槽,洗描機と脱水機にそれぞれl､1f二

用のタイて-,使いやすく虞華な上面バネ′し,ダイヤ′し操作で排水

できる排水バルブ,排水ホースの左右付伴え方式の採用など数々

のアイデ7がもりこまjtた最も進んだ二牌式りうま水洗寸了-rさ機である..

(4)SC-T2形脱水機

SC-PT200形の脱水械をもととして偶成したもので,従来の洗

耀楼と併瞑して使われることかド)外形を小形化した〔またJ馴川手

間を最適ならしめるよう調掛tr能なタイマーな設けている｢､

13.l.8 ポンプおよび関連製品

ポンプの機種拡充とともに,その関連矧■‖■lとして次のような～Lの

を完成している｡

(1)JTl･Pl｡｡形シング′レミイブジェットホンブ

ジェットポンプほノけ了の1いに肝力管と吸込管の2本を必要と

し,その2本の管ほ従来平子f管方式であったが,わが国で初めて

同心2垂管力式を採用することによって糾い管径の打込ルノーi(2

B)にも使肝自r能となった｡しかも配管を容易にするアダプタ,流

水抵抗を軽減する特殊配管継手,分解抽除の簡rilなフイ′しタ,す

べての部バ如こ耐食性材料を使用したジェット純など数々の柑艮む

傭えている｡

(2)WT-K751形枝井いホンブ

従来の自動式浅ル戸ホンプほ,最大400Wであったが,750W

となって揚水量ほ5剤以上も増加した｡したが一-てル了二了水の州rJ

使用や,降雪地帯の融雪用あるいほ業務用など多ノノl帥こ川いド)

れる｡

(3) GF-A形紗こし拭子

肘■‾丁ポンプの砂かじり防J卜を1三‖｢1勺とするもので,特に紗が多

く出る掘F)たてのル｢iや打込式の場介利別1!i怖が大きい√.スピー

ド砂落し装梓を備え,フィルタの掃除を外部かF)竹城に子+二なうこ

とができる｡またサイクロンとフィルタを併川した2巾机出プブノ･〔

のため折過性能のすく､'れた設計となっている.｢.

ミ･＼‾て茎､pミ‾ミ

==シ′茫こ-一重

重き

rL莞･要義済-ノー琵琶蟹幼
倣:三三･昌一_､､邑≦ミ∵一群≦喜一詔

簡

樹糊叫

節23｢賀1GF A形仙二1∴そニ‡
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第24阿IiS-18A形ト1立7ホlコネット

(4) HS-18A形Ill■/二7ホPネット

人陽熱を利用して桁川,涜誠=礼 子ナ所川などの～.㌧Mくを得る新昏法

l■‖'lで燃料の節約や手間♂つl即恥二役､■./二つ√_適明板を過してほいった

太陽光線は受勲器で何様キャッチされ,受熱講話内部に▲享貨り-仁ノノわ∴二

什切板の作川とあいま一)て高性能を洛揮するく-.また18-8ステン

レス鋼製受矧札 嶽化プラスチックの適例板など,すべての.､附‖■.

に長子≠命の矧古がなさjLているし,

13･1･9 ちゅう房製品および黄昏器具

らトわう房矧【けIlとして排しく7イスクリームフリー-ザ山と熱掛‡iヰニ

朋党し,また‾某せ享㍑Fりととして=､-′二独特のう三瀬+ヱットなと=)びにヘアー

ト'ラ丁ヤー,モ′.二矧11■lイヒしたこ､

り) アイ スクリームソリーザー

木機ほ叶んに托二し､て調｢､TLたクリーム液をケースに入れ,ナー

スl勺のかくほん繋でクリ-ムi夜なかきまぜなが仁J,一花て上t柏掛卜の

i処水ヰ;を川いて冷却させることにより､約30＼′60分で肘-な〃〕か

節25岡IC･-61形7イスクリームフリーーりご一 節26岡 FH-1形熱棟仲

町〔105¶

節27周IlTた)こ界･ヒ ット
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第28図 日立ヘアードライヤー

たさのアイスクリームを6人分手軽に作れるものである｡ソフト

クリームができると自然にとまる専用モートルを使用しているほ

か,製氷室に凍りついたケースを簡単に取りはずせるレ/ラーを有

し,さらにケースは水や原料を計れる計量目盛つきとなっている｡

(2)熱 蔵 庫

熱蔵庫は調理した料理をそのまま暖かく保温しておくもので

ある｡

庫壁の外周に熱風を循環させ,サーモスタットにより庫内温度

を65～80℃に保たせる構造になっている｡殺菌効果があり,腐敗

の心配はない｡庫内は30Jの容積を有し,3段に仕切ることがで

きるので内容積をフルに利用できる｡大きさは冷蔵庫の上に置け

る大きさで,台所に置いても場所をとらない｡他の調度品と調和

するように白色アクリル樹脂塗装の清潔なデザインとしてある｡

(3)美容セット

業容セットは電滋石のrF用により振動する振動子の先端に,目

的に応じた6種類のアタッチメントを取り付け皮膚をマッサージ

するものである｡効果ほ血行をよくし,皮下脂肪の沈着を防ぎ,

細胞の枚能をいつまでも若々しく保たせる｡振動子の運動は,取

り付けられたアタッチメントにより軽くたたく作用と押す作用を

同時に行なわしめるようになっている｡また強弱好みの強さが得

られるよう2段切換式スイッチが組込まれている｡そのほか操rF

件の点では軽量で,持ちやすく,そしてデザインは高級化帆抗の

ムードあふれたものである｡

(4)ヘアードライヤー

本機ほ洗髪後の乾燥,整髪,ウエーピソグ,くせ直しなどに和

いられる家庭用ヘアードライヤーである｡小形整流子電動枚はケ

ース内に防振支持されており,後方吸込ロには風量調整装置を持

ち好みの風量が得られる｡〕冷風-一熱風を切りかえるスイッチは操

作しやすいワンタッチ式であり,さらにデザインも操作性に零点

第29Lx†R-1n4A形冷蔵嘩
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を置いた′+＼形軽量のピストル形となっている｡

