
家庭電気品

昭和39年以来低迷を続けた家庭電気品は先ず本格化したテレビ

の買替え需要によF)‾1■上面りをみせ,初冬に寒波の到来もあって,電

気,石油暖房器具が好調な出足となった｡その後景気の回復が見透

されるに従い,各製品にわたり順調に需要が回復して,40年の在庫

増に生産をひかえ気味のテレビ,冷蔵庫では品不足となるものもで

るほどとなった｡またカラーテレビは品質の安定化,輸肘の好調な

どにより･予想以上に需要が伸び,増産された｡

製品の改良には多くの努力が重ねられ,各製品ともさらに性能,

品質の向上に努め,使いやすさ,据付作業の容易化をはかi),高級

化されてきた｡

洗濯棟では従来の一槽式と同様に二槽式脱水洗濯機"ペア”に瞬

間給水式給水ポンプ付,排水ポンプ付,超高速脱水式および洗濯脱

水容量3kgの"ペアL”など多機種をそろえ,また全自動洗濯磯の

新製品を加えた｡.

掃除機は470W,500Wとパワーアップし,リモコンの着脱,操

作性などが改善された｡

冷蔵庫は冷凍室の冷却力を増加し,庫内温度補償に工夫を施し,

"BS規格のスリースターを満足するハイフリーズ”となった｡ま

たとぴら全面に化粧板を飾った西陣シリーズ,木目シリーズ,ノ､-

モニックシリーズと他社にない豪華なハイプリーズカラー冷蔵樺を

そろえた｡

フリーザーはコールドチェーン時代に応える本格的フリーザーと

しては内容積100Jのものを開発した｡

ルームクーラは小形,大形各一棟種を加えるとともに軽量小形化

し,据付作業の容易化をはかった｡

井戸ポンプは全株種について耐食性の向上と据付作業性の改善に
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よるモデルチェンジを行なった｡

テレビは標準担l路,標準シャーシを使用し高性能,岳lV眉の"ハ

イシリーズ”を発売し,l自二戸j形R､■_′二明視ブラウソ管を使用した17形

がこれに加えられた｡

カラーテレービは希土類蛍光体を仕用し美しい其の〈崩ミ〉の色調

を再現する"キドカラーノ',家具調の豪華なデザイン,簡単にでき

るカラー調整,色ムラを解消した自動消磁装置,画像の輪かくをく

っきりさせることができる画質調軽装置など,容易に美しいカラー

を楽しむことができるものとなった｡

ステレオほ=キャッスルシリーズ”が好評である｡これには新た

に開発した低音専用ウーハーを使用した本格的2ウェイスピーカシ

ステムで,FMステレオの受信状態が悪化したときに自動的に受信一

状態のよいモノーラルに切り換わるFMステレオ自動切換装置つき

のものなどがある｡

以上のほか新製品としては陰イオン発/t器l‾ィォナイザー【し 宇

内上層の空気を下方へ巡環させる｢サーキュレーター+,｢貯揚式プ

ロパンガスボイラー+,温水暖房用放熱器≒‾‾ファンコイルユニット+,

｢日舜間ガス湯沸器1などがある｡

業務用電気品

業務用電気品に対する各種工業およぴサービス業への需要は,景

気の上昇気運とからみ好調な伸びを示した｡特に今期はサービス業

関係に多くの製品を開発した｡

業務用ドライクリーナは発売以来好調に伸びてきたが,さ仁)に業

務用洗濯棟に続き全自動ガス衣矩乾燥機および石油温水器を開発し

業務用洗濯棟器のシリーズを完成し発売したが,いずれも業界の好

評を得ており大きな伸びが期待される.1

近代産業の発展は,完全無じん,無菌の空気を必要としている｡
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しかし,その必資性を認めながらも,設備費や使用日的に合った機

諸賢がなか/-,たが近年大災汚染による公害の多発,室内空気の汚染,

また精密⊥菜,半導体工業,薬品工業などの進歩に伴ってじん境,

抑蔚などの悶越を放置して二fゴくことができなくなった｡これらの

要_?一対ここたえてJ｡)郡的に完全無じん,無菌空気を造り清浄空気の流

れの巾で精密作業を行なう装置,すなわちクリーンベンチを開発

した｡

最近の産業の発展に伴い,⊥場のマンモス化,閉鎖式構造化,そ

の【勺部における作業1二程L発生する各種ガス,ホコリ,熱,蒸気な

どによF)rド業場内の空気が非備に汚染さjlているし,この空気汚染ほ

従業員の健康に忠影響を及ぼすばかりでなく,製占占の品質を低下し,

.設肺棟械のホ命にも人きく影響する〔)l二Jl一上髭上換気扇ほ性能,構造

一二と叫まか帥Lの研光と一別鼓■を払ノー,た理想的な屋_L二換気扇であるしノ
そ

のほか席プHIJ扇風機をIjil発販売している.-)

旅肌 柄院,｢お二務所用として発売している美顔川掃除機,ホリッ

シヤーなどは順調な仰びを示しているカ＼今回700W CF-U7｡形

舶除機に吸1‾1をダット人形化し,牛如こじゅうたん揃除用に威力を発

揮するストロングマウスを開発し,好.沖を得ている｡業務用電気占占

開発軌1L■lとしてほエンジンヱ刈機,オートキャディカート･パーマ

スターなど新製Iill】lを開_先発リヒ中である｡
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照明球および器具

