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生活環境
与Iry

科学技術の急速な発達は,八日耶七会にさまぎまな恩恵をも

たらしたと同時に,一一方ではある帖の弊害も生んでいる｡科

学技術が人間生活に優先した結末であろう｡そこでい人間件

の【郎夏”がクローズアップされ,-一進歩と調和'■ ということ

が強調されてきた｡人間性を尊重してこそ日立の技術が真に

生きてくるとの考えにより､特に設けられた本章の｢生活環

境+関連機器では,二のことが最もきびしく追求されるのは

当然である｡問題の具体的な解決方法としては,次のことが

あげられる｡

J生望品のⅠ主旨J先にド祭Lて､特に∠左仝作,省ノJ化をr､司る⊂､ノ束艇刑

′■は1t札柱宅設備機器では安くモ性を姑も屯紫祝L,ご1三治f斗ヱ塙

のl｢り_卜にイ貨だてる.-.牛括を柑榊七的にエンジョイできる機旨;圭の

側発を進めている_.

このようなことが達成されれば,人間と技術の交流"進歩

と調和､'が図られ,生活環境い√り上しよう｡日立はこれを達

成しつつある｡昭和46年度の実績は次のとおl)である｡

空調･冷凍応用機器とLては,(1)パッケージ形空気調和機

の機椎の拡大と合成樹脂などの多梢による質の強化,(2)高架

式に代わる圧力式自動給水ユニット 山ウォーターエース''の

開発など｡

業務用電気占占関係としては,(1)無じん化,無菌化を低コス

卜で行なうプレハブクリーンル【ムの完成など｡

†‾i三宅設備機器では,(1)新方式のジェットポンプを利用した

暖ら享･給湯システム用の地上設置式シスターンの開発,(2)家

庭用セントラルヒーティング用の低馬蚤音ガンタイプバーナの

j一利梵,(3)乍だき･ガス中一毒などを【坊1Lする安全装置イ‾すき釜付

きi†子槽シリーズの完成など｡

′家虹肝【㍍1i古占関係では,(1)20彬コンソールタイプCT-707

形など4機柑の高畦IC化カラーTV受仁子概の岩尾化,(2)広角

仙rり化に伴うFlr耀享を解決した110は偏r｢リオールトランジスタカ

ラⅥ-TV一之イこ子機の開発,(3)フリーザーに奇問ドアを設け｢霜

ち･L+の効湖上をi;▲古めた2 卜てホワイトフリMザ形冷凍冷蔵嘩

の完凪(4)ドライタイプセパレート形ルームエアコンの発′息

(5けこでも拉.し1のステレオ効果が縛られるワイヤレス･ステ

レすラジすの開発,(6)ステレオおよぴコンポーネント機椎の

允1月および鰍l機種の絃人,(7)4過りの白然の風を発生させ

る｢カセットさわ胤_+,扇風機(H-629形､)の発売など｡

照明関係としては,(1)水銀ランプの2倍の発光効率をもつ

高上Lナトリウム｢ルミセラムランプ+グ)開発,(2川た度過昇防

止装置を埋め込んだ防災形けい光灯安定器の開発.(3)機能的に

もデザイン的にもすぐれた自在形けい光灯スタンドの開発など

である｡

■パッケージ形空気調和機の新シリーズ

昭和46年度は主力機椎である水冷式パッケージをはじめとし,

ヒートポンプ0式,空冷式,空冷一体形,空冷ス7Dリソト式,オ"