13.2 冷蔵庫およぴルームクーラ

39年度の冷蔵帝は内容横100JのR--104A形を主力に15撥種を

生産した｡従来にない新しい製品としてl勺容積80JのR【084A,

120J二温度式冷蔵庫RB-124,30Jの冷凍庫R-034および断熱材

に硬質ポリウレタンホームを用いたR-154Pを開発したが,特に

R-154Pは業界にさきがけた蒋壁冷蔵庫として世間の注目を浴び

た._.冷蔵庫の普及率は39年7月で全国平均39.5%,郡市では54.1%

となっているが1]立冷蔵停は業界トップを保ちながら今年も好評の

うちに他社をリードした｡特に主力機種のRrlO4A形は製品の優秀

件が消費者にも認められ盛夏を待たずして品薄となった｡

ルームクーラほ750W,600Wが中心で特に39年度新たに開発

した200V3相1,100Wおよび600W,200V単相750Wおよび

600Wを加え,10機種を販売し,いずれも好評を得た｡また日立

ルームクーラのJ了拠率も昨年同様業界第一位を保っており今後の伸

展が大いに期待される商品である｡

13.2.1フロストップ冷蔵庫

39年度冷蔵韓の販売において各社の京伝は除霜方式に重点が集

中された｡除霜方式には霜取開始の方法,霜の融解方法,霜取終了

の方艶 除霜水の処理方法などの内容が含まれており,各社ごとに

種々の方法が採用されている｡これらをあらゆる角度から検討した

結果,霜取の開始については押ボタソ式またはタイマー式が最も便

利であり,前の融解についてはオフサイクル式が最も経済的で,霜

取終了についてほ温度復帰式が最も完全であることが判明した｡ま

た,除霜水の処理については,掃除が容易にできる蒸発皿の方式が

よいこともわかった｡目立冷蔵樺はこれらの要素をすべて盛り込ん

だ理想的な除霜方式を普及形冷蔵庫に採用し,これをフロストップ

(Frostop)冷蔵庫と称した｡この除霜方式は最も経済的で便利であ

i)故障もなく信頼性あるものとして好評を博している｡

(1) R-104A形

バネコソの使いやすさとフロストップの経済性とにささえられ

た39年度主力機種である｡パネルは整然とした配置となり左右

のノ女H模様とともに一段と精巧な機能感を表わしている｡従来内

部にあったバターコンディショナスイッチもパネルで操作できる

ようになり文字どおF)完全なパネルコントロール方式となった｡

内部にほ回転式低温解器,プラスチック製多湿形野菜容器,回転

うミ/ミターケース,2段のプラスチックコーティングを施したセル

フクーンバスケットなどがつきいっそう豪やな冷蔵庫となった｡

第30周 R-154P 形蒲嘩冷蔵称
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第31岡 RB-124形二況健式冷蔵樺
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第33図 R-161形輸出冷蔵煉

第32図 小 形 圧 縮 機

(2)R-104K形,R-124K形

日立製作所が独自に開発した除霜用タイマーを有する完全除慮

方式の椀種である｡すなわち除霜は夜間に行なうのが最も理想的

であることに着目し,超小形で信醸性のある24時間タイマーと

除霜用温度調節器を一体化したタイマー式デフロストサーモスタ

ットを開発して,これをパネルに取り付けたものである｡タイマ

ーの針を据付時にその時刻に一度合わせておけば,以後はまった

く自動的に毎日午前1時に除霜が開始され朝までには除霜が完了

するまったく理想的な除霜方式であり業界の注目を浴びている｡

(3) R--084A形

本年度新たに開発した機種で内容横80Jの意慾的製品である｡

バネコソ･テーブルを具備しバターコンディショナを有するなど

外観的にも機能的にも100J普及機種になんら遜色のない椀種

で,しかも廉価であるために新しい需要を喚起した｡

(4)R-064形

内容積60J小人数家庭用機種として近年需要の多い機種であ

る｡本年度はオープソコントロール式となり,庫内灯ならびに除

霜用温度調節器も取り付けて小形ながらもすべてを完備し,外観

的にも機能的にも豪華となり好評を博している｡

13.2.2 薄壁冷蔵庫(R-154P形)

最近注目をあぴている硬質ポリウレタンフォームを用いて意欲的

に開発した製品である｡硬質ポリウレタンフォームは熱伝導率が小

さく,しかも現場発泡ができる特長があり,一般に壁厚を従来の%

～%にして内容積を20プ才強増大することができる｡したがって,

同一外法寸法でありながら内容積が20%以上大きい冷蔵庫を製作

できることになり,限られた場所を有効に利用しなければならない

わが国の実状にかなったものといえる｡また,現場発泡ができるか

ら外坂の強度を増大するばかりでなく,気泡が独立しているので湿

気を吸収したり,庫内に臭気がこもったりすることがない｡

機能面ではコンセント什クッキングテーブルを上面に配し,その

後部に操作機能を集中化したパネルを有するほか万能クリスパー,

バターコンディショナ,タイマー式完全白動霜とり装置など魅力の

数々を僻えている｡

は2.3 二温度式冷蔵庫(RB･124形)

家庭用二温度式冷蔵庫として開発されたもので上部に貯蔵左,下

部に冷凍室を備えている｡

冷凍室と一般食占占を保存する貯戚室がそれぞれ別個の冷凍枚を付

しており,完全な二温度式冷蔵韓ということができる｡

この冷蔵庫には,日立が新しく開発した小形圧縮機を採用してい

る｡弟32図に見るごとく上部に圧縮機構を配し,下掛こ2極モート

ルを設置したコラム形で,圧縮機自体の占める容積は従来のものよ

第34図 RF-034形冷凍庫

り約30%小さくなっている｡騒音も低いので,家庭用にふさわし

い圧縮機ということができる｡この墟力な小形圧縮椀を冷凍室専用

として備えているので,冷凍室は常に冷凍食品の長期保存に必要な

温度-18℃以卜に保つことができ,貯蔵室は冷凍室の温度に影響

を与えることなく0～10℃の範脚で一般食脚こ適した温度を選ぶこ

とができる｡

構造面では引き出し式クリスパ,ノミターを硬･中･軟の好みに保

てるバターコソディショナ,押ボタン式自動霜とり装置,自動排水

蒸発装置などを備えた家庭用の豪華な二温度式冷蔵庫ということが

できる｡すでに発売されて好評を博している大形営業用二温度式冷

蔵庫RIi-304形とともに食生活の改善や冷凍食品の普及に寄与し

ていくものと考えられる｡

13.2.4 大形輸出冷蔵庫(R-1引形)

ヨーロッパ製の冷蔵庫に対抗しで輸出増進をはかるため,輸出専

用機種のシリーズ化を考慮して開発されたもので,縦′､ソドルに横

の化粧バンドを配した,いわゆる西欧調のデザインを採用している｡

内部には肉･魚類の保存に便利な低温容器,指一本で簡単に操作で

きる万能クリスパー,日本調をとり入れた引戸式バター･チーズだ

な,ビンの出し入れに便利なセルフクーソバスケットなど日立独自

の機能が多い｡

また,氷の早くできる"1CE”ノッチ付温度調節器や霜とりの手

間をはぶく自動霜とり装置,自動排水容器などの特長を備えており,

すでに発売されているR-123E形とともに東南アジアを中心として

政界各国に輸出されている｡

13.2.5 小形冷凍庫(RF-034形)

硬質ポリウレタンフォームの断熱材と第32図に示す強力な小形

圧縮機の採用によりコンパクト化された冷凍庫で,普及しつつある

冷凍食品の長期保存を可能にしている｡

庫内中央には排水せん兼用の温度計があi),温度調節の目安にす

ることができる｡排水せんをとれば自動的に霜とけ水を排水する機

能も有しており,霜とけ水は下部に設置してある排水容器に受けら

れる｡また,付属のたな網を使えばドアにある2段のたなとともに

小物の保存に便利である｡ドア開閉機構にはパッキングの中に磁石

をそう入したマグネットパッキングを採用している｡

このように′ト形ながら数々の特長を有しているので,食生活の改

二善に寄与しており,将来が期待される｡
13.2.d 汎用単相200Vルームクーラー

従来ルームクーラーは単相100V電源用のものと三相200V電

源用のものが製作されてきたが,単相100V電源においては電灯に

及ばすフリッカ現象を防ぐため電動楼の起動電流を33A以下にし

なければならないので電動機が750Wを越える容量の大きなもの
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第35図 RA-754Ⅰミ形′L-一一∴ク【フ

1/.