41年度における｢卜l土照明製品ほ着実な歩みを示した｡新しい光

源としては高照度て蛍光ランプおよび蛍光ランプ用高性能ノ〔朋J一管があ

る｡高照度蛍光ランブリングライト40Wは要求される照度の逐年

増加に対処するもので,主として家庭照明用として使用され,性能

効果は高く評価されている｡点灯管は蛍光ランプの寿命,管端崇化

に与える影響が大きいが,点灯管の基本的解明により開発された高

性能′亡よ灯管は蛍光ランプのガ命,ノ丈ミ化などのノ､■､ミに対しての占㌔眉lこりL

の寄与ほ大きい｡

岳照度化に伴って照明器具の増大する発′卜熱量および単位l自l績当

たりの照明器具の占める面積の増大化は,空気調和設備との関連に

おいて熱の処刑,利用ならびに空調用の吐札 吸込l-1との調和なと

力こ人きな課題とな/-,ている｡今後この種乍調併用照明器具ほますま

す研究開発されるカ＼/㌢度完成納入した札幌lけの娃設会館の?た調仰

川照明諸賢具ほ本格的なものとして件能,効果とも大きく期待されて

いる{〕

岳照度化とともに,照明の高級化が最近著しい｡射孝引刊として開

発された高級木製器具は,わが国固有の松,竹,藤,和紙を材料と

して製作されたヰ)ので,この種の脚明器具ほ照明の高級化に寄ケ･す

るとこノニ)大きく,いっそうの躍進が期待されている｡

■ 世界最初の渦巻式全自動洗濯機

沈抱機は現在完令に二槽式脱水洗拙機時代にな/_,たが,さらに数

て一卜後にほ,全自動洗沌重機時代の到来かチ想されるL二〕これに備えてR

lt_/二拳法n二所でほ世三和こ類例のない渦巻洗織方式による乍自動洗濯機

PF--5()∩形の開発に成功し,昭和40年9月より発売した｡

渦巻式を【1勧化するには洗浄性能の向上および和アンノミランスに

よる脱水時の振動防l卜棟偶の開発が技術上損大の難点であったが,

前者に対してほ独特の平子1■竹弼昏の開発により洗濯惟能をきわめて

す一て'‾れたものとし 後者に一対しては軋L､とアン/ミランスの牛ずる位

粁‡ゴよび蹄性如､1モノ∴(の高さを一致させた摩擦懸碑式防振女持方式の

開発により,通常のいかなる巾アンバランスでも運転に支障のない

すく-'カーtたl妨振性能とした｡

さらに簡単な椛造のバネクラッチ機構,低水圧でも動作する給水

電磁弁,経済的な最適プログラム,槻付条件に左ムされない防振性

能など各掛こわた/1て徹底的

な研究を行ない,小形軽量,

構造簡単で故障要l村が少な

く,低価格でjっが同の国情に

マッチした独自の全自動洗描

枚を完成した｡._発売以来顧客

より好評を博しており,さら

に国民所得の増加,生活合理

化に対する要望が高まるに伴

い,いっそうの発展が期待さ

れる｡,

図1 PF-500形渦巻式全自動洗濯機

■ スリースター冷蔵庫

′卜鮮魚料品の流通機構を改善するため,政杯如こおいてもコールド

チェーン構想をとりあげ,威力な施策を次々に実現しつつある｡.

ヨーロッパにぉいてほすでに冷淡食■杭を保†r二し得るフリーザーほ

冷蔵樺について,その性能を止める規格が確よされている｡

rギリス規掛こよると外気脂性16℃二fごよび32℃において,樽内

粘度が0℃以‾卜にならない範爛-‾ご,フリーザー温度が-18℃以下

の4)のをスリースター,-12℃以卜J)ものをソースグー,-6℃以

下のものをワンスターと3段階に分類している｡

今綾冷淡良一hT】の許及が進むにつれて,外斌温度のいかんにかかわ

ドブザ倖内の食Il㍉lを凍結させることなく,フリーザーの温度をより低

掛こ休推し得るフリーザー付冷蔵嘩が望まれる｡

スリースター冷蔵庫はこのような観点から開発されたもので,そ

の性能は凹季を通じて席内規度を0℃以ドにすることなく,フリー

ザー溢度を-18℃以下に保持し得るイギリス規格の最高級スリー
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図1 スリースター冷蔵庫
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スターに相当するものである｡

40iF度発表して好評をほくしたハイプり-ズ形冷蔵庫の冷却力

士(を湛璃削こし,さらに温度調節器の感温部に′j＼容量のヒータを設置

してフリーザー温度を約5℃低下▲せしめ,樺内には温度を補償する

ヒータを設けて,これによる庫内の冷えすぎを晰卜した‥)