ルフレッシュ式および小風量式など各シリーズ製品とむ大幅なモ

デルチェンジが行なわれるとともに,水冷式パッケージでは,出

力18.3kWおよぴ37kWを,また空冷--一体形空調機では,出力7.5kW

およぴ10.8kW製品を新しくシリーズに加えるなどして,製品の機

純ならぴに質の強化が図られた｡

昭和46年度製品のおもな特長は下記のとおりである｡

(l)水冷式パッケージ

(a)出力1.5kWおよぴ2.2kWたて形バッケ【ジには,合成樹脂成

形部品など多用し軽量化を図るとともに,騒音の低減を図っ

た｡

(b)出力10.8kWから90kWの大形空調機シリーズには新たに開発

した圧縮機を採用し,かつ製品の小形軽量化を図るとともに,

出力18.3kWならびに37kW製品をシ】ノーズに加えるなどして,

製品の機柏と質の強化を図った｡
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(2)空冷一体形空調機

従米,空冷‥体形はヨーロッパ

をはじめとし輸出を中心に開発さ

れ,その後同内においても好評を

博してきたが,昭和46年度は新し

く開発されたJ土縮樅を採用して小

形軽量化を図るとともに,出力7.5

kWおよぴ11kWを開発し,シリー

ズの強化を図った｡

なお,このうち出力3.75kWおよ

ぴ5.5kWにあってはキャビネット

をはじめ,全山柑勺に部品の共用化

を図るとともに,スプリット形Z空

調機を開発し,シリーズの強化を

図った｡

陥雛

図1 水j令式パッケージ形

エアコンディショナ

(RP-210,RP-310)

■ ニ段低温ユニットの完成

日本におけるコールドチェーンは逐次発展の傾向をたどり,冷

凍食品も一般家庭の日常の食品として完全に普及してきた｡また

これに伴って,冷凍食品の貯蔵温度もより低温のものが要求され
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るようになってきているr〕

二のような仕様にマッチした冷凍冷蔵装置を製作,工事,運転

する場{ト,工事期間の短縮と省力化は時代のすう勢である｡

そこで,このような需要に対応するため,二段tl三縮i‾冷凍サイク

ルに必要な機器をコンパクトに組み込んだ∴段低iムLユニットを開

発した｡

おもな仕様は次のとおりである｡

形 式 RTU-81 RTU-201 RTU-501

電動機答量 11kW 22kW 37kW

冷 媒 R-22 R-22 R-22

おもな特長は次のとおりである｡

(1)コンパウンド形二段圧縮機を採用した二段圧縮∴段膨張冷凍

サイクルであるため,蒸発温度-250cから-550cまで効率良く

運転できる｡

(2)f脊凍サイクルを構成するうえで必要な中間冷却器は,日立独

特の′ト形高性能の機構のものを托用Lているため,ユニット全

体がコンパクトにまとまっている｡このため据付面横は従来の

この柿の冷凍装置に比べて,半分になっている｡

(3)二段圧縮機,電動機,凝

縮器,中間冷却器,油分離

器,運転制御機器が,すべ

て工場でセットされているか

⊥〕,_‾｢事現場では,低圧側

機器との冷媒配管接続,動

力配線および冷却水配管さ

え行なえばよく,傾維な冷

凍サイクルであるにもかか

わらず,人帖な工期紬紡が

‾iけ能である｡

同2

二段低ざ比ユニ･ソト

■ 冷凍機別置形オープンショーケース

スーパーマーケットなどセルフサ【ビス店舗の飛躍的な増加,;令嬢

食品の普及により大形オ】プンショーケースの需要はJ■日加の･･遥

をたどっている｡この需要に[むじ冷凍オープンショーケMス3伐

椎,冷蔵オープンショーケース5機種∴汁8機椎を開発した｡二

れらをシリー一ズ化するにあたっては青果用から冷凍食品用までの

幅広ごい貯j歳≠占ヱ_度と,柏々の旦反売方式,設置場所を考慮L設計を行

なった｡ショーケースにはいずれもエアカーテン方式を採用Lてお

l),j令却力と陳列効果はじゅうぶんである｡断熱材としてウレタ

ンー体発泡構造を採用Lてし､るので,断熱効架,強度ともにすぐ

れている｡庫内i法度を保つために巌も重要な箱取り機構について

は,霜付きの多少にかかわ

らず適正な二詣取I)ができる

圧力複輔方式を採用し,圧

力復輔機構の故障のl祭も一

定時間後冷i束槻が運転役付

するセイフティタイム機構

および庫内ブ且度上昇を感知

し直接切るセイブティサー

モにより二重安全方式とな

るなど,特色のある製品と

なっている｡
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ショーケース

RC-8MF形

鞄 圧力式自動給水ユニット"ウォータエーズ'

圧力式自動給水ユニ･ソト"ウォータエース''は,建築構造物への

給水装置として,これまで広く使用されていた高架(または高置)