第36凶 RA-

ルームク ーー ラ

は斐望作されてい′･ない---▲ノブ,三相200V′壷帆£対妙rE=ミが150Vを越

∴Lるのでi-E㌔ミ=乍物規柑祈135粂の規粗ニ【[りrトヒル二軋紬するこ

とは.治めド)れていなし､.rLたが/-,て二糊200V′1--E粥川]のノL【ムクl--

ラーについては仙述のril･柑100Vナ‾Hのようなナ子星の制附よないが一

般の什七川にほ使えないという使川制l災がある そこで｢jt糾_‾三株式

200V塩船の機(ナほ対地[抑三が100Vとなるので納j心の規楓二よる

使川制限ほなくまた起動屯軌よ45Aまで許さJtることからf‾了三七用

の人きな墳墓の′し-ムクーラーの言如作がロJ能となること,および

rit相三組式の配紋ができる什上射一卜肘ま太一ノ附けでは60%山上を■lt

め比較的容妨に配線ができることなどから牛如こ三ii三ノ+真･£_i仝よf)濃

壬仙ここのri叫日三根式200V屯滑川のノし一ムクーラーを-1†■･く｢iH発する

よう要ゴミがあったノ ニこにjJ占べる6､′8′㌣川1のRA-604B形′し-ム

クーラーおよび8＼ノ10ノバ･川のRA754B形′し-ムクーラーはこの要

ヤけ二心じて偶発Lたものである.J`姦動機ほ前者が600W,後者が

750Wである._ 心機の特長は小相200V電淋を使用するのでlうiJ述

のようにfi三七でもそれ以外でも使えることのほかに,′し-ムクーラ

ーとしてば′㌍指式であるので窓などに設粁しで慮i娘な入れるたけで

冊叫こ運転できる,拍〃jのほかに小二用の暖〃ブ肝屯熱托:壬を取り付け′才し

ば暖カブ繚として佐川できる,送風機ほ低速運転ができるようになっ

ているので佼l称こはさらに静かな運転ができる,また温度調節器,

換㌔己装ii一郎ン)いておりそれぞれ簡巾な挫作で#の温度の調節,1州

の汚染した咋1もの排⊥もができるなど,数々の特艮を揃えている

13.2.71.1kWルームクーラー

〆仁米,′し一ムクーラーほ]りJ60UW〟)ものと出ノJ750Wのもレ)

が丁トノJであ一-)たれ 近咋′し-ムクーラーのj-与:及に伴一-パ:人才子墓のル

ームクーラーが安_り圭されるようになった.ここに述べるRA-1104

T形′レームクーラーはこの要?にん己じてi消光Lた出力1.1kW′し一

ムクーラーで,川途ほ美樹月が主体で屯淑として三相2POVを使11j

する.･冷虎能ノブほ3,600/4刀00kcal/h(50/60c/s)で750Wの冷以能

ノJの約1.5汀壬であるこ 山貞け)化枇カバーほ舞3る図にホすように化

雛わくと吐出風向倣に7′Lミ′JI抜きサッシュを使rF】し高級でi舶;くな

感じのデゲ丁ンであるノ吸込lレくネ′しを朋ければエアフィルタがf翔

一rilに収り出せる機能を肺えているこ.なお撫付けに使利なスライトて
ウト機構をもナ〕,温度調節器,換㌔も装拒壬七よび風量変換装ir托抑え

ている∪ また高Lト三ガス取締法にもと/づき冷凍サイクノしにほ旺カスイ

ッチをイルでねり,l肘伴侶=立な快如しているし

t3.3 厨 房 装 置

13.3.1厨房ムーブネット

1日こf以ムーブネットは家虹′i盲1もんIlな総帥小こ紅L克f†わせた.ご川ii鮒.■1.

である

†棚‡は一帖i▲乍間と†一川i･耗能との総r‡体であるれ肘占楼台巳 帖に

尉赫£そJL11身二L二場子山雀が‾叶能な機能中位であることに右【lして,

台所の基本的作巣要素!洗浄_‾れ_し+喜‾‾収納_■をでナJl州勺に巾鮎成L,

諦

1104T形

】ぅ‡叶

ニソゝ

ri間 第47巻 第1り一

亘

≡｢〉シ〇

第37[老†MK-024形厨房ムーブネット外観

転
ニ三川

l′ミ1ミ□

0 0

⊂コ
○(⊃

榊i叫号外r二‖=ノニ祁什j‾(十【i川二U川を削′⊥/二州‖:ナ

Jlい;i二

ウT7ンクーーん■J(ノ)肘付■り

ち与3とミ図肘如ムーブネットの槻什例

家′･㍍鵠削■ハの糾込みを図った｡_.この開発計州よ娃築界の標準化,二上_二業

化 コンパクト化と軌を--▲にし,祉築家との共同研究の形で進め,

多年射左肘-11を手がけた技術を結集したもので,納入先の殻終需要

射ょもち/)ん,建築家にも世界に例を見ない独特なものとしてきわ

めて女f詐を博している｡

尉由ムーブネットほ次のような数多くの特長を有しており,今後

の1一誌要の哨人を別しているし､

=)練し帆i妨水祉毛含水せん,調用台,ガステーブルコソロ,

排㌔もフード,換㌔も鼠 収納戸だな,脚明を伯えた優美な外

税をイすする機能体となっているこ:

(2)きわめてコンパクトで普通幅員2,700mm(1間半)を必要

とする搬能を効率よく1,700mmに圧縮し,25%のスペー

スを節約してあるばかりでなく,取扱作業性の向上を期し

ているし

(3)壁面を備えた一体構造であるので,†引面を垣外に露出した

桝付け,壁由を隣1ミとの間仕切に使う据付け,カウンター

ノノ式など各種の椒付けができる(第38図参照)｡

(4)据付け純分の†i掘一の壁は小用であり,据付け工事ほ配管,

剛線ともに1個所で駐中｢伽こ接続のみ行なえばよく,⊥期

の短縮,_L資の削減をはかれるし

(5)仕fiT‡空l;-りには特殊_Ⅰ二事を一切必要としないので,据付け場

所に詣椚脱がない｡

(6)一帖‡の増改築の際,据付け場所を変えたり,取りはずした

もとの挑拉を別の用途に変えることが簡榊こできる｡

】3.4 電 熱 器 具

39咋度ほ,‥鳩の=1i_lを_k映し,椀種の増加改良が行なわれた｡

スチーム7イロンについてほ,i巷沸形の良さにさらに自動アイロン
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第39凶IS-510 形スチーム7イロン

び 業 務 川
｢に 枚Il-1-1

第40国 ′rA-640形,･TA-650形トースタ

第41凶 一一 体 釜 シ リ ー ズ

の特長をかねそなえンし=軌7イロン瀬JHのスチームアイロンてミご鮒Il■l

化したし:食生活政主知こ王抽入しているトースタにほ,タイマーJ･ヒ】′l助

トースタが加わり,_乍F二1軌式のlきH発見地しによりまた,`F筐㌔も釜ほデ

ザイン,枚能を-･新した---▲体釜シリーズを′ノ■亡成し,1砧要に対処する

ことができたしノ

13.4.1 スチームアイロン

1S-510形スチームアイロンほ,lS320JlラなJi∈木としノ,llパ′捌ノー瀧

の±衣冠化,噴霧時間の増れ｢′l勅スチームの切‾炸拙作と連動する椚

ぜ一皆電力の二段切持株恥車iよぴⅠ∫モ凝l凋始11排日の怒綿｢iを問った〔.｢上1励ア

イロンとして使用できる機能をそなえダイヤル撹作の解坊なクリッ

クストップとするなど数々の7イデ†7が織りこまれているし.