この補既ヒータほ,外気も温度に応じて変化する冷蔵庫の運転率を

利用しており,折節枚が停止しているとき通電される仕組みなの

で,外気温度の低い冬など庫内ほ自動的に多く補償されるという最

ヰ)巧ましい方式を用いている｡

フリーザーの性能ばかりでなく,強力′ト形け三桁機の全l帥杓採用に

ょF)庫内もきわめて瓜力な冷却力を右している｡〕

拙作も簡単で,ユ､速冷凍スイッチーつを操作すれば気温の‾射ヒに

関係なく∴自動的にフり一ザーは一一▲段と冷去り力を連打)て低猫.となり,

庫内ほ食占占を新鮮に貯える適温に保たれる｡

これで樟内の食ぷ-が煉結する心軋もなく,冷凍食品を安心して良

朋保付することができる｡

意杵柄でほとびら卜郡に仕切り線を入れてフリーザー什冷蔵棟の

イメージを必く打ち附し,操作枚能をパネルの供バンドに集めてす

っきりさせるとともに,機能痢でも透明回転式クリスパーを採用す

るなど特長の多い冷蔵挿である｡

かくしてスリ】スター冷蔵庫は昭和41年度目iンニ冷蔵樟の‾_†三力機

種として発売以来,什界の水準を抜く甜生能をかわれて好評を得て

いる.｡(口､‡.沖論Vol.48,No.8,41貞)

l コンパクトタイプルームクーラー

近年ようやく家庭へのルームクーラー普及率が高くなり,実用本

位の低価格でしかも据え付けの簡単なものが唱まれるようになって

きた1､そこで他社に先がけて家庭J‡レレームクーラーの幹及ヰミを大幅

に増進する【l的で,次のような特技を有するコンパクトタイゾを山

駁して好.沖を得た.｡その特長のおもなものは次のとおりであるり

(1)新しいキャビネット構造とコンパクトな機諸賢の配置によ

り,外のり寸法を極端に小さくし製品重量も40kgであるので,

キャビネットに設けた運搬川の手掛け穴を使用してひとりで運

搬,据え付けができる｡

(2)正伸の化柳三カバーは縦模様の気■㌧占あるふん脚気をもった毅

郎)デザインで,和卦こも汀単にもよく-′ッチする､-J取り付け構

造ほ取F)扱いやすいてグネット式となっている(ノ

(3)起動電流の制限により単相100Vでほむずかい､とされて

いたコンデンサモータ駆動の僻閉形2榛仕折機を開発採用し,起

動コンデンサと起動りレー糾よぷくことができた｡

(4) 4極道吼機モータ,プラスチックケーシング,絞り成形シ

ロッコファンなどの採川によF)送風祁を′+､形畔量化できた｡

(5)独特の機l矧巧止樅と新帆過麟偶の採f附こより送風機の運転音

を†代くrぅーること′･リン亡き･た｡

lズ】1 RA-164ノ仔ニコンハグトク ーノ′L-ムグーーーシー

■ 日立ファミリーポイラ(石油用)

BO-155形

日本でも欧米におけると同様に日常生活に温水をとり入れること

の需要が,近jF高ま′,てきでわり,ロセ製作所ではこの雪男にこたえ

て,安価な白灯油を焼料とする′家庭用の貯掲式温水ボイラBO-155

形を開発し発売した｡

熱出力ほ15,000kcal/hであり,貯湯量ほ100Jであるので,許冶

の′家庭の200J程鮭の浴槽には約15分で給湯できる能力を有してい

る｡)また,中央給湯設備として給湯のほか,温水暖房にも利用でき

る.′､燃焼掛こほ口立製作所が独口に開発した特殊蒸発式ポ､ソト形バ

ーナを使用し,水管式熱交換器との組合せによi)高い効率で運転を

行なうことかできる｡運転の制御は,60～80℃の間の任意の温水を

柑ることができる温度調節器,恕常燃焼時の給油量を一定に保ち,

パーロ､ソト燃焼帖の給油量との切換えを行なう安全装置付きの油量

調整器,威制通風力を与える小形電動送風機などの働きにより,臼

動的に行なうことができるノ〕ま

た,タイムスイッチを内蔵して.fゴ

り,着火および消火の場合の取り

扱いを安全にか√_J容易にしてい

る√､燃料タンクは内解桔18Jで本

体に付属しているノ

なおBO155形のほかに,川山

川としては貯f■接尾か50JのBO-

151形,プロノ＼ンガス川としてほ

熱出力15,000kcal/h,貯湯量50/.坤

のBP-150形と熱出力25,000kcal

/h,貯揚最120JのBP-250形も

開発,発売した...

凶1 BO-155形ファミリーポイラ
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■ キド カ ラ ー CN-80C

さきに発売し紙汁を博した19形キト■ヵラーCN-70C(H)を射こ

して,デザインを刷新し,:女娃度,巾質,音質,取`)扱いやすさを

lり卜させたのが19形キドカラーCN80Cである｡このカラー受†LT

機のおもな技術的柑j違ほ

(1) Rユニ仁製19形90度仙rル占穿制空希土類蛸光体を綾川したカラ

ー受像管490LB22を使川しているので特に深い真の赤也

を鮮やかに何現でき,虹彩が上しく,明るい山像を一山生す

ることができる｡

(2)也十誇り備調【州如こは亦,紬,古な批､'小こ検汁ける三軸復調

方式■を川いてお声),触凋位州rrJをそれぞれ独1■土に設止‾する

ことができるのでひずみのない原山†iiン‡が得られる〔J

(3) ‾ミ原山の吐†.丁り･の利得配分を,応も鮮やかな也調が｢り二チトj‾

るように過んであり,三桃子舶ごりブJ･℃とともに_丈しいl叫像を

Iり二/一卜する鵜礎にな/,ている｡

(4)也復調のノ`ヒ準†.‡り一であるカラーバーーストを抜き出す方式に

は,一一般にフライ/ミックノ＼′しスを班川するのが普通である

れ この方式ではフライノミック/くルスは受†,-iしたカラーバ

ーストと付二州か･掛こ･止l泣･=系にあるとほl社長らないので,受

い機の取り+渡し､ノブにユー-)てほ出払凋のf)川け､坐化し,也影

像が変化する域介力､こあるカ＼CN80CでほノJラーバースト

抜き出しに受†.ミ■Lた水ヤ向j8‖バりせ佐一つているので位十川文1

除が-▲止しでrゴり,山形はきわめで女ン上している｡

(5)仲‖敏〃)輪郭をなめらかな状態かド),くっきりとした状態に

l■一山に変えることのできるl巾汽調寸車装F琵を設けてあり,拙

′産 気 明 101

什暗に麒客の好ムに合った担】貿に段心することができる｡.

