
家庭電気品

家庭電化のブームにのって過去数年間花形であった家庭電横業界

にとって40年度ほ最悪の年となった(図1家庭電気品売上高推移

表)｡最も伸張を示してきたテレビほ昨年の東京オリンピック需要

のあとが続かず,電気冷蔵唾,扇風機なども二年続きの冷夏と冷害

不作の心配や不景気ムードの浸透に,予想以上に不振となった｡一

方増加した生産能力から在庫量の増加は遂に生産調整を行なわなけ

ればならない情勢に追込んだ｡しかしかような状況の中でもステレ

オ,テープレコーダ,ラジオなどのレジャー製品が大きく伸び,ま

たこれからの製品である掃除機,増設,買換需要に移行した洗濯撥

などが順調に進展している(図2家庭電気品普及率推移表)｡日立家

庭電気品ほ技術の優秀さを認められ,電気ポンプ,電気冷蔵庫,脱

水機付洗濯機,ポット形電気掃除機,ノンームクーラ,石油ストーフ

など業界をリードしているものが多い｡以下40年度中の開発製品

のおもなものをあげるっ

扇風機では39年度開発した三重首振機構をさらに発展させて,

多くの機種に採用された｡また壁掛扇や洋間向きにデザインされた

30cmスタンドフアンが新たに開発された｡掃除機ではモートルの

パワーアップ,ラグコソ付吸口の開発など,吸込能率を著しく向上

きせたCV-80D形を開発した｡.日立特許のフィルタ除じん装置(ス

ピードちり活し)はイギリス特許に公告され,ヨーロッパ各国に多

くの掃除機が輸出された｡洗濯機では脱水機付洗濯枚が需要の主力

となり,39年度開発した｢ペア+の系列を充実し排水ポンプ付ペア

PS-200P形や,洗濯容量3kgの大容量ペアPS-300形を開発した二

特に内部配管に新+二夫をとり入れた排水ポンプ什ペアほ,39年度後

半から40年前半にかけて,国内の需要の半ばを占めた二 美容器具

では電動式強力マッサージャHV-100形を開発した｡優美な,扱い

J戸すい,棒状のマッサージャで,他人の手をかりずにひとりで自分

の体のあらゆる部位のマッサージができるものである｡換気扇にお

いても写真の暗室換気用,トイレの臭気抜き換気などに好適な,日立

トイレフ7ンUC-121形がある｡腐食性のガスに特に強い材料を採

開したもので小形で取り付けやすく,用途はきわめて広い｡太陽熱

温水器では昨年開発した密閉形太陽熱温水器"日立アポロネット”

の18-8ステンレス鋼製の受勲器の溶接構造を巻締式にして強固に

し,据付配管,追加増設が容易にできる容量9JのHS-9B形を加え

た｡また受勲岩割こ硬質ポリエチレンを採用し軽量で,温水器の耐熱

性に十分でかつ耐寒性にすぐれ,衝撃にも強い,密閉器太陽熱温水

器"ハイヒ一夕”も開発された｡現在市場に普及されている塩化ビ

ニル製の温水器は,熱に対して弱いが,(空焚きすると熱変形する)

硬質ポリエチレン製は塩化ビニルにまさる特殊性と,ガラス,ステ

ンレスなどに比較し,軽量で一体成形を有利にした合成樹脂製のた

め今後の普及度に大きな期待がもてる｡

冷蔵庫の普及率はすでに50%を越えており,一方業界の生産能力

は,これからの需要をほるかに上回るものとなった｡このため各社

とも生産調整を行ない,乱売の防止に努めた｡日立製作所において

も各社同様調整を行ない,ハイプリーズ冷蔵庫を主力とした12機種

の製品を市場に送り好評を博した｡

"日立ハイフリーズ冷蔵韓”は蒸発器を大きくし一つの圧縮機で,

フリーザ窒と貯蔵室を適温に保ち,しかも適温メータによって簡単

な操作で庫内温度を調節できる,内容積100g,120Jおよび265Jの3

機種に適川してある｡冷蔵庫も今後ますます二温度式化されること

が予想されるが,本シリーズはその要求に答える好適なものである｡

なお昨年開発した断熱特性のすぐれた硬質ポリウレタンを使用し外
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箱と一体に発泡して断熱壁を成形する滞壁形冷蔵庫をハイプリース

冷蔵庫265Jにも採用し,据付容積をとらない大形機種を製作した｡

ルームクーラは業界嘱Rの機得で,令什とも意欲的な工卜搾な行な

っている｡日うと製作所では冷蔵庫同様業界をリードする矧†--【を川場

に提供している｡特に今年は全機稗にわたり軽量小形化を実施し,

今後の需要増大に即応する態勢を整えている｡

電熱器具関係については生活の近代化にf早い,家電l枯の普及率が

高まるにつれて,需要の大半ほ高級■■i∫1への買換時代に移行している｡

40年度はこれに対応して,特艮ある抑臥1Tlの開発によFハ､(そうの

発展をとげた｡

パンを入れるだけで自然に下が/-)てスイッチがほいり,焼けると

日動的に上ってくるまったく手数のかからない便利な全自動式トー

スターTA-650形をはじめ,特殊構造の滴下式スチームアイロン,

ワンタッチでスチームご自動に切り換えられるうえ,水質の制限を

受けずに自動,スチームともに適掛こ調整して佐川できる独特のワ

イドスチームレンジ方式のIS--610形および熱効率がすぐれ保温効

果を有する,アルマイト製本体の外側に美しい塩化ビニル鋼板仕上

の二串構造で,ふた開閉式の電㌦ポットCP-410形,さらに電気製

17｢-のスイッチの入れ忘れをl軌卜できる,セットランプ付の同時計式,

目覚兼用形高級キッチンタイマーTS-250形など‾た相ついで開発

し,好評を博している｡ 10n

暖房器具においてほ,その関心がしだいに高めFJJLてきて汀ごり, 90

一軒に2台,3台と使われ,特に就耳訓】採暖許:‡州よ1人1_千丁の測介

で使われるようになってきた｡

日立独自の着想によF)開発され,ますます好評の赤外線こたつほ

さらに採暖効率の向_1二,ヒータ輝度の増大および採暖空間を広くし ㌔

て使いやすくするなど,すぐれた性能を発揮するようになった｡

安全性が高く快適な仲H=盛が得らJtる,安全ヒータ方式の什＼l′二安

眠毛布は感熱線の材質改良を軋､■よにコントローラの性fた改善により

使いやすいものとした｡また高級形と普及形,さらに広幅形を追加

して棟種を'允実し,広い用途に応じている｡

赤外線ストーブほ電力の切換を一段多くして3段にできるように

したほか,300Wの小形と強制対流形としてコンパクトタイプの打た

凧膵を完成し充実を図った｡そのほかあんか,妃打..t㍑:壬などいずれヰ)

性能の改善に留意し快適に使J‾fJできるよう配慮したr〕

テレビおよび音響機器関係においてほ新規需安を換起するたが),

機器の高性能化･高■J而-ト質化および付帯機能の高級化をはかり,各向

に精力的に研究開発を行なった｡

白黒テレビでは遠足巨離の難視聴地lメニ対策として感度の向上および

性能の安定化をはかった｡カラーテレビは16形にリlき続き19形を

開発,梨掘l化して技術の推進を行なった｡12形テレビは頭初より業

界に先行しているが,トランジスタ化に際し数種の新規な自動機能

を付加lした｡さらにテレビ全体のJヒう‾那f】題としてフレームグリッド

管採用の高性能13チ17ンネノしチューナを開発した‥

ラジオでほオートチューニングカ式を業非に先んじて製l馴ヒする

とともに,ブロック標準円路の採用によF)AM･FM棟器の生産件

向上と高ん】_1汽化をほかった｡日動中ラジオはi一日j期的なノイズリミッ

タ回路の朋党によF)維再開題を解決した(_〕

ステレオは高級家具化の方向に進んでいるが,今回令トランジス

タ化した新機種を開発した｡音質改善に当たってはマグネチックピ

ックアップの開発採用と,さらに重要な安素であるスピーカ振動系

の基礎研究によりコーン紙材質検討を行ない,すぐjtたステレオ用

高級スピーカを開発した｡

テープレコーダでは機構部分の安定化研究を進め,後述する薄形

ポータブルもこの実用化した一機種である｡

このほか,特にカラーテレビ=ト要部l▽1の開発実用イヒ,木製キヤビ
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【二賢全姿料による テレビはNHK調べ40/5現イlて