水槽式給水装置に代わるものである｡本`､ゥォ【タエース■1は,圧

力タンクを利用した装置であり,圧力タンク,ポンプ,制御札

そのほかの部品をコンパクトにユニット化した経演的な給水装置

である｡整望品化に際しては,ニれまでの圧力タンクを利用した給

水装置の椎々の欠点を対策しているので,八千を要することなく,

保守,′別命が容易で,安心して使用することができる｡また,需

要水量に応じたシリーズ化を図っているから安求什様に対して(㌢

理的な■lゥォ【タエ【スー'を提供することができる〔1

(1)シリMて∵化の慨安

(a)′ト水量用…給水人員は,120人以下で壇拉階数は,3隅-

5階柑空の規模に接遇である｢､

(b)トロ水量用…給水人員は,400八以↑▲で壇長引;皆数は,～14階

程度の規模に最適である｡､

(c)大水量用･‥給水人員が,400八を越える規模に最適であり,

需要水量の変化にI応じて綿満的な子i数制御逆

転ノナ式が手末梢されている｡

(21おもな特上主

(a)給水.馴旨fの.主貨1汁Ⅰ二数が低械できる｡

(b)ユニ1ソト化きれているので現地蹴付け_l二事か谷妨である._.

(c)l二1勅シ;竺1t相浦‡装掛二より,圧力タンク】ノ+の′ノと1いユ,～;与一に

一一;立二妄違に保たれるから保守,符♪巨が布端である一_,

(d)J】二刀タンクが′ト彬化されてし､るので,糊付けl柵葺か+､さくなる.)

(e)ポンプ特作に適Lた起軌 停止の逆転をLてし､るので起

動ぴん性が快くなり機器が仁持ちする.二.

(3)外観

図4は中水量用UT【VA形(水中ポンプ付)を,図5は′卜水量梢

UT-HA形(横形ポンプ付)"ウォータエース†､である｡

(4)哨遥

集合住宅の簡易水道,アパート,学校,公会堂,ホテル._1∴場,

病院,娯楽場,スプリンクラー,畑地かんがい,各稚洗浄設備,

そのほか給水設備を必要とするところすべてに使用できる｡

伺4 中水量用UT-VA形

ウォ【タエース

(水中ホンプ付き■)

同5 ′ト水_追用UT-HA形
ウォータユース

一株形ホンプ付き)

■ プレハブクリーンルームの完成

半導休,光学､時計,精密機械などの分野での無じん化,また

医学.薬品,食札 乳業などの分野での無菌化の必要度が高まっ
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ている｡

本装置はこれらの要求に対L､短上靴 低価朽のアルミプレハ

ブ‾力▲式により,クロスフロー形の完全なクリ【ンルームのシリー

ズとして完成されたものである｡

(1)装;こ√壬の概要

壁,大洋を規格アルミニウム製サンドイツ子パネル機により

組み合わせた峯本体と,高性能フィルタと低騒音フアンを組み合

わせた送風ユニットとの組合せによる,超無じん.無菌室(クリ

ーンルーム)である｡与毛流は清浄な構屑流空気により毒全体の空

1ミを瞬時に浄化する方J℃で,-一一般にクロスフロークリ【ンルーム

と呼ばれるものである｡清浄度はアメリカ連邦規格(U.S.Federal

Standord)によるCLASSlOO,CLASSlOOOOの2椎頬がある｡

(2)おもな什様

集じん要素 a.プレフィルタ

b.メインフィルタ

処理風量 CLASSlOO

CLASSlOOOO

弓ミi市浄度 CLASSlOO

峯村料

照度

什崗装置

NB S法的30%

計数法99.97%以_上

52m3/mimユニット

26m3/minユニット

CLASSlOOOO

吼 大井 アルミサンドイlソナパネル

床 ロンリウム

約700ルックス

配電盤,コンセント,窓,エアシャワー,

パスポ､ソクス取付け可能

(31おもな特上主

(a)馴話パネルの純ふ′ナわせにより,祁車､=去のクり-ンル

ームが和られる｡

(b)簡亡‡tに細み_､工てられI二糊が和い｡

(c)築j左咋壬クリ一ンルームに比べ安価でl■′絹旨がす〈pれている

(d)堰柑がアルミ製であるため,荷ノー琶されず,じんあいが付

着しない,また付着Lたじんあいは谷島に除よできる√)

(e)アルミパネルは加工か谷ちであるたれ特殊改造が可能である.⊃

(f)パネル綿′ナせのためシールが完全であり,清浄煙がiう石く

維午餐化か少なし､(1

(g)低馬轟音フアンの†か†=二より1三ク)馬重吉が低い｡

(h)ダクト1二事を必要とLち･い｡

(i)フィルタユニットの組み丁㌻せによI)CLASSlOO,10000が

簡単に選別できる..｢

～¶仙Y仙仙深

遠妻

図6 プレハブクリーンルーム

■ 電気ハンマーの新シリーズ

鉄筋鉄骨コンクリート建築が,木造建築の着工面積を.卜まわる

に従い,建築用電動工具のなかでも,コンクリート用電動工具の

需要は年々増大し,また多様化してきている｡その中で,代表的
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第 54 巻 第1号