(6)日動消磁装程を.‡削-ナ,安延な也純度､を休つようにして

ある｡

そのほか,大形だiリスピーカ(15×23(:m)2個を使糊し,豊かな

昔を再/とさせる､)また,也†,ナり･l仁l路の利得の余裕度を増大させ,電

波酎如;悠くても,十分.余裕をもって色彩像を巾fLできるようにし

た｡調節ツマミをキャビネット前向の右側に集中して配置するとと

もに照明付のチャンネルインジケータと,色飽和度,および色相調

節にカラーインジケータむ判りやすく縦列して,容易に調節できる

ようにした｡

l.ズ11l-l+ンニ19形90比

仙山カラーテレビ

ニ受†.言機
キドカラー CN-80C

■ 高性能テレビハイ･シリーズ

′i止てトナレビほ則喚またほ2亡川l!､■f代をむかえているが,こレ〕駄犬
に-√ッナした-†-1i什能テレビ,ハイ･シリーズ5機構を糊充した｡

ハイ･シリーズほ件能l∴=二,J･主ノ≠命化,サービス件l｢り上に和∴t′を

おいて.ミ■娃.汁したもので,性能】｢-J卜に悦1してゴミ乍弓弓こ式でほフレームダ

リ､ソド什′門号;2HM5/211A5,4GS7ろご使和した低雑音,高利得のソ

リセット機構f小つ●‡■州億チニし-一ナの採川と,HighGITl管4GM6な

3本性川LたIFトーl指‾‾√二､-･持と｢ち-1i感度化を′,汁り,トランジスタ式で

はセットけJ訓示ストソーナ役人後瞬｢F抑勺に伸‖態と抒バi/バ柑L､〕れるクf

ックスクー一卜回路,ノ＼′し人件び)維汗によノ,てl叶像の卜‖!朴ケ捕Lされる

ノ)ろ一･防､こ'ノイズキヤンセラーL‖1吼一1馴如E=÷の変動によ/)て,l【州敏

〟‾)叶†ズ,判るさカ竣化しない′山以l三′女芯化馬前肘舶汽な桜川し什能

の!｢-J卜利札,た‥ また,兵り:絹;∫しトランジスク′(とも外光の放射

〃)少ないrリj触ゾラウン1て;を採川しlリjか､とこノ′〕でもコントラスト

〟)よ･て-八､た非′淋二妃一､～すい紳j像)1榊rノJLるユうにな一-,た｡

上ミノ≠糾ヒにノ八､ては,テレビーハ心臓部である品U三卜り路を大敵であ

るゴミ,祁1こかド)帆獲--j‾る′′L仝凧削■-‡造に一寸〉るとともにl‖l路び)90%′

む2枚ノ)人形ゾりント拭掛こまと〟).り削il'】の均一-▲化1ン事朴),ホリエ

チレンコンデンサ,セラミックコンデンサ,特殊防締処Jリリトーボン

抵抗などの高件能附一占を採j‾l=ノ故障率の低減をト文トった｡

呉乍管式シャシはすべてル由のも♂〕を使川している.｡またサービ

スが舛うかこ子J二なえるt-Lうシり-ズ仝機稗とも【q修三機隅を備えてい

る｡去ら齢よノ∴く検しやすいようl■帥iに純軌一肌品の回路番り･を印刷し

たll帥仰刷J寸仁術であり,トランジスグ∫(の耗似ほプラグヤン方式r亡

あるし､

ハイ･シリーーズにほ現在図1に′Jこす5機椎(TW-77ほトランジス

ク式,ほかほ貞乍管式)があり,さドJにこれらに続く機種を準的中

であるしJ

-101-

r¥11 日市高性能テレビノ､イ･シリーズ
前列ノ.二からTW-77,ST-16T,S-17T

後列∠Lミかt〕N-55C,N-25S
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l F仙/A仙オートチューニングラジオ