岡2 家庭電気l-11ト津及ヰミ推移

40/7

ネ､ソトならびにモールド装飾部品の高品質化を進めた｡

業務用電気品

業務用電気l■自■lに対する各種工業およぴサービス業への需用は,不

況期にかかわらず上昇の一途をたどっている｡これは人手不足によ

る作業の合邦化,都市の公害にからむ銭引責衛生思想の向上,交通網

などにからんで要望呈されたものと思われる｡これらの樺種のうち掃

除機においてほ700WCF-V7｡形の開発,ポリッシヤーにこおいては高

層ビルの床面の艶出し用として従来の1.5倍の能ソJを発揮する新

機種SF-Q35｡形を開発した｡

工場扇は作業環境を快適にするほかあらゆる用途の冷却り乞燥･

通風･換気などに利用されきわめて好評であるが,40年度ほ換気虚

の新シリーズを完成すると同時に自動首振工場扇を開発した｡

ドライクリーナは発売以来非常な好評で確実の伸びを示している

が40年度さらに業務用洗濯機を開発し,発表以来業界の托Flを供〆)

ており大きな伸びが期待される｡

日光ハイフラッシャー

電子式安全灯"日立ハイフラッシャー”が完成した｡ロイ乙ハイク

ラッシャーは,あざやかなオレンジ色の光を点滅し,高速時代の自

動車交通,運輸株関,交通警察,または土木建築工事現場で,危険
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仰所を知らせるものであるく〕睦夫軽量なプラスチック製でトランジ

スメ山城川路ろご仕川しているので∴∫二(城崎の電池寿命は250出川りとき

わが〕て良くかつノ､■､く減が惟り三である.-.また輝度が大きく遠ノノから確認

でき雨天に描外で班川できる..

日立電了･レンジ

出力1･2kWの車上形電子レンジが完成した｡電子レンジはマイ

クロウエーブのエネルギーを利川し,食■■-‾㌔】類をごく短時間に加熱調

和するものでクイックサービスに適し,洋旭の調禅語持と異な～)矧和

が賢くならないので狭いJ易所での調印には最適な調坪㌣r壬で,食づ㌢,

スタンド,列中食√l;モなどで利川されている｡このたび完成したRう二仁

′苗‾ナレンジDR-121ほ,奥行が柁くオーブン両横が最大で二屯家令

保護方式を採用している｡また磁華でスマートなデザインほりざ頭の

アイキャッチャとして利用できるなど,数々の特長を杓っている｡

業務用石油ストーブ

39年度試験販売の貴電な経験をもとに,↑年度は二道式心上下式

対流形2機種ポット強制通気式2機種を開発した｡

二通式は強制対流フアン付0VC-F930形と,フアンなしの0VC-

930形で部損令体を均一に暖めることを口約とし市務所,応接室,

旅館,摘爪,飲食mなどの暖跡こ仏画である｡

ポット丸ま発熱量10,000kcal/hの0VP-220形,発熱量15,000

1くCal/hの0VP-310形の2機柾で従来のL二_1然通気式に比べ強制通風

川(燃焼川)のブースタにより,燃焼の安定性が確実である｡またキ

ャビネット式を+1二め,ガードタイプにしたので対流効児のほか,ふ

く射効果が増し,二l二場の作業場,市務所,食甥,会議室,学校,商

J.盲iなど用途ほ即屯にわたっている｡

照明球および器具

117吉和40年度は床業界の不況の披をうけて,照明業界の伸長もやや

足雌み状態にはいったが,技術｢伽こは新分野の開発はともかく,質

的充実の方向に種々の進朕が三人ドニ)jLた〔,ニれを光弘享と照明㌍具の両

面にわたって概説する｡

光 淋

光源関係では蛍光ランプの光束の政丁年が第一に考えられる｡アメ

リカにおいてはここ二,三咋来光火の故山がJ訟速に進んだが,わが国

でもそのためのメーカー間の競争が活発化している｡日立製作所と

しては早くから独白の技術になるカルシウム･カドミウム燐酸塩蛍

光体においてf基位性をi持ってきたが,さらに電極の政弄の縮み範ね

により,年々光火値を更新して,40年度にほ｢サンライン+蛍光ラ

ンプを発売し,光束伯と光火維持率の改善および長才子命化により,

40W白色ランプにおいて80Jm/Wの効率,10,000時間の≠≠命特性

をあげた｡

照度水準のれとに伴って大形,高出力のランプの需要が増加し,

110W針光ランプにつづいて80Wランプが広く利用されるように

なった｡また従来の60Wう珠光ランプを改善し,安定器を小形化し

て,40Wの照明器具の寸法のままで60Wの出プJを出し,光束･ヌ手

命とも所期の性能を発揮する｢ニューパワータイプ+蛍光灯を発売

した｡

蛍光ランプの発生する電波隋冊こついては,ここ数年来多くの議

論が交わされているが,ランプ1′l体の放言キによる対策についても,

第48巻 符ぎ1キ

[=1′二製作所でほ特殊な電極の構造によって,飛躍的に低い雑音レベ

ルのランプな完収し,すでに竹-.t卜位の蛍光ランプに適用したLl

水鎚ランプにおいても光火上二打と射ヒ政掛こ朋Lその要レ+の山水

を続けた結果,電他の柑殊な改良が功を奏し大幅に成果を挙げたほ

か,l]_)ンニ製作所独口のバラストレス蛍光水銀ランプを含め,全主力

器種の寿命を12,000時間の高水準に向上させた｡

そのほか,柄物栽横川水銀ランプ｢サンルクス_+を発未した｡こ

れは岩†主体省技術研究所と共同研究の紡栄行られた,特殊な有効分光

分祁石丁もった高い光JH力のランプで,仲夕川勺にも悸位を築くものと

いえよう｡

わが何のナトリウムランプの技術水準も大幅に向上したが,口J仁

拳法作所においてもトンネル,通路などの照明川として責且さ貨刊,道路

公トjlに納入している｡また実績を重ね好評を博している｡

特殊な光打としては,運輸省航空何のご指導のもとに空港滑走路

照明用の沃素ランプの国産化に初めて成功した｡

ELに関してはまだ急激な需要増大は期待できないが,北礎的な

研`先は順調に進み,光火発散度は大幅に向卜し,柑生の安定化もで

き,i汁詩語川,標示何の弓削,l■lの地歩もしだいに拡充しつつある｡

Jlくミ明 一汗:子具

!剛】詩話具に関して考察するに二】‾二‾附】‾1J拭i明講拝具の分野では,高照度

化,均斉度の向Lのためランプ露山開放形の蛍光照明語芹具がここ二,

三年来普及し,高F-H力蛍光ランプ川の謀りtのウェイトも高くなった

が,一方建築のモジュール割りと,空調とJ杖i明の総合経折性の追求

がわが同でも採り上げられるようになった｡ロセ製作所でもこの仰

向に合わせて開放形照明器具のシリーズを整僻するとともに,空調

吹JHnあるいほ吸入口を備えた照明器具の開発を行なった｡

化学工業の発達に伴い防爆形器具を必要とする工場が増加してお

り,∩七雀望作所においても蛍光灯,1′1熱灯,水銀灯の安全増および

耐ノl三防爆照明一汁詩具のシリーズを完成した(､また丁場,腐食性物円の

あるトンネル照明用に供するための塩化ビニール,ポリカーポネー

トなどの材料による照ミ明器具も開発した｡

化七の只弔明にこねいてほ照明の作り上げるふん閃塙な_屯祝するとこ

ろから,l′l熱灯による照明が再認識されるとともに,批光灯の器具

も仕肘のデザイン,横能に合うような新語:子種が追求された結果,従

来の二t三として家庭の主婦のみで取付けできる条件のみに制約され

ず,丁市業者の手を介してもより合印的な広範耶な用途に適合する

器具が誕生している｡日立製作所においてはリングライト器具,和

風器具,ブラケット類の器種増強のほか,新たに両管ランプを偵川

したファミリライトシリーズを完成して一段と広い要_与主にこたえて

いる｡蛍光灯スタンドもしだいに高級化の方向に進み,初期の金属

臭から脱して家庭の調度に合致したデザイン,仕_Lのものを多く発

売している｡スタンドに関しては同l勺のみならず,海外においても

その傾秀性が認められ,欧米諸岡にまで大量に輸糾している｡

次に道路照明に関しては,わが跡こおいてはここ数年来急速iこ発

達しつつあるが,CIE(国際照明委員会)が輝度に立脚した基準の国

際的勧告を発表したことの影響をうけるとともに,照明堪準ならび

に照明器具の紫備がこの方向に沿って進解しつつある｡R立製作所

においても400,700W用の高性能水銀灯詩話具の新器稚を開発した｢-

ー106-
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■ =槽式脱水洗濯機シリーズの充実

二槽式のl冒l貿が需要家に認識され,買件需要がいっそう増加した｡

これに応じて,洗縦横としての総合的l■訂l質を向上し,宗要FJJ伽こ許†

?た機種を開発してシリーズの充実を図った｡

(1)PS-200形二槽式脱水洗甜三機"ペア”