な日立ハンマードリル,ハンマ【のシり-ズを紹介する｡ハンマ

ート'りルとして,黄大せん孔径38mmのPR-38形,32mmのPR-

32形､25Ⅱlmグ)PR-25形がある｡ハンマーとしては,はつり用の

PH-40C形に,新たに破砕用のPH-65形が加わり,系列強化

がなされた｡おもにアンカーボルト用の穴あけ,配管配線用穴あ

け,僻床面のはつり,旧構造物の破砕作業に使用される｡これら

の工具は,回転運動から変換されたピストンの往復運動により､

平気を介Lてストライカに,衝撃ブJを伝達する方式を採っている｡

仕様の決定には電子計算機が別田され,綿密に破砕効率が追求さ

れている｡また,振動,コンクリート破砕粉のじんあいが耐久件

に与･える買う響は大きく,アマチュアの断線防止,軸受の防じんには,

特別の配慮がなされている｡

′璃廃とメ奉

､〆

ヨ妙●

同7 日立電気ハンマドリル.ハンマシリーズ

〔′弓二束手前PH-65形ハンマ,後列左からPR-32形,PR-25形-

PR-38形ハンマドリル､右端はPH-40C形ハンマ)

こl皇!高度IC化トランジスタカラーテレビ受信機

日立製作所は,昭和43年にオールトランジスタカラーテレビ受

信機を完成し,他祉に先がけて量産化に成功した｡この豊富な技

術的蓄積を基礎とし,次のステップであるICを大幅に採用した

高度IC化カラーテレビ受信機の開発に成功し,昭和46年6月より

20形コンソールタイプCT-707を発売した｡CT-707に続いて,

20形コンソールCT-727,20形ローポイタイ70CT¶808,20形

コンソールCT-705の4機種を順次量産化した｡これらの機種は,

日立製作所が独自に開発したIClO個と,モジュール1個(トラン

ジスタ17オ了)を使用している｡この高度IC化カラーテレビ受信機

には､ソリリドステートキドカラ椚の特長に加えて,次のような

数多くの特長を備えている｡

(1)高作能ICグ)大幅才采用に

より,作能(解像度向上,

色再現仰向上,画質調整

範囲の拡大),安定度,信

栢度がいちだんと向上｡

(2)烏龍ず1才了水平偏向方

式の採用によl)画期的低

消館電力(120W)｡

図8 ICソリッドス

テートカラ【テレビ
CT-705形

ト醜I10度偏向オールトランジスタカラーテレビ受信機

カラーテレビの広角偏向化は,普及率の増大,需要層の拡大が

進んでいる現在,日本の狭い住宅事情への適合,さらには顧客の
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選択性の拡大の意味からも白黒テレビの場合以上に重要視され,