KH-1101

鼠辻FM放送が瞥及し,多くの人がFM放送を発しむようになっ

たれ FMラジオの同調拙作はAMラジ利こ比べてむずかしく,同

調がずれると雑音,ひずみカミ増し,FM本来の特長を十分発揮でき

ない｡

KH-1101はこのFM迷JJ操作を日動化したもので,Hi｢た剃=rlの

ビート方式を使用している｡この方式は小l均周波増幅岩手の出力を別

にぷけた中間周波発振講詩の肘力と混合して得られるビート信ぢせ,

柑戎ろ彼器を過したのち増幅,怪流してリレー装置を制御するよう

偶成したものである【J

l｢t動過し)の機構は,新しく糊発したスプリングモート′しでェント

レスバリコンを往復逆転させる方法で,一戸順に軒ナる什…ほ約22

秒である｡

ビート周波数がンヒ仝に塀になったノ∴くで掛卜機栴を働かせると,リ

レー,ガバナの榔り的遅れのため,完全な同調爪を通り越してとま

る(〕これを防ぐため低域ろ波器を設け,琳ビートノご主より2kc粗宴

手抽から悼【l二機構が働くように設計されている｡またFMの過Jこ,).だ与

ホ対策としてAFCl上+路の帖ン上敷を通常の2付ことり,停止した後

評 論 第49巻 第1号

AFCがきくようにしてある｡

′･E池式ラジオの場介,その寿命か問題になるが,本機ではリレーー

を州ボタンで機械仙こ快打させ,あとはその保持電流だけ流せばよ

いので椚費電流も′J､さく,胤有のセッ

このセットの選J山盛度ほ

非常にあがっており,Man-

ual時の感度と大差ない｡

そのため佼間などダイヤ/レ

がとまり過ぎるということ

があるので,FM/AMとも

3段感度切換がついてい

る｡また縦湿度変化に対し

ても一本ビート山がずれない

ようIF先払コイノしとIFT

の温祉度柑斗を合わせてあ

る｡

FMラン+一のオートチュ

ーニング化で,FM放送が

i附こでも抑rlに淡Lが)るよ

うになった∪

■ 超ステレオ音響キャッスルシリーズ

応近のステレオは11新しい付属機能をつける践竹カ､ら脱皮して,

ステレオ本末の音質とデザインを重視する幌向に

あるれ ヨーロッ/リー▲城の_肘字句■卓魔なイメージで

デザインを統一Lた′出ステレオ芹響"キャッスル

シリーズ”にほ帆音軒川スピーカと一指F‡中川スピ

ーカを用いて音質の向+二が図らJLている｡=,これほ

従来のスピーカ系におけるカ去変調ひずみを少なく

するために開発した本格的2ウェでカ式による)ム

梢城音響再/ト系で,こJLらのクラスの枚椎として

ほ最高品汽をねらったものである(ノ

さらにFMステレオの本桁化にそなえ,FMの

応感度化を挟1るとともに,FMステレオの受信機

偶にマルチマナック方式を採ケ†=ノている｡これは

FMステレオ電波の性質を利用して,人力†言り･の

藤～柳こ吐こじてステレオ受信とモノーラ′L受仁iを日

動的に切り換える方式で,つJ【1にS/Nの良好な状

態でFM放送を受信できるものである｡

プレヤー部についても,全機種四極シンクロナ

スモートルを使用しロジェ,シャンポー′しの2機

構には二虚ターンテーブル方式を採川してゴロ肯

の低減をはかり,またパイプアームピックアップ

トの約2割増し程度である｡

川1 FM/AM寸一ト

ナユーニンブラシオ KH-1101

によってレコート指摘〟〕ノム+jjなトレースを7J■▲なわせるなど,軽々の

l軸生能化をl叶っているし+

Lギ11 キ ヤ ッ ス ′し シリ ー ズ

前列/■ノいL'ノ∴′∵(DPF-6300SM),lL 卜†DPF-730nMX)

後列ん:かtニノン･1′ンか-′LIDPK-930r)MX㌧･,‥シュしDPF-8300MX)

■ ワンタッチ操作

業務用全自動ガス衣類乾燥磯

j糾三クリーニング業界においてほ,紆ぎキの郎lミ化のため,各種の

日動依が普及しつつある｡このうちで,特に衣類乾燥機ほこれまで

使用率が低く,今後の窟安増加が予想される｡全自動衣類乾燥機は

このような背景から,業務用沈姑機,ドライクリーニング榛など業

務用洗濯械器の一環として開発されたものである｡

本機ほ運転経費を低減するため,鮒炊をガスとした容量10kg(乾

ー102-

図1業績用全自動衣煉乾燥機
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榔

軸



家 庭 電 気 品･照 明 103

燥後)の業務片い乾燥機で,カ'スパーナへの石火にはボタンを押すだ

けの1′1動′な火方式を採用lノ,大洋iの村矧こ合j)せて,仙如こ戯ソJで

きる氾度誹櫛器やタト才一-を術えたも什‾亡あるく.また棟肘伽こほ取

按件,′女全件,点忙などな州民とし′･,かつ効ヰくのよい油風機偶とし

たものである｢】制御部にほ∴過熱糾妨11二する過熱安全スイ､ソチ,′トニ

ガスの放出を避けるたが)失検出拝旨および安全スイッチヒータ,油凧

を確認するためのェアフロースイッナなどがあり,ソテー機械に不具

介を1Lじた場合にヰ),川件に検出し,警報する装敵うミ′ノ■占術されてい

る､〕たとえば,逆転ボタン刈りlしてもー1!勅∴-､く火しない喝介にい亡失検

Lll貨紬ミ作動しないた汐),安全スイッチヒータの働きにより乍動作が

停Ii-するL-､また通帆に則ノこがありゃ1くが流れない場介には,エフナフ

ロースイッチが動作せずガス弁か開かないようにな/--ているr.