13.4.2 ト ー ス タ

トースタには,新たに鵬造り打粂Ill.舟1･),性能な一新Lたタで∴ノ

ー式トースタTA･-640形おLにびまったく拙作小川の乍l'1軌式トー

スタTA-650形を開発しハノ1種のJ†ウ加を克たし.クーマ一式トースタ

についてほ,セット解除機構,焼きかげん調幣純州の増れ 焼きム

ラ防11二など椒抜卜の政良が数多く織りこまれたし.また,1モロ動式ト

ースタについてほ,特殊発熱仲鍛練の偶発と,氾比祁慣棟‡掛こよ

り,連続焙焼ができ一段と使利となったしJトースタほ,同州よカゝり

でなく輸｢H■■■■11として今後大きな亡滋要が川手l‡されるし

13.4.3 電 気 釜

加執祁と炊飯外わくJ一郎とを一体にした 一休釜シリーズむニノこ成L

た｡好〔汁を博している七/＼レート形をさ仁_)にノ｢川リヒL,11k扱川三ろ+-′り

上させたもので,1.0,1且1.8J炊きの非恍舶式,保狙式の6種掛を

願えた｡

第42国 KH-441形′心外線
ミ ラク/Lこたつ
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13.5 暖 房 器 具

件能と`女利生に,特に和∴(をおいた.設計,これが40年形暖房器

一八の帖J這です._､ノ■に+にたつは,昨年比汁を博したdl外線ミラクルこ
たノ_)にいノ〕そうの故山む加え,一段と性能を向_l二するとともに,機

性のJ†り加むほかり1モ機種を統一L-た:｡-tイIJほ,保税機肌に,飛膵的

にノ女1三川ミの由い∠感熱線ノわ〔を採柑した｡イ州lストーブは,火災の人

然防l卜,迎燃焼防ILな‾i三体とした二･東女仝.設｢汁,燃焼性能の良さと

あいよって,一段とノ女乍性が向上した〔J

13.5.1電気 こ たつ

新しいdミ外線ヒータの例先により′ノ'亡成した心外純一ミラクルこたつ

に,J丈別▲枚形状のrげlと化,サーモスクソトの感度向上i･こより,放射

什件がl｢り+二し採暖悠のすく1カしたものとなり,いっそう快いやすくな

った.そのl■1r■!侍ほi牒叩り惇KH441形lを+ニカにl‾標準小形什高温

形_=コントローラ什.1切件形lなどl折りたたみ脚什__】を含めて8

機穐とし,りさ三柁地向,大家族向,′ト家族向などJ-】-1途に止こじて需要に

対処できる｡.また,軽焼拝:手兵としての認可もおF),こたつとしての

件能を追憶なく発抑することができた‥

13.5.2 毛布,敷毛布,マットレス

‾仁イドのr米′女い11虻如こ,サーモスタットを-よったく一山)ず,しかも允

熱耐の乍城にわた一-て,サーモスメットをつけているのとまったく

l･川柳きをする感熱縦リノ式な採川することにした｡七布3機種およ

び炊亡イけ,てソトレスいずJ寸=こも格別の二女全件,採暖性能を発揮す

ることができた!=､

13.5.3 石油ストーブ

(1)ff仙ストーブの転倒伸け女-1ミ性

カー.ミリ与って倒した域fナでも,仙がJ人に流れ山ることのない二屯

`_女1ミグンク機桝な川･j発して,主力の0VC-450形,0VC-310形,

0Vtト510形の3機種に枝川し火災の人然防止をはかった｡この

戦

第43凶 YB-170形仁一動電気毛布

叫109-
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∠ニ主

第44図

0VH-510形1i相†ストーブ

第45図

0VC-450形イ‖巾スト

ーブ

立

二重安全タンクは動く機構がないため,故障,収抜上の問越など

なく,確実性の高い安全装置である｡

(2)過燃焼の防止

心のあげすぎによる過燃焼を防l卜する二番安全ダイヤル機構を

開発して,0VC-450形に採用し,火力調整の解妨さと安全性を

高めた｡

(3)燃焼性能,取扱性の向上

燃焼部の寸法形状の改良 整流板の採用により燃焼性能が向上

し前面操作のダイヤル,燃焼点検のしやすい横長のノゾキ窓の採

用,掃除の容易な横倒し式煙突機構に統一するなど一段と便利さ

が増した｡

】3.る テレビおよび音響煉器

絶え間なく進展を続ける家庭用電子椀器は39年蛙においても監,

量ともに顕著な前進を遂げた｡

まずテレビ受信枚においてはブラウソ管サイズがより小口径のも

のから大口径まで枚種が拡大し,それぞれに操作の日動化と構造の

改善が試みられた｡またカラー放送の充実とUHF放送の置局計由

に対処し,ポータブル形には日立独自の技術を導入しトランジスタ

化を進朕せしめた｡

つぎにラジオ受信機においてはチューニングの自動化を完成して

世に問うた｡またFM放送では国l勺の放送網の増大と,輸出の拡充

にそって椀種を充実し,カーラジフ=よ本年も品質の面で好誹を博し

賀,量ともに急伸を続けている｡

ステレオはFMステレオ放送が実施されるに当たり,独自の技術

を開発し,音質のF】上と相まって特長ある製l■ll'lを出した｡テープレ

コーダは4トラック2チャンネル形など新しい力式を採用し競走力

を高めた｡

13.る.1テレビジョン受信機

性台巨,デザインを向上させた新しい機種が生産された

が,これらの受信機に共通してみられる特長として特.記

すべきものに,標準シャシの大幅な採用がある｡これは

"ST-1200”,"ST-3200”iこ使用した新しい串但シャ

シにより実現したもので,ドア式構造(特許出願中)に

より,薄形化と同時にサービス性が良いという特長があ

る｡今後,多数の機種に採用を予定しており,【訂l質の向

上,性能の均一化,生産性の向上に寄与するところ大で

ある｡また,ニュービスタチューナを"ST-3200”はか

各機種に大幅に採用したので,さらに感度およぴS/N

が向上した｡これにより,使用可能電界範囲が拡大し,

放送局から等距離の地点においては,よりノイズの少な

評 論
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第46図

0VC-310形イf仙スト

ーブ

第47巻 第1号

第47図

0VC-510形石油スト

第48図

0VC-422形イi池スト

い内像を得ることが自+‾能となった｡

テレビ受信枚の操作の簡易化という面においても,かねてから鋭

意研究中であったが,今年ほその第1段の成果として

(1)口勅微調整(AFl')