好辞を得たPT-200形を基本としてさらに改良を加えたのがPS

-200形である｡洗拙力式を二段水流とし,大任配管と【二1在ホース

により排水l一肘岩】の短縮と拭r一三性を向上し,ホースの左ん州負えに

新刀式を採用し,さらに脱水楔部の包装肺追

を【‾†立独山のノJ式とし,輸送の安虹化と荷解

き労力の半減をほかるなど,いっそう■■■l】1田を

向上したものである｡

(2)PS-200P形排水ポンプ什二槽式

脱水耽催機"ペア”

PS･-200形にポンプによる排水装純な組み

込んだものな他仙こさきがけて弘一【l-1化した｡

二槽式の柑質から洗紬三と脱水のl小吉並列避転

が行なわれることが不叫火の要山である｡こ

のため｢洗淋】,｢すすぎ_J,r排水+のどの位

掛こおいても脱水機の同時運転か一丁能とした

口)土独l′1の新配管方式別采け=ノているし,さら

iこ全操作が二つのダイヤルと一つの押ボタン

でできる制御方式とし,PS-200形の特質もあ

わせ採用したものである｡

(3)PS-300形大容量二椚式脱水洗わ1機"ペアLり

家族の多い一般家庭や外人風塵をはじが)美柑誌,′【ヲ_上と滋小,州らこ,

旅館,寮など多量の洗拙を行なう需要者を対象とし,舛最を3kg

に倍加した大容量形である｡PS-200形の特田なすべて膳F)jAん

だうえ,脱水機側の後方に制御パネルなユ仰[F状にまとめて配粁し

た新デザインにより特に操作件の向上とコンパクト化な周/つじ)

わが‥_主l拉初の大容遺二槽式で粘外への･胤上磯柾としての充仕法もJりj

維される｡

摺1 PS-200形二槽式脱水洗i′誕餓
"ベア”

■ 輸出用電気掃除機の開発

従来馬主も如除餓の愉出は微量に11二まっていたが,輸出仲良のため,

軌榊〕性能と取扱性の面で仕向地の使用状態への適合性を持たせ,

また安全規格への適合による娩認の取得を考慮した輸出専用電光抑

除機を開発した｡性能面では,まずヨーロッパ地域でほじゅうたん

抑除の比重が大きいので,iF掛軸形吸込面をもった高風速形吸【+を

採ノールた｡消鄭電力ほ400Wであるが外l≦l矧一打-1の600W程度の掃除

枚に世故する吸込力を持っている｡また独得の消音装置による騒音

低減と軌与【'lの簡素化により軽量化をはかり,外国製品に比べ小形軽

量,低騒音であるが吸込力が強い特技を抑えることができた｡さら

に取扱性でほ,諸州如こも特許出願中のちり溝し装掛こよる触+イ1勺

蓮.■書
図1 輸出用C--V80形電気掃除機

担12 PS-300形人容量二槽式脱水洗濯機

"ペアL”

なじんあい処吼 ならびに除じんヰまの保指,低速排ムも式で乍尖沖の

じんあいかく乱の防J卜,逆流防止弁によるじんあい巾放散の防止な

ど日立独得の特艮を右■している｡

安全規格に関しては,ヨーロッパ15個国の1月際委員会による州一句

規格CEEによって設計されている｡絶縁としては最も進んだ2重

絶縁方式を採用しているので,収扱件の良い2心コードな使用する

ことができる｡これほ機能絶緑耐圧ACl,500Vl分にさらに帆遊絶

縁AC2,500Vl分を2虫に配J没し,スイッチ,プラグなど2虫快㌶生

できない部分については耐圧AC4,000Vl分の強化絶縁を行なうも

ので,機器のあらゆる間げきに試験用のモデルフィンガをそう人し

ても機能絶縁に触J′tてはならないなど厳重な制約があり,万一絶縁

破壊が生じても絶対感電のおそれがないものである｡また耐久性の

小で家庭用掃除機として屈も問題になる電動機の刷千寿命について

i･よ,椙鮨電J二仁200～240Vによる整流電圧の卜掛こ対処して冠十.汁

‡子二機による装イ旨硝己分の滋嵐投計,および適切な固有机杭,惟擦除数

な和する新村円刷子の開_先による火花発生の抑了抑こ成功し,外‥三ほ注

ん-】の約1.5倍の艮ヌ主命を確保した｡

この掃除枚ほヨーロッパ糾!三1で好.沖をⅠ七草

し,規格水認を取得したフィンランド,スイ

スをはじ〆),フランス,ベルギーなど各地へ

出荷し,販路ほしだいに拡大されている｡

図2
-モデルフィンガによる 二重絶縁試験
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■ 壁掛用扇風機の開発

小形,軽量でしかもワンハンドふ仰調整装置付,首振角度調整装

拝引､j`の壁掛糾目頭風機を開発した｡ワンハンドふ仰装掛よ媒ネジに

よるふ仰操作の欠ノよを除去した他に類を見ない新機構であって,ネ

ック支托部内につる巻バネを内蔵してモートルの蚤量を補償し,写

共に示すガードト端部のつまみにより什手で軽く上‾F`操作ができ

る〔)またプルスイッチと首振角度調整装置は一体としてベース内に

組み込まれており,レバー操作で首振角度を0,30,60度に三段調

節し,プルスイッチで停止,低速,･い速,高速の速度切換ができる｡

これらの表示にはベース表面に見やすい移動指示板を設けてある｡

なお壁掛方法としては,テーパみぞを利用した差込金具を考案して,

取付け,取はずしの簡便化を図った｡

今後この種の壁掛川扇風枚は,安全性,実用性れ乙肘)L-ノJL,仲良

が期待されるものと思う｡

凶1 哩掛川痛風機

評 論 第48巻 第1号

■ 使いやすくなった新形電気大工

凍鮎川の組合せ電動工具に電気大工と名づけ,ドリル,卓上川九

のこ,携借用サンダの3点セットの発ラモを行なって以来5年を経過

した｡その間,グラインダ,かんな,ジグソーなどアタッチメソト

の開発に努めてきたが,今般各方面の要望をまとめ,品質が一段と

すぐれ,モートルの着脱,組立,取扱いが簡単で,操作が便利な新

形卓上用九のこ,新形グラインダを完成し,同時に卓上用サンダ,

みぞ切りアタッチメントを閃光した｡

また動力源となるモートルも,安全性のすぐれた二重絶縁構造の,

軽量で強力な新形モートルを佐川することにした｡この二重絶縁モ

ートルの開発により,ヨーロッパ各国への輸出が可能となり,輸出

川セットDL-3E(ドリル,携帯上H丸のこ,携帯月けンダ)を開発し

たが,これに対するヨーロッパからの引合は非常に活発である｡

竃亨妄‾遂限月野‾=′

-‾.≡■澗丁習-′一撃_-
窒 --‾‾′蓋お:エー言

天空;‾--ノ

図1 ′毒気 大 二+UL-1UAJi)

図3 新形電気大工のセットとその構成アタッチメント
､
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■ ハイフリーズ形冷蔵庫

近年アイスクリームなど冷凍食ハiTlのユ､徽な増加により,これを貯

蔵する冷凍室什2弘山女式冷蔵柿の′需要が高まりつつある｡しかる

に,従来発売されていた2限度式冷蔵楯は,2偶の蒸発器を右して

いるもので,一一般家庭に普及するには価格が店過ぎるうらみがあっ

た〔,そこで,もし詐及形冷J歳柿と川村度の価格の2温度式冷蔵怖が

できるならば,かならず新しい′お安を喚起できるものと寸想される｡

ハイプリーズ形冷臓庫ほこのような観山にたって開発さjtたもので

あって,従来の2掛空式冷械樺とぅ鞍なり,1仰の蒸発器で冷淡宅お

よび貯蔵室をともに冷却する方式の冷蔵帥である｡蒸発掛こほアル

ミ製□形のものを仕川し,納後を減閉して｢勺挑を冷拙寅とし,上‾F

左右から冷却する4面冷却プブ式とした｡また冷凍室ア比度を降卜する

ために,冷媒R-502を使川した低温作動の温度調節諾詩を新たに開発

し,これを取り付けた｡かくして冷凍#l勺跳の払1度はきわめて帆

温となり,温度分和も均一で,冷凍食ん11を一上--･分貯蔵することができ

る｡また蒸発器と貯蔵室間の冷気対流を考慮して特殊スリット付砧

受皿を開発し,蒸発器の温度低下と相まって,貯蔵室もまたきわめ

て強力な冷却力を有するものである｡技作もきわめて簡単で適氾メ

ータに合わせて温度調節を行なうだけで,四季を通じて常にスピー

ド冷凍とフレッシュ冷蔵が叫▲能である｡ハイフリーズ形冷蔵庫の除

霜方式はオフサイクル定時タイマー式で,経済的であるばかりでな

く家庭用冷蔵庫の除指力式としては最も便利ですぐれたものであ

照 明 109

図1 ノ､イ フリ
ー

ズ形冷蔵庫

る｡意匠面においては金属色を痛く打ちrHしたバネコンの意匠はい

っそう豪華なものとなり,機能面においても引出し式低温肉皿,卜】l

転式野菜入など,一段と充実して使いやすい冷蔵庫となった｡かく

してハイフリーズ形冷威倖ほ,竹和40年度発売日止冷蔵倖の主力機

種として発ノ占以来世の好評を得ている｡

■ 輸出冷蔵庫(R-145形)