開発が進められてきた｡広角偏向化に伴う消費電力の増加,部品

増加,i且度上昇,各種ひずみの増大,価格増加などの問題を新大

形110度偏向(20形)ブラウン管(510BKB22)および周辺部品,

超高耐圧シリコントランジスタ(2SCl174)の開発,ソリッドス

テート回路技術の発展により解決し,かずかずの特長を持つ大形

(20形)110度偏向オールトランジスタカラ【テレビを開発した｡

おもな特長は次のとおりである｡

(1)白黒テレビ並みの奥行き:110度偏向ブラウン管ならびに新

シャシ開発により従来の90度偏向カラーテレビに比べて,セッ

ト奥行を約12cm短縮した｡

(2)オールトランジスタ化により消費電力は低く170W(従来の

90度偏向真空管式の約%)となり,雑音,電圧変動にも安定な

画像が得られ,瞬間ス

タートで信頬度が高い｡

(3)オ】トピタリコン採

用｡

(4)AGC付デイテント70

リセットUHFチューナ

の採用によりVHFと全

く同等グ)選局性を持っ

ており,全国各地で続

続開局するUHF放送を

安定に受信できる｡

図9 20形110度偏向オール

トランジスタカラ】テレビCT-950L形

甲 2ドアホワイトフリーザー形冷凍冷蔵庫

昭和45年に発売したホワイトフリーザー形冷凍冷蔵庫の｢霜なし+

の効果をさらに高めるために,昭和46年度はフリーザーに専用ドア

を設け,冷蔵室から全く独立した2ドアホワイトフリーザー形冷凍

冷蔵倖を完成した｡これまでのように冷蔵室のドアを問いてから

フリーザーのドアを開く‾二度手間がなく,冷蔵室の冷気を逃がすむ

だもなくなり,｢霜なし+フリーザーの性能と傾いよさがいちだんと

発揮される冷蔵庫である｡さらに庫内の食品を1年小過i点い二保つ

サーモレーダーー全自動,嵩高級冷凍冷蔵樺に世界の各国が採用して

いるスリースター,断熱性能のすぐれたポリウレタンフオ"ムを

採用Lた滞壁形などの特長を備えている｡また,中心機種のフリ

ーザー容積を14Jから23～31Jへ,総内容積を1431から154～178t

へとアソ70するとともに,昭和46年度発売の24機種中2ドアホワ

イトフリーザー形冷凍冷蔵庫は6機種もあり,食生活に介わせて適

切なものを選ぶことができる｡

図10 R-6180F形

ホワイトフリーザー形

冷凍冷蔵庫

■辞d■■!■■.吉

ドライタイプセパレート形ルームエアコン

日立製作所で開発したドライタイプ0ルームエアコンは,冷房運

転だけでなく,梅雨期には温度を下げることなく湿度を取り除く

ことができる特長を持つエアコンで,昭和42年に発売以来非常な

好評を博している｡

昭和46年度は,このドライ機構を需要の増加の著しいセパレー

ト形ルームエアコンに初めて適用し,ドライタイプセパレート形

ルームエアコンとして発売し多大の好評を博した｡

セパレート形は,従来のウインド形が一つのユニットでできて

いるのと異なり,室内ユニット,室外ユニットおよぴそれらのユ

ニ･ソトを接続する朽己

管で構成されている

ので,本機種は,こ

の構成にマッチした

セパレート形自独の

ドライ回路を考案し

採用したもので,室

外ユニ､ソトと配管は

冷房専用機桂と全く

共用に使用できると

いう特長も兼ね備え

ている｡

図11RAS1226D形ドライタイフLl

セパレート形ルームエアコン

朝 ワイヤレス･ステレオラジオの開発

妓近FMステレオ放送が普及し,手軽にステレオを楽しめるラ

ジオが要求されてきた｡この傾向をいち早くキャッチし,業界に

先がけて開発したのが,接続コ"ドなしでFMステレオが楽しめ

るワイヤレス･ステレオラジオである｡原理はマルチ回路でプ亡ネ_上

の信号を分離し,Lチャンネルは本体のスピーカから,Rチャン

ネルは内蔵したFM変調発振器から電波としてテ粍ばし,これをも

う1台のFMラジオで長信してステレオとするものである｡

枝術面では受信器と発信器が混在することによる妨害の除去お

よびRチャンネルの音質をそこなわないためのプリエンファシス

回路,発振周波数による変調度の変化などの対策に苦心を払い,

本格的ワイヤレス･ステレオラジオとして,いバディスコ1000''を開発

した｡このセットの特徴は,

(1)ワイヤレスであるから,じゃまになる接続コードがなく,い

つ,し､かなる場所においても手軽に,ステレオ効架が克之高に和

られる配置でFMステレオ放送を楽Lむことができる｡

(2)電波を出す■方式ゆえ,相手のセットはどんなFMラジオでも

よく,特定のステレオアダフ0タを必要としない｡

(3)ワイヤレス発振周波数は受信 ■

帯域内で連続吋変であるため,

いかなる地域でも′受信周波数と

の項方害を逃げることができる｡

(4)マルチ回路を内蔵しているた

め,本体だけでもヘッドホーン

またはイヤホーンによりステレ

オを楽しむことができる｡

このバディスコ1000はFMステレ

図12 ワイヤレス･ス

テレオラジオ`lパテ■ィ

スコ1000''
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オ化時代のポータブルラジオとして非常な好評を持って迎えられ,