(2)日動輝度調節(ABC)

(3)l′‾l励コントラスト調節(ACC)

(4) 日動垂直振幅調整(ASC)

の4Fl勧化回路を発表した｡これらの適用機種ほ"ST-2800”,

"ST-3200”,"ST-7000”,"STX-550”などであるが,とくに

"ST-2800”ほこの4自動化回路のすべてを備えた完全自動化テレ

ビであって他iこ例をみないものである｡

また,ブラウン管のサイズは,大口径のものに漸次移動する傾向

がムえ,19形テレビ(N-3400ほか)の量産が開始さ々tてから,19形

の±l三産比率は増加しつつある｡

輸出面においても,数量および什向地の増加に伴い,活発な動き,

がみられたが,とくにアメリカ向け輸出専用機種として"ST-660”

の開発を行なった｡

セット付属機器では,tIHF放送尚の医局計画の進展によって,

全国的にUHFテレビの普及が始まったことにこたえ,従来好評で

あったUHFテレビコンバータ"U-10”,"U-20”の改良形として

さらに高性能でかつ安仙な"U-30R”,"U-40R”を発売した｡

13.d.2 カラーテレビジョン受信機

従来のカラーテレビは,大形で高輌であるとされていたが,これ

を普及させるため,角形画面の16形ブラウン管を月れ､たステージ

ルックの新製占【tl"CST-1100''形カラーテレビを開発,発売した｡

キャビネット,デザインの豪華さと,すぐれた性能で好評を博して

いる｡

ブラウン管"400RB22”は90度J砧向で,従米ItlJlより全長が99

ダg-1如
才ム

l几川川nいh

第49図 16形テレビST-3200
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第50図 16形テレビST-2800
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第51図 16形カラーテレビ

CST-1100

び 業 務 用 電 機 品 111

ス可変蓄電器の開発により,世界で初めてのポータブル形∃‾

一トチューニングラジオを市場に出すことに成功した｡

ボタンーつでラジオの操作ができ,一般性能は従来のトラ

ンジスタラジオに比べ劣らないものである(方式そのほかで

特許実用新案合計10件出願中)｡

(2)TH-666F

従来のレーダーチエーニソグをさらに改良し,6石ラジオ

で,レーダーチューニング増幅用のトランジスタなしで動作

を行なわしめるようにした耐J9】的新製品で,"TH-･666F”

フラッシュとし,市場で好評を博している｡

第52岡 5形トラ ンジスタ

テレビFト5000

mm短く,このためキャビネット奥行も38cmと細く,奥行およ

び重量は各社中最小である｡90度偏向にしたため,両面に糸巻ひず

みが出やすくなるが,垂直糸巻ひずみ補正回路(特許出願中)によi)

完全に補正してある｡色同期関係については,画期的な新回路の採

用によって安定度がさらに向_Lした｡(特許3件出願中)

そのほか,扱いやすさを改良するとともに,高肝関係諸一肌1■-■の温

度を下げたので,事故率の低下が予想される(〕

13.占.3 トランジスタテレビジョン受信機

(1)"Fト5000”

"Fト5000”5.5形トランジスタテレビ受信機は,どこででもテ

レビを見ることができるように計画されたテレビで,極度に小形

軽量化されている｡AC電源部分取りはずしの容易なことや,アク

セサリーの豊富なことと相まってその利用範閃を広めた｡また過

醗な状態でも聴視できるように五つの特許にかかるパーフェクト

AGC,超同期,自動重商振幅直線性制御,水平発振一女定化方式

がとり入れられている｡

13.る.4 ラジオ受信機

(1)TH-900

ビート方式によるオートチューニング回路の開発と,エンドレ

第53図 オートチューニング 第54図 レーダチューニング

9イイラジオ TH-900

第55図 FM付き9才子ラジオ

Kロー9201一

付き6才てラジョー TH-666F

(3) FMラジオ

FMラジオの輸出拡充と,国内のFM放送の普及に備える

ため,‖KIト960‖,=KH-1000‖,=F-666〃,"KH-920L”

の開発を行なった｡

"Kti-920L”は,欧州市場の拡充をねらったもので,とく

に性能,デザインは市場にマッチするよう設計されており,"KH-

960”はとくに携帯に優になるよう性能を落さず,小形に設計さ

れている｡

13.る.5 インターホン,トランシーバ

インターホンは,業務用および家庭用として親機2機種,子梯2

梯種が開発された｡また,トランシーバは家庭用には｢ポケットト

ーキー_+と呼ばれる超′ト形が,業務用には100mWクラス3棟種が
開発された｡

(1)インターホンTK-100

標準形1局用親株で,インターホソ噂用スピーカ(マイク兼用)

により特に明瞭度がすぐれている｡また,プッシュボタンシステ

ムにより操作が簡単である｡

(2)インターホンTK-300

標準形3局用親機で,TK-100を3局用としたほか,呼出時

にランプを点灯させ,どの子機が呼んでいるかが一一Ilでわかるよ

うにした｡

(3)インターホンTSI-101

罷内用の子機で,いずれの親槻にも合うように設計されている｡

(4)インターホンTSU-102

樟外用の子機で,特にスピーカは防水タイプとなっているほか,

盗難防_ll二のため取付構造が工夫されている｡

(5)トランシーバ"ポケットトーキーCIi-401”

トランジスタ4石で,9石と同等の性能を発揮する一小形,

障量,安価なレジャー用トランシーバとして開発され,海外にも

多く輸出されている｡

(6)トランシーバ"テレトーキーCH-941”

す 甲

第56岡 インターホンTK-300TSト101

･㌣】_11-℃

第57図 トランシーバ

CH-1240
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第58図 FM
て′しナlノ1蔵

ステレオシンフォニーノノ6900

温

日 立 評 論

曹

祈59同 寸一卜十工ンジャーつきステレ｢づ

シンフォニカ7100

標準形1001-1Wクラストランシーノミで､レジャー川,潔礪Jr‾】

として最もも多く利川されている.′-.

(7)トランシーバ"スーノミトーキーCHl1240り

スケルチ回路,ノイズリミッタ阿路を抑え,雑音の多いとこ7)

でも使用できる瀬高維トランシー′ミで,おもに‾業.掛Ijとして川い

られ,柑.抒である｢.