輸出冷蔵睡としてはすでにR---123形(123りおよびR-161ノ捗(161

g)の2機種が開発されているが,ヨーロッパ製冷威樟に対抗して

中間機種のR-145形(145りを開発した｡遜発器にほ最も熱伝導

率の良いアルミ製を採用し,全幅□形の形状として蒸発面積の増大

をはかり,新しく開発した日三縮機と相まって強力な冷却力を有して

いる｡

新形圧縮機ほ上ご附こ圧縮機構,‾F亡附こ2極モートルを配したコラ

ム形で,容積は従来のものより約30%小さく軽最小形化したもの

で,圧縮効率が良いので強力な冷却力の原動力にもなっている｡

この小形圧縮機の採用により機械室の容積が節減され,内柏を下

げ底にすることができスペースを有効に使用することができた｡

霜とりには経済的なオフサイクル式日動霜とり装躍を採J‾l‾ル,砧

とり中は明るく輝いて#lてとりを表示するランプを備えている｡

また,限度調節㍑;‡にはl‾トンニ独1王1の"ICE”ノッチが設けてあり,機

能的にも性能的にも外l叶製になんら遜巴のない機榛である｡

これでR･123形,R-145形,R･161形という輪J-トキ冷蔵J･liのシリー

図1 R-145形輸 出 冷蔵庫

ズが完成し,央l萌アジアを七として世界各国に輸出され 好【i､l′を得

ている｡

■ 自動車冷蔵庫｢サーモマスター+

の開発

電f冷蔵樺ほ,11/て和35f｢二わがい]で初めてふ川三ハl】-左′光起して以来,

年々改良を行ない昨年は市販品をLIjすに∃土′〕たが,比鮒式に比べて

｢別口jで,いまだ実月1【■hlとはいえなかった(｡′.誼J′･榔+jで交流を使用す

る形式のものでは軽流装揖を必要とし,これが交流をそのまま利用

できる圧縮式に比べて,割勘こなる-▲凹となっていた､1,そこで軽流

装置を必要とせず直流電淑を直投できる自動車用冷蔵庫を電丁冷凍

により開発することを試み,電子冷凍素子に直流12Vを向投できる

よう素j∴の小形化を[東川,その実川化に成功した｡

本冷蔵樺は上蓋内に冷却装置を内蔵し,側面より取り入れた空気

図1

サーモてスター1
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を冷凍素子の高温側に接続された放熱旨詩と熱交換させて上力に放出

する新しいl′‾l然空冷式を採用するとともに従来形の約1/2の大きさ

で同一冷却能力を七■する′ト形冷凍素Jせ開発採用した｡これによっ

て従来必要とされた放熱側冷却フアンを不必要にし,コンパクトに

して無騒音,無振動の冷蔵庫とすることができた｡形態ほ日動申用

には欠かせないう望びやすさを前祝し,冷蔵樺としてはほかに煩を見

ないニケ真に示すごときスーツケースタイプを考案採用した｡

これら日哉独【二1でrjH発した技術を基に完成された木冷蔵触よ,止

量8kgで従来の同一内容積(10J)を和する圧縮式獄故掛こ比べて30

%軽くすることができた｡また向一山容積の吸r㌻の外法容積ほ,址

■ 軽量小形ルームクーラーシリーズ

ルームクーラーは電太冷蔵岨 沈拙磯などの一触家電i弘l-■--とやゃ

異なり,窓や壁などの出い所に拙付けられる｡このノ∴ミが販ノ亡上のあ

い路の一つになっている｡かかる瓜に弟f】し,掘什およびアフター

サービス時の人手の軽減を図るため軽量小形化を計匝ル,冷房能ノJ

l,800kcal/h級およぴ2,240kcal/h級で各3機稚,3,5501くCal/h級

で1機種合わせて7紋様の軽量小形ルームクーラーシリーズを完成

した｡

これらはいずjLも従来好.沖を博していたタイプのデザイン,‾､J∵法,

重量,性能などに大幅な改良を加えたもので,次のような特長をヰj▲

しており,今後家庭用としての普及が一段と期待される｡

(1)いずれの機種も新たに制起されたJIS規格にしたが-.,て設

計製作され,特に冷房能力は在米のものより一段とすぐれたもの

である｡

(2)正面の化粧カバーほ掩わ絹巨ノブ1,800kcal/ll純と2,2401くCと11/11

級では図lにホすように空気吸込祁と吐出部とを一体の感じとし

た格調高いダブルストライブの格丁模様とし,また3,550kcal/11

級ではアルミ引き抜きの化紅わくと木]模様の化粧板を抹川し,

デラックスな感じのデザインである｡

(3)外のり寸法をさらに小形化するとともに,軽量小形2梅旺

縮機の全面的採用と,絞り構造の大幅な採用により,いずれの機

縮式のそjLの75%にすることができた｡なお収納量は餌ビールな

ら15本,ジュースなら14本である｡消鎖電力はr上-Ⅰ動巾のヘッドラ

イトの什L】以下の40Wで,遠距離ドライブの長時閃佐川にもまっ

たくさしつかえない｡

本冷戚雄は6.5kcal/hの桝鵬巨力を和しているが,円内における

ドライブは触距離走行の場合が多く,このためドライブ時間中のみ

で食ん--を所要氾度まで冷却することほl即位である｡したがってあら

かじめ冷却された食ん-■を収納することが必要で,/〉後この山の改良

がりほれているし

--‾‾‾‾‾由■仰ぎ

二山'‾‾‾---一一-i----一一--←ぎー----------
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′
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凶1 RA-1とi9形ルームクーラー

住も約30プ古の人帖な収量軽減なテーfな一〕じJしたがって述搬心よ

び据付帖の所要人数が従来3～4人であったものが2～3人ですむ

ことになり,販ノ占およびサ･-ビス上井′～如こ波にな.-_-,た｡

(4)拙作スイッチは従来抑ボタンノ〔であったものをロータリ式

とし,拙作を統一払イヒした｡また椚ゴ皆電力はモートルと給紙サイク

ルの効率向上により,他社と比較して鼓も小さくなっている｡

(5)スライドアウト構造,換左様距,風量変換装拉などは従来

と｢丁8様であるので,槻什上また使用上たいへん使利である｡

■19形90度偏向カラーテレビ

の新規開発(CN-70C)