性台巨何では,衣類の稚頓によっても興なるが,脱水機で65.%ま

で脱水したシーーツ10kg(22枚)を乾燥率90%まで乾燥するに_資す

る｢柿間は30分である-､さらに,意匠は清潔感あふれるlノ他をニト休

とした榛肺なデザインで.J.ii頗常業用として偵けけるにふさ才一,しい

ヰ)のである｢--

■ 各種自動販売横の開発

第3の販ソヒ下段として茄実に/土工席の仙びているIrl動販売機業脚こ

あって,ジュース,包装商[札 絵はがきなどの販売機に続く,･帥新

な特艮を有する新形白勅販売機を完成したrJ

lホットコールドコーヒー【二1動販売機+冬は+1ソトコーヒーを,

史ほ冷たい精子jj(飲柑を,また有休にほホットコーヒーーと清音j;(飲料な

同帖に販′ノセできるコップ式l′t動販り七樅なノノご収した｡

原料を収解するキャニスタに特別の=こがあり,･矧朋.り如〕無

保′､-j:運転が‾吋能であり,そのうえ,1一-ルシーズン形てあるたy)に

オペレータの採算は一段ととり-やすくなっている｡,

lポト叫′t動舶う七機+びん人り飲料を冷+ミりLて販り上するもクーで,

10=,50l】J貨を仕川でき,40l‾【ほたは50円の価格で販り七するもの

である.｡コーラ,′卜乳,ジュースなどに佐川できる多=的機である｡

送り出し機構に特長があり,ボタンを押してからl軌訂-が州るまで

の待矧即二人幅に短縮されているので,-一一ン山1∵別にラッシュのある

‾海業所用としても好適である｡

】‾たばこ1′l動販売機_1100什硬貨な投入してボタン才i州1すとたば

ことつi)銭が出る単能形販売機を完成しノた｡

僅源ほJム子与板に用いられるだけで,硬貨の検出,売捌､ナの鎖錠や

表ホ,たばこの送F)附しなどはい一つさい電気を使わぬ手動形である｡

電気式に比べ安佃なので採算が採りやすい点が特長である｡-トとし

て駅構内やたばこ屋の店頭に設置され,夜l言-1j完了･のいない叫刻での

サービスをl一柑勺としでrゴF),店舗側,購入客側の双方にとって弔′-i三

■ 日立エンジン芝刈機

な機械である｡

lタクシー中二内用ガムIrI勅販売機_lたばこl′1動販売機をさ仁)にコ

ンパクトにまとめた方式の手動式単能機で,10円貨2枚でガム1個

を版式する｡恋路での走行に耐えるよう,lけ振,防芹のノ∴拉特に留

意している｢-､

毒賀

鼻翼毒;

芸彗専

蕃･辱
茎渓

‾習雫野

蔓
′･･ご･`- 一端こ._デ､

‡ 毒

‾‾ 著

一重義一､__ 一董

■き

■藍

暮誉ミ

寒≦
賓き∫

≡き.誉こ‾‾

‾生∫汀

…職汝薫∴_7蓑暮

h蔓

‾■ニー三…;‾_-_≦三≦蔽_二軍:…芋r叫†■

-_--≧≡野去三‾-･-=‡_三

塁

寿ノー‾

‾ム軸崩ぶこ ∴‾-

阿1 びん日動販リヒ機 l東12 たばこ1ニー動脈ノ亡轢

なっていて,使丁※なデザインで,今後家庭mとしてのm途も期待で

きる.-､

ゴルフ場は当然のことながら,最近,工場,′1川二,射建と芝ふ搬

摂が盛んになり,エンジンを用いた芝刈機の雪甥が漁く,さきに

HM-56形として輸入エンジンを搭載したロータリ式芝刈機を発表

したが,今度芝刈機専用として排気量110cc,72ccの2サイクル乍

冷エンジン2樺種を開発し,それぞれ刈幅56cm,40cl一っの芝刈機

に搭載して,HM-56C,HM-40の2機稚を洛表した｡

これらほエンジンが刈幅に対して十分のカモ裕のある設計となって

いるので,芝ふだけでほなく雑草刈に悼川することも吋能で,広い

範脚の要求に応じられるrJ両機種とも必掛こ応じた刈高さの調整は

ワンタッチででき,連続3時間のrF業ができるだけの燃料タンクを

備えている‖ さF)にHM-40は特に小円りのきくように作ド〕れ,樹

木の‾rこも刈れるようにハンド′レの位置が変えド_)れ,またハンドルを

本体のほうに折れば乗用車のトランクにもはいるので.運搬が簡単

にな一1ている｡､なお,刈り取った中二を焦める柴草袋を特殊付風■ihと

して用意してあり,エンジン‾が専用機として本体に調和した設計に

¶103-

図1 HM-56C形日立エンジン芝刈轢
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■ 日立クリーン･ベンチの開発

口i-仁クリーン･ベンチは半導体l二業,精解l二業,薬【～1∫l工業などの

l抗質向+∴ 不良低減をJl的として開発された`ノ岩乍無じん,無菌牛㌔も

の得られる作業子rである′〕口丁仁クリーン･ベンチの使用によf),歩

l卜りが極端に向_として生産が上がり,短期間で.没臓繋が回収できる

たが),`お要ほドjj卜の-一一途をたどっているぐ)

浄化賛素は電瑞鞍じん器(洗浄ノズル什)あるいはナイロン不織祁

フィルタと高批能フィノしタを組みf†わせたもので,作業子一上の′/た1も

は99.97%以卜と超■勅封こ浄化されZ)｡用途により.水平フロー形

と垂IFlニフロー形の2稚根があるれ 前者ほ作業十トトを)ヒ仝屑流とす

ることにより,また縁者ほ作業宇内を陽肝とすることにより,外部

の乍塙が作業宅巾に以上人することは乍くない｡

作業千丁の幅は,650111mと1,30()mmの2種煩を標準としている

が,側何の7クリ′し板をはずすことによF),何千ナでも並列に並べて

使用することができるので流れ作業にも適し,部屋全体を無じん,

無榊こするのに比べるとほるかに安価な設備ですむ｡

作業fr卜の風速は0.3～0.5m/secで,静粛な運転を行ない,rlて業

什卜の振動を全くなくす構造にもできる｡各機種ともl勺部照明灯,

■湖メ絹巨フィルタの交換帖期をホす徴農J‾lて計を有して汁ゴり,用途,lt

的に応し､て作業千丁部分を加丁することや,各樺応用機種を梨†′卜する

ことが吋能である.