13.る.占 ス テ レ オ

FM放送局の増加と,FMステレオ放送柑川の増加によ/つてFM

放送は充実してきたが,口‾､二′ニステレオではこのFMブームにそなえ

受信部の感度上昇をはかり,FMステレ+一放送の受信矧祥を仙鼓L

たセットを,他ネhこさきが(1‾て発ノ上した.｢また,11､'仁独l′lの求めヤ

すい価格のFMステレオアダプター."MA--20”,"MA-30”を充

売したが,これは日立FM什ステレオ全機種に組込め,l‾†､｢′ニステレ

オの普及に役だち,FMチューナ,"UF-1000”とともにFM時

代のステレオ態勢を威化した.また5時間連続折奏できるオートチ

ェンジャー,シンクロナスモート′し採川のフ′しオートプレヤー,オ

ートプレ17-や汁手でふたを開閉できる使利なオート･ドア,芙し

いポリエステル塗装,ジャガード織F)の康一■声サランなどの開発によ

り口モステレオの価値を高めた′､さらに小形で大出力のホークブノし

電苔,"DPA-186”を発表し,オートプレヤ"DPO-075”,オートス

トップ付プレヤ"DPO-085”の充′j-亡とともに機種胞衣を酎ヒした′､

(1)"シンフォニカ7900〃

大口径30cmスピーカ2何と,6.5cmスピーカ2仰を用いて

いるので,高低斉の仰びが非備に良く,FMてノしナステレ+一受イ言

装粁の内蔵ととも8こ大きな特性とな一-,てニケゴf),桟禦,AFC.オー

ト･ドアなどの付属機肺とともiこ什.汁引＼草している.-

(2) シンフォニカ6900”,"シンフォニカ480”

FMマルチステレオ受信装帯のl勺蔵と,20cnlスピーカとツイ

ータによる4スピーカーで兼しい一拝賀が頚竺しめるここ

(3)"シンフォニカ5900”,"シンフォニカ6000〃

このクラスのステレオとしてはF‾11ンニ独白の特色であるダイナミ

ックレンジ｡コントロールと,ダイヤモンド針,スタートから白

動演奏できるオートプレ17などのホイントを持つセットであるり

(4)"シンフォニカ7100”

5時間連続日勤演奏のオートチェンジャー/)きで,総介16W

の大出力が漉しめるデラックスステレオ∴

13.る.7 テープレコーダ

テープレコーダの洋及ヰくのl/り卜を別して,1へ2方l-jの閃の洋及†州

桁の機符が糾卜rtF)附そ/′)い,托7｢=､ま十二吏すダ托しく′1二′,てきじ-､

第47巻 第1』ゴー
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第60図 真空管式4トラック
チーフ レコーダTRA-505

第61岡 トランジスタJlこチーフ

レコーダTRQ-510

かかる状況下に/ざ古いて,よりいっそう作及率を高めるため,それぞJt

川途の児なる4機構の開発な子fなった.､.その小の3機種を稲介する∴

(1)"TRQ-550”

さきにけ.汁を博した"ベルソーナジェニ7500”の廉仙倣で,

レべ′してチック,ワンハンドコントロー′しという操作向の2大特

長をそのままり悼継ぎ,トランジスタ化によって川j時動作が可能

となり,いっそう取り扱いやすくなっている{-,

(2)"TRA-505”

数多くの機稚と用途を柑つ4トラック2チャンネルテープレコ

ーダである√二′什ガのチャンネルに録音しながら,他力のチャンネ

′レでド】ヰができ,しかも各チャンネルの音量ほ別々に調繋できる

ので,姓会話の練円などに最適で,さらに1人で2串:唱などのお

もしろい使い方もできる‥そしてほかに外挑アンプを1台用意す

Jtば,ステレオテープの再′1三も可能である｡〉 また,モノーラルで

使用すれは fi摘6時間(4.75cm/秒)も録音･巾牛ができ,付属

のマイクロホンとしてほ,初めてのril一桁向性ダイナミックマイ

クロホンを使用している｢,

(3)"TRQ-510”

電池,電灯線のjirj電源を使用できるポータブ′レテープレコーダ

で,`電池は触格の1如こ容量の大きい軒1ぢ･乾電池を使用し,その

うえ,ACアダプタも内ぞうされていて顧客の便を図っている｡

5り‾リールまで使用可能で,操作ほ押ボタン式である｡またテー

プカウンタつき,スピーカモニタ可能で,前面音響方式と高けリブ

(700mW)によってす`く､､れた音質を饗し〆)る.｡

13.占.8 ア ン テ ナ

(1)威力弓ミl勺ユニバーサルアンテナ

テレビ受信用触勺アンテナほ,標準ダイポーノしアンテナの%′､

絹の感度しか得らj‾tず,しかも指向性も充分でないため,テレビ

受像機の内円が劣ることほよく知られている()

今回開発されたユニノミーサルアンテナほ,宅内のかもい,柱,天

ルなど白山に取F)付けられる基台を持つ2素子アンテナである｡

感度は標準ダイポー′しと同等またほ2倍に近い性能を有し,指

向性は±35度で,多最低も惟減Lて美い､向質をうることができ

る.√_､本ユニパーサ′しアンテナは,東対℃々木のオリンピック選手

トj■に多数納入され,糾】]選‾一に二)三しい巾像な提供することがで

きた‥
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第62図 日立ユニバーサルアンテナ
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第63図 ZA-850形フルオート