従来カラーテレビは操作,画像および安定性に雄心があったが,

今回90度矧句による鮮明な両像･各揃の大幅な自動化と二女ンよ性の

向上した木製コンソールキャビネット佐川の19形デラックスカラ

ーテレビ"CN-70C”を偶発した｡牛如こ今回の開発に当たり旺1_】す

べき技術的特長は,

美しい自然色の鮮明な由像を得るため,新開発の山然出発光希土

放蛍光体の受像管を採fRし,陽梅芯圧20kV印加の甜什1格別肘己

して輝度上昇をi･まかる一プ丸 山復調｢-1路直線性の向上･(ナ】当川勺Fi貨.汁

による回路間干渉の皆無をはかった｡

また,受像管磁気シールドとシャドウマスク閃に椚磁コイルを設

け,受信磯の電源スイッチ投入後0.5～1秒の短時日見サーミスタお

よびパリスタを利用した消磁1月1終により消磁コイルにラッシュ電流

を流し,受像管周囲の消磁を行なう自動消磁装匠を開発したが,こ

れにより設置場所移動による消戯操作を不要にしたほか,也むら安

定化問題を解決した｡この消磁装置は地磁気の40倍程度の外非磁

界による磁化まで完全に消磁できる強力なものであろ｡

Irl崇放送受信時の色雑音除去についてほ,巴仁言馴‥精勤作のl′l動

停止装置および受信焼人力信号レベルが低卜‾して60J∠Ⅴに‾‾Fがって

も確実に動作するS/N減別感度の高い/ミースト位相検波出力を利

J｢‾jしl′Ⅰ朝出消上川路′お媒Jf】した｡

また抑に舛地ノノに対処して由感性･高鮒傲度化糾よかる一プム 避

妊形キードAGC川路を抹川して人ノJレベル射ヒによる出力偏差1.5

dB(入力レベ′し50/JV､ノ200mV)など,多1如こノ女延性の【二順化を担1

っ六二｡

そのほかJ【丈トI珊妨化のた～～〕カラーバーコンパーゼンス.洞察プノ式を

考案しり引l川二した｡ま

だ宗安苫の保護の立場

からlで引1三回路より不要

放射するⅩ線のl妨止二をき

【!:(たを抹川して,放射線

遺をICRP(矧驚放射

線防護委員会)の勧告

伯0.5mV/hll‾‾Fにし

た二 消ヂ～電プJは受像管

ネックが拉′+､の36.5

mmであるため16丁持

とほとんノご､何し､280W

に.i笠.汁L,受像乍㌣馳作

を電圧降卜にも対処で

ー110一

菅
川119形9()比佃ドリーウ

CN-70C
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きるよう余桁を持たせた｡

さらに製l■什-1にほ明弘!.スクり--ン･トーンコントロー｢′L･f∴1′ホー

■ A仙オートチューニングポータブル

ラジオの開発

近年家庭I甘屯]二機1伽二対する拙作=勅化の要求が強･よってきた｡

ラジオ受す.て機については,最もヤ_-､かいで,かつ=二催さ不ご賛する擢

ノ.,)撹rFの=軌化プiご検こ了､j一し,l上ヒ糾l追納のポ叩タブノl一寸-トナユーニソ

ダラジオTH-900およぴTH--800なIjH_施した｡

オートチューニングラジオほいかなる条什のもとでも,正確に希

望放送局に[‾Ⅰ勤同調することが必要である｡このた叫糾1な回路構

成で自動選局精度のすぐれた口1ンニ独l′1のビート方式を開発した｡こ

の方式は図2にホすように,rl･l壬j洞披脚幅汁汁の臼1力を別に設けた巾

r71‖詞披発振許さ‡の出力と択一介し,子ミ与られるビート信り一を低域折波然を

介したのセJ代田娘J捌宿し,イ轄流してリレー券ヒilソたを制御するよう帖成

したものである(-,この‾ノブ式に亡仁れは軒披iそ:‡と几引1呵披上削那結の低域

軒維持性をユしゅんにすることによって±21くC川ノっの通人1精度が

行られる｡またピー=i‾キンJ-は脚耶左J捌乱そr‡で十分脚桁されるのでr√l

勅題J口感度をゲ享易に高くできるなどの特艮をもっている｡

同調素了･にはバリコンを位川し,これをスプリングモータで駆動

し,制御リレーの可動什で姶励,･f‾軸二させる新株糀を採川した｡こ

のため,従来のラジオに比べで電池プ≠命は大岸なく,小形悍最でプf

命の艮いオートチューニングラジオをソ占成することができた｡

ポータブルラジオのオートチューニング化で,いっそう晰の広い

′1了雪が糊彷されろ.｢

■ 全トランジスタ化ステレオ電蓄

りDPK_8000=

従来トランジスタ増幅群を川いたステレオ冠讃は真空管式のもの

に比べ,青田･ノイズ･量産件などの出で劣っていた｡この原l月の

一つにアロイ形トランジスクの仙川があげ仁)jLるが,アロイ形トラ

ンジスタは遮断周波数が低いので高域洞披数でのひず+ろ､と過渡特性

が恐く,青色のさわやかさと音の伸びを肌71子していた(〕今何の笹望

l■ll'l開発に当たってほ遮断周波数の高いドリフト形トランジスタ

2SB361を使用し,回路｢t勺に十分な脚ホラ還をかけることによって市

田上の問題ノ∴くを解決し,さらに低州ノJインピーダンス(0.8丘‾1)による

スピーカの碑二様駆動を行ないすぐれたダンピング特性を得た｡

またトランジスタノイズの閃過では動作条件の′安応な低雑音回路

な開発するとともに,低雑音川トランジスタ2SB444を初段に使い

100c/sにおけるS/N70dBリ､卜な行て,高Jム実座付生のためのム

ービングマグネット形カートリッジ班糊を可能にした｡

そのほかメサ形トランジスタ2SA435手采川の痛感度FMチエー

リ‾も開発し,すでに矧■■i川二している乍トランジス々J(FMステレう一

アダプタ"MA--30”との机介せによF),すば仁一)しいlTMステレす放

送の巾/卜もできるようにした｡

これら研究成果を純然したち削Ii-1が"I)PK-8000”で,図lにその

外観を,図2に弓払枯の開披数柑ヰならびに周波数特性の可変稚閉を

示す｡

ノジャ･ソク凍録芹端了-などを完備した

叫触

Lズ11 TH-80()

小間川披

発花i

J.■J披放

変換

検波

fi占′㌢

スプりンク

モータ

帆放ろ

1にソ川純i

ヤさ流

lレ一

利御

夕旦哩山Jレー

腎押ボタン

阿2 口う‡す-トイーユーニソゲラジすプロ､ソク岡

阿1 オールトラソジスタステレオ電苗DPK-8000
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■ 薄形ポータブルテープレコーダ

(TRQ-330)

従来好評の3号リール直流式テープレコーダの普及形として,携

帯性に重点を置き,より高品質なものを開発した｡

特に今回の開発に当たり注Rすべきことは,マイクロホン･テー

プなどの付属品を本体に内蔵し,同時に蒋形･軽量･高性能･低価

格化を実現した点である｡

この問題を解決するた捌こ,まずテープレコーダメカニズムの解

析検討を行ない,軸受･巻取部の材質･寸法などの合理的な選定お

よび伝達トルクの合印的な配分によりメカニズムの安定性を一段と

高め,しかもこのクラスではいちばん薄い65mmという厚さを実現

した｡さらに性能面でも最大出力800mWの回路･レベルマチック･

評 諭 節48巻 節】-け

§翠

国1 純形ポータ7'ル

テープ レコ ーク■

TRQ-:う3()

ラジオ端丁･･リモコン端丁･甲送り機構を完僻し,軽量で低価格な

聾望l-1i-王を完成した｡

＋ 新形台所用品開発

ステンレススチール流し台は,戦後,公同住宅に採用され,その

後台所改善ブームにより急J敗に汗及したが,その楼能についてほ使

用者側の満足をかならずしも㌍阜ているとはいえなかったので,今11

人間工学の見地から流し台としての機能を追求し,ここにハイライ

ンD形の開発に成功したrlハイラインD形は台所の基本的要素であ

る『洗う』流し台『調期する』調禅千丁『加熱する』コソロ,この一

連の動作を4～5歩の移動でできるように直線的配列とし,その動作

を分析して作業に必要な一語芹臭および食-Ⅴ収納スペースを合理的に配

置したものである｡在来ほ,流し台と調群台とを別々にした形式の

ものが多かったがハイラインD形では両者を一体とし,従来の合せ

目からの水もれ,段違いなどの欠陥をなくし,バックガード重荷面

には,沈斉け,調味料などを収納するポケットを.設け,またバックガ

ード上部には,メラミソ化桝三掛よりのトップテーブルを設けるなど,

まったく新しい構造棟能をもち,他に類例をみないものである｡下

部収納部についても,一般市場の流し≠㌻の多くは,観音開きド7で

あるが,米びつ,ぴん立などの収納部分ほ動rFのH滑なガードレー

ル式引出し構造とし,収納l枯の出し入れが容易にできるようにした〔

また,蹴込部にはステンレススチール板をはり木部のI拓食を防ぐな

ど,18-8ステンレススチール流し台として,画期的な高級製一7i--であ

る｡

なおハイラインD形は,4ノ∴ミセットであるが,ラインの長さは流

し台とガスキャビネットの標準2点セットから台所の広さに応じて

自由に組合せ選択できるものである｡このほかに流し台として,ハ

イラインの標準J甘tS形,普及品F形も開発した｡

一 新形ポリプロピレン浴槽の開発

38年度に開発したポリプロピレン浴槽<R謀ホームバス>HM-

10形は,プラスチック浴槽の一方向を示すものとして,一般の注し1

をあつめ好評を博したが,40年度には,さらに改良を加えた新形好子

槽HM-20形を完成した｡

HM-20形は,需要家の要望をとf)入れ,内容積満水240ヱと大形

化するとともに,ポリプロピレン内槽を一体射出成形品とし,エプ

ロンに熱硬化性アクリル樹脂塗装鋼板を使用することにより,生産

性と一石-t質の向上,安定をはかった｡また断熱材として,硬質ウレタ

ンフォームを用いたため,他社品にみられない保温性をもっている｡

形式は,HM-10形同様,一般家庭用四方エプロン掘芹式で,ポリ

プロピレン射出成形l甘lを主体とした設計は,ほかに頬をみないもの

であり,すぐれた保温性,清潔感,入浴感により,従来の木製,タ

イル製浴槽にかわる矧!-l-1として,好評を博している｡

挙立

‡l

き岩!1泌

図1 ハイラインD形4点セット

ュ苛

ぷ㌣

転顔∴

しl

阿2 【) 形 流 し 子†

図1ほ,ハイラインD形4ノ∴くセットなホし,図2はD形流し台の

外観を示す.′〕

‾γ漂
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図1 ポリプi了ビレソ打i倍HM-20形
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■
一枚売絵はがき自動販売機の開発

ノkいこ人一つた絵はがきろご必要な枚数たけ仁=七に選べる--･枚竜綻ばが

き〃)-√1勅舶′′ヒ機石+椚発した..