11l■仁クリーン･ベンチほ7メりカ連邦税桁No.2()9"晴沖宅およ

び清浄作業台の底i隼”にホされるクラス100仙5ミクロンし=二の柑

了一が1Jの窄ちも中に3.5個以ド)の条件に十分入一つており,

り附しうる限界の高純度の乍気が行ド)れるので,無じん,

石ご必要とする各分即へ叫ム範l川な止川けこ別行さjLる〔

人間の作

無府乍㌔も

川1｢r‾-ソニクリーン･ベン十(水平フドー一作き)

■ エアカーテン完成

冷暖房の普及,環境衝勺三の改新こげいエ7カーテンの使用分野が

広まってきた｡,

エアカーテンほ大きな運動エネ′しギをもったワ:竺気沈で｢て｢1全州な

お二rSい,7了[1内外の乍気の流JLを遮断するもので,冷凍倉侍,針-1-t

■l二場,電子部l訂1の組-■/丁二場,冷暖Jカを施した舶爪など,人や物の山

人りがはげしく,常にFf｢+をあけておかねばならない所に最も適し

ており,冷暖房負荷の軽減,防じん,防虫,防臭などの効果がある〔ノ

エアカーテンの方式としてほJ†l-1の__卜部から吹出し,下から吸込

むものもあるが,今回は‾汗及形として,卜部吹出しのみの方式のエ

アカーテンを3械種(F¶力0.2へ0.75kW)開発した｡これは構造が

簡単で,取付け取はずしが軒易,安価であるなどの特長があり.し

かもかなりの効果が行られるものである｡

外観は図1のとおりであるr.プロペラファソを使用した梢造で,フ

アンかF)の流れを効*よく幅広いむF)のない流れにするた汐)フレー

ムク〕形状,駕l勺板の位置などの決1山こ特に‡乱鼓している｢､乍㌔も糀の

吹出方Irりはカーテンの幅

'方1rtりゴよび自‾i†後の方向に

調節でき,カーテン流の

帖をiて｢1の幅に合わせた

り,外からの夙に対抗で

きるようにな/ノ,ているし1

1千丁当たりのカーテン

流の幅ほ機種により異な

るが0.8､1.4mで,取付

ける戸｢1の高さほ2･､3m

が適当である一二

岡1 71口(卜部)に抑え付けたエアカーテン

1 蛍光ランプ用高性能グロースタータ

蛍光ランプの寿命はランプのノナ､く減によって影響されることは周知

の事実であり,グロースタータによる点滅では普通1回の点滅が連

続点灯2′～3時間に相当するといわれている､-､すなわち,ノ∴ミ減が激

しいとまf命が短くなり,ランプの管端部黒化もーj上進され,外観的に

も劣ってくる｡

このような′l､ま滅の影響を軽減させるため,グロースダークの代わ

りに特別なアークスイッチを用いることなども提案されている〔1し

かし現在のグロースタータは上述の欠点を除くと価格的にも構造的

にも量産製品として適したものでありその改良が?ほれていた｡

ノ∴ミ減による蛍光ランプの寿命短紳の原卜仙よ,起動の際iこ必要以l二

の高いキック唱何が必要回数以上二印加されるた捌こ,ランプの電極

酸化物が飛散損耗するた♂)である｡このような‾寿命短縮機構に/つい

て検討を加えた結果,必要十分なキック電圧値ほほは300～600V

であることがわかり,このような最適キ､ソク′長打をコントロールで

きる簡単な構造が開発された(図l)｡

11立高性能グロース

タータほこのような経

過で開発されたもので

あり‥焦減による影響

ほ連続ノー朋+▲換算時間で

1帖間以内となi),ま

たノ烹減による管端部さ法

化など外観上のマイナ

スほ実J‾fI上考慮する必

要がない程度まで改良

された,
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■ 高照度リングライトFCL-40H

りノグライトは家庭照明に過することから,日本では異状な発達

をし,現在蛍光ランプ全体の10数%の牛産品を-上了め,家庭照明の主

力番組'-となっている仁ニー･方,家庭の矧空レベルも年々向上し,より

高照度の光源がヤ王まれている｡従来は30ワットリングライト1灯用

が主体であったが,最近ほ30ワット2灯用の使用が主力となって

いる(つ

このような照度レベルの向上に対処するため,30ワットランプを

40ワットで動作させる方式が一部採用されているれ この場合ラン

プ電旺に占める電停損失電仕の剖fTいが多く,発光効率が劣る欠点

がある･｡口1二硝照度リングライトほ,一心の電停損失に対し全体の

発光効率の低下を防ぐためr恥､ランプ電ノ上を採用し,かつ新規に開

発されたリングライト用蛍光体か採什jされているため,初期の発光

効ヰiがすぐれているだけでなく,光火の維持が大幅に改良されて

いる｡

なお,従来の40ワットリングライトはてl‾`法が大形であり家庭用に

ほ使用されていなかったが,今【d開発された日‾た高照度リングライ

トは図1に示すように小形化されており,家庭用として従来からの

30ワット同様簡便に使用でき,より高照度の照明が得られるもので

ある｡

岡1 各 種リ ン グ ラ イト

■ 空調併用照明器具