マチックジグザク ミシン

(2)FM/TV兼用アンテナ

現在市販されているVHF帯のテレビアンテナは,FM帯域

(76～90Mc)の特性が劣っているため,実用上支障があった｡

今回開発された兼用アンテナは,FM受信用のエレメントとV

HF帯テレビ受信用のエレメントとをトランスホーマで結合させ

た構造を持っている｡

したがってFMステレオの信号(右と左の信号の和と差として

送られてくる)も,十分なレベルでFM受信機に供給できるから,

ステレオの持つさまざまな特長をフルに発揮できる｡

製品としては,電界強度に応じて4素子･6素子･8素子アン

テナがあり,NHK-FM東京局(10kW)のステレオ放送も,約

100km離れた宇都宮で十分な品位で受信できている｡

(3)UHE多素子アンテナ

UHFは電波の減衰率が大きいので,意外にサービスエリヤが

小さい｡そのためVHFでは構造上考えられない多素子アンテナ

が開発された｡14素子･22素子があり豊橋地区などで活躍して

いる｡

13.7 ミ シ ン

ミシンは家庭用耐久消費財として,その歴史も古く普及率も80数

%ときわめて高い｡このうち,ジグザグミシンについてはここ数年

来,各メーカーとも,主要製品として取り上げ大々的なPRを通

じて,大卿こ利用価値の認識を深く浸透させた｡そのため新規需要

はもちろん,買替,増設なども加え,昭和39年度では30～40%と

いう伸びを示している｡ジグザグミシンの国内出初めのころ(昭和

33年)に比べて,実に40倍以上の伸長である｡この傾向はひとり

国内のみに止らず,輸出でも約60%のシェアを示し,今やジグザ

グミシソの普及は世界的なものとなっている｡

一方,テーブルにおいても,持ち運びに簡単なポータブルタイプ

のほかに,ジグザグミシンにふさわしく,しかも室内調度品として

も兼用できるデラックスなキャビネットタイプの需要が増し,徐々

にではあるが,需要層の質的変化が現われつつある｡

39年度においては,これら需要動向にマッチした製品の開発に努

力を重ね明日への飛躍の基礎を固めつつある｡

13.7.1Zん850形フルオートマチックジグザグミシン

日立ジグザグミシンシリーズの決定版として最高級品フルオート

マチックジグザグミシンZA-850形を8月より発売,新規需要層は

もちろんのこと,下取代替機種として,買替,増設需要層を開発し

ている｡このZA-850形は,

(1)カムの入れ替えだけで模様縫いが自動的に行なわれ,20種

類の付属カムにより多種多様のジグザグ模様縫いを楽しむ

ことができる｡また,カム形状以外の模様でも,ジグザグ

手動レバーの操作だけで思いどおりに縫い上げることが

113

第64図 DlO形キャビネット

できる｡

(2)針基線を左･中･右に切り替えができる基線変換装置によ

り同じカムでも3種棋の模様ができ,さらに変化に富んだ

模様縫いができる｡カムによる自動模様縫いと,この基線

変換装置と,手動レバーによる自由刺しゅうを併用すれば

ほとんど無限の模様縫いが可能である｡

(3)めんどうなボタン穴かがりもレバー操作一つで,自動的に

できるボタンホール装置もついている｡

(4)このはか,各種応用部品でアップリケ,ひも付け,ボタン

付けなどいろいろの応用縫いができる｡

このように沢山のメリットを盛り込んだZA-850形は,今後の日

二i‡ミシンシェアの向上に大きな役割を果すものとして期待がかけら

れている｡

13.7.2 TS-7L形テーブル

これは古い時代から,大きな販売ウエイトを占めている標準形テ

ーブルに,近代感覚あふれる新デザインを織り込み,装いも家具調

度品としての調和も十分に考慮した,キュービックタイプのニュー

モデルである｡

主要部分はすべて,汚れず,傷がつきにくく,勲にも強く,水を

吸わない,そのうえ美しい柄模様の,ポリエステル化粧板で作られ

ている｡

13.7.3 DlO形キャビネット

国民所得の向上とともに,生活様式改善の壊運が高まっている現

在,ミシンにおいても,実用品としての本来の楼能に加えて,家具

調度品としての性能も,盛り込んだデラックスなものの要望が,強

くなってきた｡

このような需要の動向にマッチした製品として,8月より市販を

開始したのが,DlO形キャビネットである｡

このD.｡形は,敢選した材料を用いて,木製品として最高の強度

を持たせ,主要部分には優雅な木目模様をアレンジしたじょうぶで

美しいポリエステル化粧板を使用しているので,和洋いずれの部御

に備えても,調度品として最適である｡

ドアの内側には大小2個の物入れを付け,部品をはじめ,裁縫時

に必要な,あらゆる小物をすべて格納できるようにしてある｡格納

時には椅子を内蔵できるなど,実用面にも大きなメリットを持って

いる｡
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13.8 業務用電気品

業務用電気品に対する各種サービス業,諸工業の需要は,その後

一段と進展をみせており,これに答えて39年度は,ポリッシヤに

ついて性能改良と生産令理化を加味したモデルチェンジを行なって

いっそうの充実を図るとともに,‾l二作機用隼じん機およびドライク

リーナの新製品開発を行なった｡

工作機用集じん機ほ,乾式のカッタ研削盤あるいは平面研削盤な

どの研削粉の集じんを行なうもので,集じん機構は日立独特の方式

によるものであり,l甘1質の管坪,環境衛牛の向上に括絆するものと

期待される｡

またドライクリーナほ,従来のドライクリーニソグ機にみられな

い数々の特長を有しておi),今丁二群を日動的に制御する方式のもの

で,画期的な口家用ドライクリーニング機として業界の注目を集め

ており,すでに数多くの矧■話力ミグリーニソグI占で実用に供されて

いる｡

13･8.1フロアポリッシャ

日立フロアポリッシヤほ,近年のビル新築あるいは増改築の急増

に伴い,ますますその需要が増大している｡39年度は従来のSF-

R2形(12吋),SF-R3形(10吋)およびSB-R2形(12吋)の

モデルチェンジ品として,特に低騒音,丁安定性および取扱性の向J二

したSF-R300形(12吋),SF-R250形(10吋)およびSB-R300形

(12吋)の生産を開始し,これらの需要に答えた｡

(1)SF-R300形

本機ほ,SF-R2形と性能仕様は同じであるが,特に改良さ

れた点は次のようである｡

(i)減速撥構はヘリカルギヤ2段式で,特殊な歯形を採用し

ており,そのうえ独特な歯車支持方法を用いているため,摩耗

が少なく騒音がきわめて低い｡

(ii)本体部の高さが,従来形と比較し約10%低くなったた

め,安定性がよく,また机の】Fのような狭いところでも能率よ

く作業ができる｡

(iii)ハンドル高さ固定機構には,手動レバー式無段選択方式

を採用したため,どの高さでも白如こかつ簡単に同定できるの

で,長い時間使用しても疲れない｡

(iv)モートルにほ,防抹形を採用し形状の小形化を図った｡

(Ⅴ)従来形と比較し,額量で約5%軽量化された｡

第67図1)A-Ⅰ†W.｡1形ドライク

り
-一ナ

(2)SF-R250形

木機は,SF-R3形と同一性能仕様であるが,改良点ほSF-R

300形と同一方式としていることである｡またモートル,ギヤケ

ース,ブラシなどを除き,他の部品はSp㌧R300形と共用されて

おり/-ト産,サービス,両面に便利な形となっている｡

(3)SB-R300形

浴場向フロアポリッシ17として,38年度に発売したSB-R2

形ほ,浴場その他湿気の多い場所で好評裏に使用されているが,

前記フロアポリッシヤのモデ′レチェンジを機に,新しい歯車支持

方式,およびハンドル同定機構などを採用して系列化が図られ

た｡そのほか従来同様,スイッチ,モートルなどに防湿対策が施

されているので,漏電に対しで安全性があり,今後さらにこの■方

面での捕肝が期待されている｡

13･8･2 ドライクリーナ(DÅ･HW181形)

合成溶剤を使用する全自動ドライクリーニング機ほ,近年,欧米

において普及してきたが,アメリカにおいてほ,特にコインオペド

ライクリーナが飛躍的に増大している｡わが国においては,クリー

ニソグ業の経常形態が,従来の(A)一般クリーニソグ業者,(B)白

家ドライ業者,(C)ホールセール業者のほかに次のような形態も普

及化する傾向にある(〕すなわち,(D)プレスショップ,(E)取次

rii子,(F)リネンサプライ業,(G)コインオペクリーニング業などが

それである｡

このような国内情勢のうちで,日立製作所は,アメリカワールプ

ール社との技術提携により,日立全自動ドライクリーナの国産化が

行なわれた｡目立全自動ドライクリーナは,自家用ドライ機として

日本の国情に合ったように改良されており,業者間にきわめて好評

を博している｡

本機は,衣類を入れて押ボタンを押せば,プリコート(2分),洗

浄(7ケ言分),脱液(4鶴分),乾燥(19～29分),脱臭(2分)と全工程

を自動的にタイマー制御により進め,約40分で仕上るものである｡

本機の特長は次のとおりである｡

(1)洗濯物の仕上がりが良い｡

毎回行なわれる自動プリコート,ノミックウォッシュ,日立独自

の特殊清浄剤,溶剤冷却用冷凍機,径の大きなシリンダ,スプレ

ー洗浄方式などにより,常に新鮮なパークロルエチレンを用いて

洗浄する｡また脱液は4段階の速度変換により効果的に行なわれ

る｡乾燥は自動乾燥制御装置(ドライトロール)により,完全な乾

燥状態を保証する｡
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第68凶 BF-H40形工作機用集じ