打〔米の"糸ルノ上り”絵ほがきでは㌔もに人った絵ほがきが1､2枚でヰ)

一縦令～祁を買わねばなド〕ないので,利川古から``一枚′売F)”の要り‾皇が

強かったが,人手小足の季節観光地では低判州商lJli-Iとしてきらわれ

たり,ガ′Jiきの被繋があるなど,†〕絹話者側ほ--･杖積りに椚棒的であ

,-､た.-､

/㌢ll仰目先したこの=励販リヒ機は,6位灼の絞ほがき右Jl枚2()lリで

リヒり,1().50,1(1nl■J打†竣貨かf｢点の糾/ト世で仲川して,必要な枚数

たけ続けて購人でき,終5()∩杖ず/)収`才子できろ大′邦貨形であるため,

数=に-+との帥允で済むなど,--一枚イこり〃)肌一､-(な一一‾)ドに解テルして,

利川井,†糊告糾)刈ノブに什汁を悼Lている‥

外観ほ図1のようにホテ′Lのロビー,待合所,J.ii頑などいずれに

も向くデザインであるとともに,絵はがきがテーーブ′し向にせり卜が

って来る特興な送｢Hノノ法をとっているので,‾r･〃いよもとrl二り人人の

刑昧をひくにも十分で,術動的構リヒ意欲キ高めている｡

また,絵はがきほ印刷l如ソト命なので,その他獲のため,通り=江

の高いホリプロビレンフィノしムで包装したものろTi以リヒすることと

し,連続ブイ′しムに一一枚ずつ人れた絵はがきの目t】にミシンIl石ご人Jし

舶イ上の那岐ローラーで送り=し,催√実にL州叶ナる糾しノいノん(とな/,

Ji､(､ミ lリJ

さ貰母港革む¥監掩汐監淫

芸蔓才好き

113

首
曹

岡11杖イJ鮮ミ(土力'ミきl′l軌跡い▲上階

ている(7仰いこ=こ仙汁什t紛い)し｢

この柏の販イ上磯ほ,給はがきの･枚ノ上り,=勅舶ニiヒ機の製造のい

ずJLの向でも先進いミlでカ〕る欣礼子帥ミlにヰ)例がなL∴11てた製作所が糾

〟)で右蛇Lたもので,狂犬綬11祁苓ずして終川かド′)多`ノこのリl/†いか

一受けていく‥〕

■ 電動式キャディ･カート

ゴ′Lフ場にお汁るプレーヤーのバッグ運搬は,娼滞キャディが‾r

j■lル℃のソJ-卜む′ノlくか,あるいは‾Jlて"こかついで行なっている.〕しか

しながら炊米に比べ似斜わ人きいわがl【三lのゴ′L-ソ似でのキャディの

什･拝は柑当地づj他の広いものであi),キャディの起居ヰミほ非掛こ眠

くゴルフ切の小r苅ふのたねとなっている(-,またキャディに多数の々1二い

‾女件が打〔乍しているのは11本だ(ナのもので,づi倒･糾占の食道iことも

ない′i止し､相火キャディの数は政減するだ/)うといわれているし,ゴル

ソほ小小山卜のかぎ仁Jれた人達のものかFノ才一`テfr掘な含〟)たスホーーツ

にf各り/)/‾‾)あり,プレーヤーーが】■l分で/ミ･ソグ右二う軋くこ風潮がト流をIll

〟)るようになノ′′_)う‥

この場介プレーヤーに肉体∩㌦ 精F小仙なf′Lれをかけないナトートが

必要であり,必然｢伽こl′l心式のキャディ･カートの使川が一考えドJれ

る‥11､J/ニオート･キャディ･カートはバッテリな動力淋.としたl∫1む

ノじか【卜で,芹勅装粁の採川,､仰け也におけるl′1ノJ巾進什などによ

り操作が容揚にな･1ているし,またて至坂ブコを大きくとっており,東川

7仔の博川がむずかしいわが川のゴノLフ域では崩もー一触仙なキャデ

ィ･カートとして汁及するものとそえドノjL三も..

隅造は綬∴愉駆動の三輪ノ(で,巾輪にほ接地什71ご考慮Lて人形ノ)

チューブ人りタイヤを使川し,励ノJの仁さ迷には差勅装揮を川いてハ

ンド′し憎什の淡な【1こうにしてあるL-.また走行速度は,御心者が簡巾

に機えるように,あF)かじめ溝妊さかた三f即皆の適度にスイッチで

リノF)換えるようになっているし､

】‾rl■/ニオ∽ト･キャディ･カートのおもな特長ほ次のとぉりでカ)るL-.

(1)て箕坂ソJが人きくノユ傾斜のコースでも淡々と仲川できるr､.

(2)運転ほハンド′L械rl三と速度ストソナの入リJたけで非常に簡

Rl-である､-.

何1 す一卜=ト＼,十イ･-Jノーート

(3)‾卜り坂でほモート′しがプレ¶キのf貨【はほたし,つjlに`女

1モ速舷な絆柑できる‥

(4)ズモ勅装i糾)採川にt=)ハンド′し柁作が容錫である‖

(.5)幅の瓜､大形タイヤ糾む‖】していろのでj剖地口三が小さく,

′､竺′卜糾､た二〟)る心削がない.