今後,国内Ir小ナポータブルラジオとして期待されるものである｡

■ ステレオおよびコンポーネント枚種の充実化

および輸出機種の拡大

l ステレオ

昭和45年のオMデイオフエア以来,二の1年間は4チャンネルで明

け暮れた｡臼丘二製作所ではアンビオフオニックスビーカ方式以来

の研究の栢｡ん_卜げにより,きわめて容易に,しかも安価にマトリ

ックス4チャンネルを楽しむことのできるアダプタや切換装置内

偶の傑椎を発売した｡

また昭和45年好評のASW(アコースティックスーパウーハ)才呆用

の機槌を増し12‾万円台から167了円台までの展開を行なうとともに

高級機柿も計画している｡このほかマイクが使えるステレオなど

顧客の幅泣こい要求に合わせ,豊富な機椎構成とした｡

2 ハイファイコンポーネント

(1)プりメインアンプ

定電流駆動方式を採用したプリメインアンプIA-600,IA-

1000を発売した｡ニの新棟椎は(a)小山力時のひずみが少ない,(b)

電源電圧変動に対して動作が安定している､(c)電子式保護レ朋各に

よりパワmトランジスタの破壊をl彷ぐなどの持氏を有するほか,

号箕詔な付鳩機能を備えた｢白描及ハイフ7イ再生装置である｡なお,

IA-600は通産吊選定Gマークに輝いた｡

(2)輸亡_1川1レシーバ

アメりカの有名メーカMlも=ナ高級慌椎の開ブ巨生産を行なった.｡

柑二総合アンプでは4連バリコン,FET3個性用グ)高性能フロ

ントエンドによる超高感度化,IF段ではクリスタルフィルタお

よびICの伸輔による選択性の向上とひずみの帆減を【¥トた｡ま

た～九九段では,走電流駆動方式の抹用によl),ひずみの低減と電

圧,f占.L度の変動に対する安定度の向上を図った｡新しい機能とし

てFMステレオ放送を行なっている局のみを受信する装置を開発

し総合アンプに組み込んだ｡

(3)スピーカシステム

HS-500,ASWなどで世間のま主‾三日をひいて以火急速に日立Lo

-Dのイメージが_Lがってきた｡)昭和46年はさらにHS-500以後の研

`先開発を織り込んで,新しくHS-350を発売した｡1工機は磁気1LJj

路中を交流磁束がi充れることにより牛ずるひずみを低減するため

に2個のショートIノング(Lo-Dアクチエエ【タ)を採糊した｡

これによりひずみ率は1W入力時0.3%で従来の故高級品の約%

となっている｡今や山場はコンポーネントに向かいつつあi),こ

れに応じてシステムコンポーネント機椎の--･環としてHS-220T

を発売した｡

(4)プレヤシステム

由SN比を得るために日立

独自のモートル中心一点つ

り機構を採用したPS-77お

よぴダブルベルトドライブ機

構を採用したPS-11を発売

した｡PS-77はミラー式ス

トロボスコープ内蔵の微調

装置を有するのをはじめと

し,クイックスタート,ブ

レーキ装置などを備えた高

精寓,高性能プレヤシステ
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(′)j二出トスヒー一々ノステム■-HS-350丁卜/,-

7･Jメインγン‾7■◆lA-1000二IドイJ:‾7レヤ
システム■LPS-77-11

ムである｡PS-11は針圧直

読式トーンアーム,オイル

ダンプ式アームリブタなど

を有する普放形7Cレヤシス

テムである｡

第54 巻 第1号

図14 マイクが使えるステレオ

DPK-91形(十-プチリキは別お

■ ｢自然の風力セットさわ風+扇風機

通常屋外で吹く自然風は､時間とともに強く弱く変化している｡

人間にとっては,このように変化する凪が最も快適に感じられる｡

ニのような観点から,昭和44年には｢同期一-一一定の自然の風+扇風

機(H-600形)を開発,昭和45年には､これを改良し,同期を10

秒から30秒まで任意に調節できる｢同期可変の自然の風+扇風機

(H-610形)を開発した｡さらに昭和46年度は,風の強弓弓の幅と周期

を58mm□のカセットバンを差し換えることによI),4とおりの自

然の風を発生させる｢カセット自然の風+包引風位(H-629形)に

まで展開させ発売した(図15)｡

機構の僚理的方式は前記2概櫨は,ソリッドステート応用の先

手村LJl絡を利用したものである｡昭和46年度の｢カセット自然の風+は,

扇風機本体の電動機･とは異なる小形同期電動機を円い,速度設定

(胤の強弱)と咋限設定(風の糊期)とを行なう機構を組み込ん

だものである｡

4とおりの自然の風の風速パ

ターンは図16にホすときうりであ

る｡それぞれの自然の風のパタ

ーンの特巨を簡単に説明する｡

(1)｢山の凪+は,強風の小二

吋おり弱凰と微風がはいる最も

一般的な自然の風である｡(2)｢沢

の風+は,強風の中に暗おり微

風がはしゝるもの｡(3)｢海の凪+

は,微風の中に強風と弱凪がは.
1

やかな自然の風で,睡眠時なと'