ん機

(2)機械の批什が簡単である｡

本棟は,水も蒸気もも不要であり,形状もコン/こクトでス‾､′-卜

であるため,据付面積も約1.5m2あればよく,帖頗において,帖

のPRにも役だつ｡

(3)水道設備や蒸留占馴旨が不要である(+

パークロルエチレンの温度調整,枯抒力法が冷凍機や典剤を俊

一-,た所ノブ式であるため,.捌桁費の大節約とともに,ノ左足した溶剤
管理が子-_fなわれるので女心して披川できる｡

(4)完全な全日動システムである｡

本機は,ドアを開けて洗濯物を出し入れする操作たけで,他は

すべて全自動にて運転されるため,せ門技術もいらず,砂山老で

も適転できる｡

(5)手動運転も吋能である｡

タイーノー制御による一一定のゾログラムにし/こがったソ亡全自動シ

ステムをはずして,各⊥程の時間調整を-一助で行なうこともで

きる｡

(6)保ノ､1:点検が簡単である｡

材料補給,機械の掃除などは24】叫日ごと,100lu川こ■､と,6()0

lリIHごとに子-fなうだけであとは押ボタン操作のみで連続1てl動運転

が吋能である｡

13.8.3 工作機用集じん轢(BF-H4D形)

カッタ研削盤あるいはヤ面研削盤(いずれも乾式)などが稼動時に

発生する粉じんを吸じんして,被加工体の加工精度の向上,ぷぼ王の

管理および環境衛生の向上を図る目的をもって,⊥作椀用集じん機

の開発が才Jなわれた｡

本棟は,400W3¢IMによりⅤベルトで駆動さjLる中段ターボフ

アンから研削粉を吹き込み,こカーLをフアン遠心力によって集じんタ

ンク内の水面に衝突させるとともに,気流によって水を謀状化して

集じん効果をもたせながら柴じんタンク1勺に描焦する構造のもので

ある｡本体はキュービックタイプで,全体がコンパクトにまとめら

れている｡

おもな特長は次のとおりである｡

(1)水による架じん機構のため維持費がかからない｡

(2)分離作用ほ,衝突法と水中ノズル法を併用した目立独特の

方式であるため,微細な研削粉を効率よく集じんすること

ができる｡

(3)バックフィルタ方式ではないので,フィルタの日づまりな

どがなく,長時間使用しても性能が変わらない｡

(4)コンパクトなタイプとなっているため,床占有面積が小さ

く,狭いところに設置することができる｡

第70図'64年形+二場

届 WH-50
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(5)排ゝもほ桝汝式であり,騒音が少ない｡

】3.8.4 ‥畜舎用換気扇

潜知ここもる熱㌔もを緩和して家畜を快適な環境におき,収益の増

人なL¥1る商科召換矢も扇を開発した｡凧の分布と安全を考慮した特殊

なガード什のもので,利根車径30cmのものはすでに数百台製作納

人されている｡

13.臥5,る4年形工場扇

_1二城東ほ作業環境を快適iこするほか,あらゆる用途の冷却･乾煉･
油凧･換父などに利用され,きわめて紙沖であるが,'64年度はデ

ザインを洗練されたものに改め,羽限径40～60c汀1の全機種に手

動首振装挺をつけていっそう使いやすくし,生産台数が飛躍的に伸

びた｡

】3.8.d クーリングタワー用冷却扇

都市の地‾F-水汲み上げの規制によりクーリングタワーの需要が増

火し,これに用いる冷却虜として従来のものに加え50c/s専用のシ

リーズ(羽般繕50,60,70cm)を開発し,数百台を納入した｡

13.臥7 有圧換気扇

環境衛生の普及につれて換気扇の使用分野が広まり,静風圧の高

い強力な換気扇の諾要が増大してきたので,新しいデザインで,振

動･騒音を最低限にした6極モートル直結の有圧換気扇シリーズ

(羽根申径40･～75cmの5機種)を開発して女f評を博した｡また特殊

.!.rほしては,口座自動車株式会社へ羽根車径110c血,風量400ma/

minの大容量l甘lを多数納入した｡

13.8.8 自 動販売機

近年,新しい販売,サービスの手段として自動販売機が注目さ

れ,今後の需要の伸長が期待されている｡

この情勢に対応し,このたびジュース自動販売機,および包装商

品自動販売機の2機種を完成し,絹販を開始した｡いずれも精巧な

硬貨遠別装置を有し,偽造硬貨を完全に排除し,また,明るい色調,

スマートなデザインで顧客を魅了し,待合室,店頭,オフィスなど
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第72図 D-2J-41形ジュー

ス自動販売枚

立

第73図 P-4M-42形包装商

品自動販売機

で,営業用,サービス用として活躍,好評を博している｡おもな特

長は‾F記のとおりである｡

(1)D-2J-41ジュース自動販売楼

(i)原液を濃縮の状態で抹存,販売直前に冷却した水と混合

し,水は水道によって自動的に補給されるポストミックス方式

であるから,一回の原液補給でコップ1,000杯以上の販売がで

き,サービスの手数がかからない｡

(ii)一台で2種類のジュースが販売できる｡

(iii)コップは内部の容器に収納され,硬貨を入れると1個ず

つ自動的に出るので,衛生的で,かつ,便利である｡

(iv)内部は簡単に洗浄でき,保寸が容易である｡

(2)P-4M-42形包装商ふ1自動販売機

(i)パン,包装菓子,雑貨など,いろいろな包装商品や固形

物を販売することができ用途が広い｡

(ii)商品の収容量が大きく,サービスの手数がかからない｡

第47巻 第1号

第74図 KB-25形刈払機

(iii)内部の商品だなは,ほこりがたまらない構造で,きわめ

て衛生的である｡

(iv)任意の価格の4種顆の商品が販売できる｡

(Ⅴ)照明何のサンプルショーケースが付いているので,展示

効果が非常に大きい｡

13.8.9 エアクリーナ

<本項については25.古参照>

】3.8.10 K8-25形刈払模

本機はおもに林業農業方面で使用され,林業でほ地ごしらえ,下

刈りなどに,農業では草刈りあるいは収獲などに使用される｡刈払

機はその用途から軽量ということが最も重要であるので本機もその

点に重点をおき設計した｡また軽量なものとするにはエンジンの軽

量化も必要でエンジンは独自で設計製作した｡エンジンの仕様は強

制空冷2サイクルガソリンエンジンで,排気量35.6cc,最大出力1.5

PS/7,500rpmである｡タンク容量は0.8Jで1.5時間～2時間の連

続使用が可能である｡携帯方法は肩掛式で,全重量は8.5kgであ

る｡特長として,非常に軽量で全体が小形で強力であること,肩掛

具,ハンドルの形状を十分検討したため非常に扱いやすい機械であ

ること,ダイヤフラムキャブレクを使用しているためあらゆる条件

で使用可能であるなど,かずかずの特長をもった特色ある刈払轢で

ある｡
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