ー113
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■ 新シリーズ換気扇の開発

(1)尾上換気扇の開発

広面も亡妻の大形建家二I二場の換気用として強力な尾上換気扇3機種

(羽根径50,75,100cm)を開発した｡最近ほ‾1二場の建家がマンモ

ス化する傾向にあり,建家の中央部まで十分に換気し,汚染空気

を除去することが困難となり環境衛生上問題となっている｡尾上

換気扇はこの問題を解決するのに好適で,屋上に取り付け強力に

換気すれば,建家の空気の流れも窓際→建家内部-〉屋上へとでき

効果的である｡

換気扇は仁王上に収f【付けるたぜ〕,再仕舞を完全にするとか,取

付フランジを付鳳■行--としてつけ,屋上での取付作業を容易にする

とか,フードを蝶番により半開し自動的に固定して屋根の上で危

険な保守点検作業が容易にできるようにするなどの構造となって

いる｢,

図1 屋 上 換 気 碩

■ 業務用洗濯機の開発

旅館,ホテル,クリーニング店,病院,会社の厚生施設向として,

給水,排水,洗い,すすぎ,絞りの令‾‾｢程を白動的に行なう業務用

洗濯枚を開発した｡

木椀ほワイシャツ,浴衣,シーツなど乾燥布重量8kgを処理する

中容量機であり,洗濯方式ほ一方向凹転ドラム式とし,その洗浄機

構はジェット十ディップ方式を採柑したものである｡

従来の洗濯方式は,回転するドラム内で,港下する洗濯物に洗剤

液を吹きつけるジェット噴流法,またはドラム内にある洗剤液に浸

漬するディップ法のいずれかによっていたが,本棟はこれら二方式

の併用により,洗浄要素である衝撃,水流,州申,摩擦作用のすべ

てを備え,洗浄率の向上を図一〕ている｡損傷率はきわめて′トさく,か

つ使用水量も少なくて済み,運転経費の節減ができる目立独白の構

成となっている｡

心機の柄造は次の三つの部分から偶成されている｡

(1)rill転ドラム式洗濯柄を小心に,洗いから絞りまで四段階の

1‖1転速度が得F〕れる椿数変換モート′しと変速機肺を石するドライ

ブ系統部｡

(2)竹亡l勅としてプログラムどこい)1≠をを進めるための電㌔毛糸

統批､

(3)洗剤換または水(i易)を循環させ,掛､,排水などを行なう

ポンプおよび配管から成る循環系統部｢〕

速度変換方式については,特に絞り二L程において初期における低

速脱水および最終【二掛こおける高速脱水と適正な速度変換が行なわ

れるため,駆動モートルの低出力化を可能とし,かつ洗濯物のアン

バランスな矯寸ミして,これによる棟話語の振動を少なくしているっそ

のほか

(1)セレクトストソナを押すことにより水,掲の迷択ができる｢,

評 論 第48巻 祈1･け

(2)四極右圧換気扇の開発

有圧換気扇としては従来の六極シリーズに加えて,風量一風圧

特性のすぐれた騒音の少ない四棒シリーズ,羽根径40,50,60cm

にわたり5機種を開発したrJ

従来一捌こくらべ一30℃の低温にもまた湿度100%のクーリン

グタワーにもそのまま使用できるようにするとともに,羽根車を

逆向きに取り付けることによって吸気も排気と同一の特性ができ

る構造となっている｡

(3)日動首振形工場扇の開発

+二場扇ほ手動首振形であったが,あらたに日動■打振装置(打振

角度,汚振方向が変えられる)を採月]した羽根径40cmのものを

開発し,熱処理_l二場,一般機械工場のほかに,組競作業ラインの

多い軽_‾｢業,食品‾｢業にも進出し使用分野を広げた｡

≡毘羞･惑辺喜_}_一撃≡慧Ⅷ

_彗

､＼⊂小).‾≦三

喝隻竜一一石∝

宏一Fp｢

.奄

岡2 日 動‾R'粒 形 ‾l二場扁

L米11 業 務 用 沈 子# 隙

(2)洗濯時の布くずを除去するフィルタを謝ナ,濯濯物に布く

ずの付崩するのを防1卜し,あわせて液循環系統部の布くず詰まり

を防く'■｡

(3)ポンプによって強制排水ができ一るので沈淋機よりも高い位

程への排水が可能である｡

(4)必要に応じてのりづけ運転ができる｡

など,取扱性を考慮した各種機能をもっている｡

この洗招機はデザイン的にも従来の業務川洗濯機の概念を脱却し

たもので,コンパクトで仁1色を主体としたスマートなスタイルほク

り-ニングJ.1iの店頭′■▲く伝川として効果的であり,各万病での活躍が

期待される｡

ー114--
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■ 700W業務用電気掃除機の開発

現在国内で使用されている業務用電気掃除棟ほ,消費電力600W

程度のものが主流をなしているが,吸込力や各種性能を向上し,か

つ,新機構の採用により小形軽量化を図った700W掃除機を開発

した｡,

本棟の採用している新機構は

(1)モートルハウジング,エンプラを従来のダイカストから鋼

板製に変えモートル形状をコンパクトにした()掃除機用整流子モ

ートルは回転数が15,000rpmと非常に高いため,鋼板化に高度の

技術を要するがノ､ウジング,エンプラ間に特殊な支持方法を設け,

組立時の変形を防ぐ構造にしてこれを解決し,モートル容量の大

きい業務用として初の銅板化に成功したり

(2)フアンを特殊な円錐形にしてフアン効率を向卜させ,従来

のこのクラスの2段ファンを1段に減少し,逆に風量,真空度な

どの性能を向上した｡すなわち掃除機用フアンでは主として製作

上の理由から両側板の--ド行な形が使われているが,これはファン

入口(内周純)とファン出口(外周部)の風速差が大きく,フアン内

の空気の流れが乱れてロスが大きい｡その解決筒として円錐形フ

アンを採用し,フ7ン効率を高めるとともに1段フアンの採用を

可能としてフアン部分を大幅に小形化した｡

115

堅ぎ

図1 CF-V7｡形700W業務用電機掃除械

さらにサイレンサやハンドルの合理化により重量低減を図るとと

もに,本体デザインは全体に角形のイメージを出した軽快なツート

ンカラーを採用,そのうえキヤスタ(自由車輪)に優美で寿命の長い

ナイロン車輪を使用するなど,構造の内外ともに一新を図った荊製

砧である｡

■ 蛍光ランプ,水銀ランプ類の

新品種と性能改良

(1)蛍光ランプの低雑音化

蛍光ランプのラジオ受信障害に対しては,すでに雑音防止コン

デンサの取付けが実施されてはいるが,それでもNHK調査によ

ると全受信省の約10%が蛍光ランプによる受信障害をうったえ

ている｡

今lリ1,雑音電波の発生源である電極の動作状態に根本的な検討

を加えた結果,雑音電波の発勺二を従来ランプよりほぼ20dIi低‾卜

せしめることに成功した｡この改良は全占占種の蛍光ランプに採用

されている｡

(2)高効率線仁1巴蛍光ランプの開発

退路照明など岸外照明は演色性が雇祝されないため水銀ランプ

やナトリウムランプが使川さJLている｡

今川,新しい蛍光体を開発し,演色性も良く高効率の緑白色蛍

光ランプを開発した｡このランプの効率は110ワットランプで90

Jm/Wであり,140ワットナトリウムランプの効率93Jm/Wに

ほぼ上′ら敵する明るさを持っている｡

(3)植物栽培用水銀ランプ"サンルクス”の開発

農業技術の発達により最近では作物がチ朋促成栽培が実糊化さ

れているが,これらに対する光の積極的利用が大きな課題とな/-,

ていた｡今トーⅠ完成した栽培用水銀ランプは農林省技術研究所との

共｢司研究の成果である｡､このランゾは光命成に必要な波長以外に

他物の各生理蜘己こ波長を含み,このランプだけで太陽光線がま/,

たくなくても止常な育成のできる剛明的なものである｡また,こ

のランプほ水銀ランプを改良したものであるため本質的に放射エ

【文il 航空用45ワット(右)200ワット(中)沃素ランプ

ネルギーが慮ノJであり,昭和39年度農林省に設置された世界最強

の植物成育装置(バイオメトロン)にも用いられている｡

(4)航窄川沃素ランプの開発

最近の滑走路照明には′J､形の沃素ランプを川いたパ/ケーキノ日

照明灯が多数使用されてきた｡

今k‾順]発されたのは最も利川の多い45,200ワットの2種類で

あー),すでに二川l作港で実用試験を行ない好成績をおさめている｡

図1ほ45,200ワットランプの外観半白であるが,この種小形

沃素ランプを用いたパンケーキ形恨明灯は道路照明用としても今

後の利用が期待されている｡
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■ 海外にのびる明視スタンドと新しい

材料を組合せた和風リングライト

公モ光灯スタンドはみモ来一般にノ衷艇の勉ノjり1J上Lでrゴもに沖及l-Fハが

二】三度されていたので,･ii二梯川に悼J)れること〃〕多い欣求.ナ帥ヱトの進

汁=刈羽難であったし.しかし最近明視スタンドのJISがてIjり誼されると

ともに家庭川高級l■il'lへの認識が痛まりで.右要も岬Lてきた.二.】]l■/二製作

所においてほこの傾向に弟11し,いち1iしく機能j三iこ屯山を音符し､たデ

ザインにより,凧勺におし､て好i言､lえを柑たの見でなく,40年になって

欧米吉別邸こも鴨川さJLるに乍/,た.-_.乍後.‾;朽外‥三lの山場件,規格など

な考慮してなおい′)そうの故山石ご加えることによF),ますますのび

ていくことが期待される

これまでのリングライトー_)り 卜け;そこり㌔のセーートリ)柑‖とL/ては瓜

化ビニ′ト＼つ八一ナロー′Lなどが･'i‾†.批で別帥1に似=さJしることが多∴

うまt′こ糾みで?わせたヰ〕の(上なか/-,た‥そこで孔=出スナローール,榔

机ラミネート塩化ビニ′し,七よびj-′i吐ホりプロピレン,耐触幣作ノ､

(A)リングラfト6850形〔30W2火‖ (B)リングライト3850形(30Wl灯)

図2 和 風 リ

■ 新形60W高出力蛍光灯の開発

店HlプJ蛍光灯ほリノ所漣の照度なうるのに少ない灯数でj粥明でき

るので.馴旨費が′女く船,γカミ簡仙こなる,也管電流が大きいため低

温の場合でも効率があまり満ちないなどの特長をも/,で†ゴi),60,

80,110Wの一連の高山ノJ出光灯が開発されている｡これらのラン

プは従来の20,40W公子光ランプに比較し約2倍のランプ電流を流

すためランプl_Ⅰ金とソケットとの接触が問題になるり またランプ【≡E

肝が全般に■訃､こなる〝‾)で絶綽カ′く一でビン到川んた特殊構造のF-j金

(形式FC17)を旭川していた.こび)たこノ)ソケットも特殊構造で人形

になりひいてほ;そ‡壬具胤告,-ノ‾∴-r†ン,抹一.川l山栴の何でl凱･､■.けこあー,/ニ.