に最適なものである｡

図15｢自然の凰カセットさわ風+

扇風機H-629形

`J卓l:す

j･川､

†ち■な胤

周16 ∠
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14)川

4とおりの自然の風

圏 GCW一柑OBF形く甘舜閉式〉ガス給湯暖房器

住宅用セントラルヒーティングの熱源として,従来は石油だき

のボイラが主流をなしていたが,最近になって,操作が容易,専



用のボイラ室不要,燃料補給が容易,安価な設備費といったよう

な特長が見直されて,ガスだきの機器が注目されるようになった｡

GCW-180BF形は,このような市場の要請に応じて開発され

た瞬間式のガス給湯暖房器であり,次のような特長を有している｡

(1)瞬間式のため,点火直後から給湯も暖房も可能である｡

(2)給湯出力18,000kcal/h,暖房出力18,000kcal/b,ただし,そ

れぞれ単独使用時｡同時使用の場合は両者の和で18,000kcal/h｡

(3)暖房負荷の変動に応じて,比例的にまた断続的にか､ス量を制

御するサーモスタソトガ'ス弁を用いているため,経済的で快適

な暖転が可能である｡

(4)給湯と暖房が完全な別回路

になっているため,清潔な給

湯が可能である｡

(5)シスターン,温水循環ポン

プが内蔵されているコンパク

トな設計であって,据付けに

場所をとらない｡

(6)室内の空気を使わないバラ

ンス形であるため,部屋の空

気をよごさず,清潔である｡

(7)口火安全装置,暖房用空だ

き防止器,給揚用空だき防止

器,過昇防止器など,各種安

全機構を具備している｡

玩i

一

問17 GCW-180BF形

〈瞬間式〉 ガス総揚暖房

器

■ 家庭用暖房･給湯機器

家庭用の暖房･給湯設備は本格的普及期を迎え,燃料,用途な

どが多様で,取扱い,据付け作業性などでよr)高度な機能を備え

た機器が必要になっている｡

l.ファミリーポイラ｢サイレントGUN+シリーズ

低騒音,安全性,据付け作業性を特に改善した,温水ボイラで

30,000,50,000kcal/hで,1回路,2担川各計4機椎がある｡

(1)特殊な排気サイレンサ,しゃ苦構造を採用し,従来機椎より

大幅に騒音を低減している｡30,000kcal/h機椎で45dB(A)で

ある｡

(2)安全装置を充実させる一方,密閉式キャビネットを採用し,

安全性をいっそう高めている｡

(3)低騒音,密閉式キャビネット構造などにより,専用の小屋が

不要となり,排気筒の高さ制限を緩和したこととあいまって,

据付工事が簡単になった｡

2.ガスだき温風暖房機,ファミリーボイラ

空気の汚染l坊止の観点から将来需要増大が見込まれる都市ガス

(C-5)を燃料とする温風暖房機と,温水ボイラである｡

(1)ブ温風暖房機は熱出力11,500kcal/hで､据付けに便利なよう■に

イl､勝手と左勝手がある｡安全性には特に考慮を払ってあり,ダ

クト施工が‾･iJ能な本格的家庭用温風暖房機である.｡

(2)フ7ミリⅧボイラは熟出ブJ20,000kcal/b,貯揚式であi)浴槽

への給湯,さらには,暖房との併用も可能なじゅうぶんな出力

を持っている｡安全性については温風暖房機と同様であr),そ

のほかにグラスライニング仕上をしてあるなど,多くの特長を

備えている｡

3.フ令温風機

オイルファーネスに冷房機の蒸発器を組込み可能にし,コンテ

ンシングユニットと組み(ナわせて,冷･氾風によるエアコンデイ

生 活 環 境

ショニングを可能にした製品である｡暖房熱出力は20,000kcal/h,

冷房機は2.2kWであI),ダクト施工専用である｡

4.温水放熱器｢パネルヒート+シリーズ

従来の強制対流式温水放熱器｢ルームヒート+シリ【ズに加え,

新たにふく射式放熱器｢パネルヒート+4機椎を新シリーズとし

て加えた｡書斎,瀬去など室温をあまI)高くすることが好ましく