近年ビルディングの傾向としては,州‾i三溝の視的条件を1辻くする

ために高照度化への要求が高まっており,これに伴って照明器共に

よる天井面積占有率が増大したr〕そのため,天井面が照明器具,空

調器具,スプリンクラー,スピーカなどと入り乱れて繁鰍こなるお

それが生じた｡そこで照明器具と窄調器具を一体化することによっ

て天井I郎の簡素化を図るとともに,モジュール計画による閥什切り

の敵通性を大きくするという目的で,図1のような乍調併用♪即少】

器具が開発,納入された｡牢調併用照明器具の意匠卜の特長は,牛

1も流池口が照明景旨具サイドに設けた細良いスロットになっているの

で,流通Uがr-_1だたず簡潔で二)三い､外観になってこおり,′∠巨㌔もl‾吹糾

し+｢吸込み+用ともに同一構造としたため,統一された美しさを

もっていることである｡

構造的にほ,空気流油路が椚明詩詩具とぅこ全に独立したトリブ′Lシ

工′し隅道となっているため,ソニウ調用空気がランプハウスに与える熱

的主;圭子守引去少なく,冷暖房用としての冷舶風の吹出し,および換与川i

としての室内空気の吸込みいずカ‾いこも枚川可能である｡特に冷温吼

吹出L用として用いる場合にほ,スロットl勺に設けられた風向調節

ヰ‖茨と風量調節板によってIrl山にノ空論の流れる状態を変えることか

できるため,ドラフトを感ずることはなく快適な肘住環境を作るこ

と力ゝできるこ､冷風吹汁ル用として仕用する場合にほ,器具外壁付近

け′た気か鼠別品.度に達するおそれがあるため,器具外壁に電1も柵t

‡ニノ施すことによって結露防l卜を子j二な/)ている｡次に騒音の1巾でほ貨こ壬

具内圧力損失が非常に小さいため,一般事務室内での許容騒音量以

内に収まっている｡

欧米ではすでに照度1,000ないし1,500ルクスの事務室が常識化さ

れており,照度上昇に伴った照明熱の増加の問題は,空調併用照明

器具で熱を効果的に処理することによって冷凍機容量を減少させ,

暖房時は逆に熱源として照明熱を有効に利用することによって解決

している｡国内でも今後ますます高照度化,高出力化するに従っ

て,天井何の簡素化および間仕切りの融通性を図るほかに,照明熱

の効果的な取り扱い方によって,空調設備費の低減が期待され,照

明的にはラソプ管壁温度をランプ効率がもっとも良い40℃付近に保

つことによって照度上昇が周られることから,空調併用照明器具が

大いに発展することが予想される｡

l文11 ソた調併fHJ肘汁j器具

■ 木製器具の開発

二jtまで量産されてきた!照明器具にほ,鋼似,プラスチック

スなどを_i三にした量産性のある材料が使われてきたカ＼j鮮明器

具7)ミrちも級化し,市場において木製品が再認識されほしめたので

新しい需要開拓を兼ねて高級木聾望シリーズを｢う日光したしノ本シリ

ーズにおいては本体とシェードを別こりをこし,シェードだけを

後て新しく交換できるようにしてあるこ.

シェードほ杉の柾材に竹を組み介jっせ,和紙ラミネート塩ビ

てご適光仮にしたもので血管用3種とリングライト川5撞かある､

本作は30W2灯,30W3灯のrl′】二管つさつ‾‾卜形と30W2灯の

岡1 木与竺R3形

〔本体R621形30W2灯]
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lズr2 ノlく琴望R2形

〔本体R621形3()W2灯〕
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リングライトつり‾F形の3種とな

っている｡ノ この人製器具ほ特定の

需要層をねらったものであるが,

今後ほ一般家庭のほか旅館,料亭,

飲食店などの各方伯ゎこ広く川いら

れることが期待される｡

[l l‡ 評 論 第49巻 第1妄チ

図3梢Sl形〔榊……三三芸喜呂冨…芸‾こ〕圃4梢S2形〔本体≡冨三三冨…呂諾…芸f〕

■ 新しい直付器具の開発

建坪の減少,天井の高さの低下など建築様式が変化するとともに

生活形態も個人中心から家族中心の生活に移り,居間,ダイニング

キッチンなどが住宅の主要な位置を占めるようになってきた｡した

がって照明器具もこれらの室の機能に合ったものが必要となり,多

図1 ルミュニット654形(30W2灯)

図2 ルミュニット655形(30W2灯)

l-1的用途に枚われる括問,応接間用として側面にわくぞ飾りがない

トリムレス形ルミュニット2稚とダイニングキッチン,食堂,台所,

あるいは子供部屋などに適したリプライト2種を開発した｡前者は

側耐こも十分な光を出すので室全体を平均して照らすことができ,

佃光源としての蛍光ランプの長所を生かしている｡後者ほ効率が良

いほか器具の取付け,保`‾､子が便利である｡

図3 リプライト2201形(20W2灯)

】譲14 リプライト2101形(20Wl灯J
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