そこでソケットの此J‡にイ■川しノ, ▲舶′10W川ソナIソト上川 ▲隅

造､l法で高肘乃川ソケットとl･こ+･は触机純子ごヰ)一ノソ′rlソト別辞け己し

て60W高L上りJ蚊光灯に越川十イ;こととした･.‾j‾■なわ亡ノ,60Wに関

Lてけ竜流は大きいがランノ′竜仙土40Wとrl川rを度であるためラン

プl]金隅造に4()W川と川 -の′ミrビン式々採川L,かつソナ､ソト

の抜触を政#することでこ叫川(ノイン止した さrJに一女磋㍑:主にほ特殊

ポリエステル樹脂コンハウント1うご適jljし_て晰血形二りこな′+､叶〃ヒL,み､〔

しAノ 2灯m〔形式62-LSC〕 (B二11灯用(形式61-LH-

いく11 折形60W■■1■ゎ‖lノ川〔光灯一女ン上才;‡

j･､+

‖､卜
ぷ百 ち′ご48逢 汀う1り･

】

手口ーーノLなとのノラスナックス材料む剋心付J7せ,こ川二lてl川‖む仙

えて新Lい感一定を勺二.かした和風リングラf

い
ハ
.
ト
竹
ト
〓

ノ､･祝 ケ ント

ンニケrト 506形

/う rト 512形

噂

卜な†ん収した

(′C)リングライト6860形(30W2灯)

ン ブ ラ イ ト

(D)リングラート3860形(30Wl灯J

火の4(JW川1そ:‡_共にそけ安ま仙川できるエうにしじ.1､1l二のように

ランソ,ソケ､ソl,`女心拭‡の3ノ∴＼む改良しデザインろ二･一新した【‾1､■仁

新形60W■軸+=+生り亡川よ

(1)40W川とi■tト･構造のソケットイ1二､悼川しているレ)でランノ

篇脱が簡恥

(2)光火が大き√く4,350/mで40Wに比較し1.45f缶の光火にな

っているしJ

(3‾)ノf命ほ40Wとトロ一一の1(),()00帖問の良′≠命である.J

(4)-40Wjrjlキ詩共なそのまま仲H】Lて′々′起拭壬のム交換-‾りtほ

f.をい

(5)`が誼;号:さ亡上′ト形醗邑でふり.熱酸化性ノ)′ト■りエフ､チノし樹脂コ

ン′こウンドを採川しているためノノーの児状過熱時にぉいてもコン

′しウンドが流汁トナるような心配がないし.

などの特艮をヰ)一,ている._,表lほ1灯川,2灯川㍑詩具の牛サ性左′,図

1は新形60W向山ノJ蛍光灯川二女起請㌻‡の外観を′jミすL一

人11llて/二新形60W r引tlノJ出光灯の特什

ノ日
払 一心 J卜1V-

1JfJ
-1シ

弟■1(C/S〉

心 納 入 り 甘】二流･ノ1)

`ぷ 防 人 ノ+■■-l.妄ノ+･＼Ⅴ･

り ′ナ･･クβ〉

`ぷ 桁 ◆_//こ ■右I卜 LV･

′心肺二〉ン ‾ノ′rtこ流･A,

乍 北 山･1nl､

平 j勺 壬f 命Illrl

ラ ン ソIl金叶クノ(

七 ′心iそ:吉和,二(‾kg､)

116一

1 灯 川 l

l()t)l 200l

506()l5(160

()･911()･46

82 1 汚2

9t) t)0

2:jO 2こi()

().8

4,35()

10,000

G-13

3.0

2

100

5(1′■6()

1,6

152

95

30()

…で∴.∵…

U.8

8,700

4.5
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□ 防爆形照明器具

【j別掛｢桃川1キ:上土‾-いょ卜域その他ノ)J凄か舛に,l′､;いて,叫慨ノlノ川‾八(ハ什/lミ

サる場所む肘叶し)‾るl掛こ,その‖小机馴rfiか｢ノぴ)牒充,ま■たけ火災ノン

臥卜】-るため抑別に.胤汁されたもので,丘之,吐続々鯉.殺されてい七〇化

学=簸川‥1プラント.書法純などにほ火くことのできないものである･.

さきに閃光された耐‖三防爆形労り亡灯㍑:りしナゴよび=熱灯㍑:‡具にりは

拭き,巾‖【三l妨爆Jlラ水鎚灯㍑ごり与,′女乍州別掛｢≠〟)水鎚灯け:‡1-し勺■と光灯

骨

脚〆‾ノゲ〟

l_¥I1 4()W2灯佃川三l妨憮形駅北灯諾･手技

い /･▲

｢【土 ぺし 明 117

1そ:川,=鮒こJ■1そ:壬∫もが鮒‖■.化され,光i刷り(･･こよるl称‖l∴二女乍哨防煤㍑:‡

ユしシり-一六､の1七城なムた‥

1そ㌻･‖し+ゞ休にほいず′hも丁′しミニl〉ム√†魚鋳物が他州され,さびl卜

叫′l一三て'どよ･こするとともに･l鮎ミニ化がl和一)+Lている‥なぉすべで訓劫甘｢

ナノi?業`女1瑚リヒ仰の.i忍従ふし駿に作柄した†.描1他の｢恥､拳法〟1である･｡

またl爪j川三l妨勝一袖〔光灯請:一三具irL爆先′洋紙2紳,充火度G4で,たと

えばェチ′Lエーテ′しやエチレンに,耐=三防爆形仁l熱灯,水銀灯器具

は伯は′‡紙2維,允火也G3でがノリバつ了了炭ガスに適1‾rJできる｡

′々乍J†引妨爆形ユiぐ北川々㌢り‡ほ鬼火岐G4で,たとえばアセトアルデ

ヒド,エートルエーチノLに,′衣乍州ド捌馴ラl′1熱灯,水鍬け㍑吉見ほ鬼火

比がGlで7セトン,いしす-′Lなどiこ越川できる‥

†〔f;,l巾‖=払牒形ニト∴1二び′女乍上矧妨爆形㍑:川シリーズの機樺偶成は,

】肘=三lけ他川多㍑†さ上しJ一ゴよび一女乍冊妨雌形1て:川ともに,勺〔光灯40Wl灯川

_j∴1二び2川Ij,=熱灯200W川,水銀灯4〔)OWjlj(′女心㍑:･きを榊一r)

くい-)IJk/,ている.図卜4トL
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■ 輪軸疲労試験機の開発

恥削小川j愉仙川ノセリ}畑地1∫し′.こrし純一･jHくJ納州帖リノ↓iぺ燐機′川ト】たL

た

1こ機は=仙+日払心にて†小IlさJしていィニ)詩仙小柳小川帖仙Ilけ∴しJこてri･

小一けjご物JJし騒にて,二と〝)姑づノ必也1∫,∴桐′トj‾く)ヰノノ)で丸く1ノ

′た=け｢小よたはふし験f-｢小に.i胡則糾トIlむ斜Li土人輪州ノ)1仲‡小机別品了

卜にのせ,肌軌モーーケで仙粂愉ノ引l】l転させ/二状態で■帥l二仙托ふ亡しび

帆†三を〃心と■て,披′加齢生の一江しj擬ろ丁?+二なうも〟)でぁり,向叶伯巾二ほ叱

仙托でり▲▲ユLるほか,州‥卜′⊥′Lセーーメでラング'1ムな饗励イ和巾もり▲-える

こともできる【J帆l三iよr州ト+′しセータで,坐励イ村1托が-リ▲･たt･-)′′fし々〇は

か,必Tiil川畑仁～f励心よびIl11線過j妙【人態む起こさせてJノ▲･ニモ_ることもで

さる し′′こが---て軌条帖.､■テ【;くよ,/.二/fに揺動=Hiヒムこものでとい),+､耐力

川丁州ト＼′Lセーークでサークリックにあ1〇いはラングノ､に揺動させく1

ことができるしJ如灘帆粂となる軌条･鰍よ巾ほ2,5川)11川l〝)タト＼,鋼

-▲休暇造であり,l帆粂輪帥は拉人f‾た4ニi()111mで非仙こぅ出門告な.州庁主菜

什にも十分耐えるよう.i娃.汁されているり また,帆条蛾を揺励させる

ため,淋軌柚と仙条輪仙との仙継-｢にほム主人恍斜r｢J引立まで汁才子さ

九別`キク恥没.汁(ハギヤカップりングなイむ川Lで】■ゴり,ブレーキ矧紙エ

ー瑞速城では,電気も的Lし!性制動をかけ低速域で,ディスグブレーキむ

rl三軌させるなど,各所i･こ新設計が施されている.こ㌻

昨年蛙は第一風上ヰミニとして,七安機械桃分を製作納入した｡
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