ない部屋の暖房に威力を発揮する製品である｡

図18 日立フ

ァ ミリMポイ

ラ｢サイレン

トガン+

BO-510形

図19 日カニオ､

スファーネス

GF】120L形

■ 新方式ジェットポンプを利用した地上設置式シスターン

従来の暖房･給湯システムに用いたシスターンは,ボイラ内へ

の給水圧力を一定に保つため,高所に取り付ける必要があった｡

二のたび開発した日_､二仁パワ【シスターンは,二うした概念を大きく

変えた地上設置式のもので,他に類例をみないものである｡

図20は外観図,図21は概略構造図であるが,受水槽の上には新

方式の立形自吸式ボン7Uを用いている｡このポンプは圧力タンク

内にジェット部を内蔵させ,圧力タンクの仕力水を利用して臼吸･

揚水を行なわせる独自の構造のため,きわめてコンパクトなもの

となっている｡シスターンのボイラへの給水性能はポンプ容量に

より決まるが,独得のバイパスジェット方式を採用し揚水量をア

､ソ7qした立形自吸式形ポンプも他に例をみないものである｡

このシスターンにはボン70のほかに､水道よりの給水を制限す

るポ▼ルタッ70･ボイラへの給水圧を一定にする減仔弁,断水時

にポンプの空運転を防止する断水リレ【､ボイラよりの膨張水を

外部に逃がすための膨張水逃し弁を付属している｡

図22は,パワーシスターンとボイラとを組み合わせた際のシス

テム例であるが,特にボン70の圧力スイッチ･減圧弁･膨張水逃

し弁の設定圧力の関係が,大きなポイントとなっている｡なお,

ポンプ逆止弁が故障した際もボイラ内の揚がシスタ【ンに逆流し

ないよう,サイフォン防止機構を取り付けるようにしてし-る｡

ヽ+

Fぅ

｢＼

･ノ･テノ

同21 日立パワーシスターンの

概略構造図

もl

← 妻くヰ

図20 日立パワⅥシスターン

CX-200

Jズ122 日立パワーシスターンとボイラ

とを組み合わせたときの例
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本シスターンの開発により,垣内設置が可能となり,建物グ)美

観をそこなわないうえ,桝付,配管工事や保守,サービスも容易

となっている｡

沸 低騒音ガンタイプバーナの開発

iム.し水式家庭用セントラルヒーティングで,暖房･給湯に余裕あ

る汁けプのボイラとなると,3～5万kcal/hの熱出力が必要となる｡

オ､ンタイプバーナは,従来燃焼騒音が高いために家庭用として

はあまり普及していなかったが,機能･燃焼性能ならびに熱出力

の点で家庭用さ温水ボイラに過している｡したがって,その欠点で

ある騒音について,バーナの基本的な構造を検討するととい二燃

焼騒二糾二段も大きな影響を与えるフレームスタビライザについて

系統的な′臭験を行なった｡この結果に基づいて､燃焼作能がすぐ

れ燃焼騒音の低いガンタイプバーナ

を試作し,現在販売中のBO-321

什壬i止水ボイラに組み込んで試験し

たところ,同温水ボイラは,50Hz

以下の低音域の古庄レベルが低下

し,騒音レベルもいっそう低下す

ることが確認号.れた｡図23は,開

発した低騒音ガンタイプバーナの

外観である｡

図23 低騒音オン

タイプバーナ

■ 安全装置付き釜付き浴槽

オス風呂簑(ふろが圭)の譜及に伴い,収拭い卜の不i_i三息による,

爆発,Ⅰい毒などの乍枚が増加しているが､鼓在これらの‾l拝放を防

+卜する安全袋帯をl勺砥した製.訂,の開発が活発化している､､

日立化成工業株式会社では,二のたび他社に寛がけて,生ガス

からだきl;ガ止装置内蔵の新形釜付き浴槽シリーズを完成した｡これ

らは従来好評を博した薄形風呂釜付きホームバスを侍体とし､マグ

ネットバルブ式生ガス防止装置,バイメタルスイ･ソナ式からだき

l;方_1Lを採用した独特の製品である｡

安全装置は､サーモカップル,マグネットバルブおよびバイメ

タルスイッチの電気回路にて構成され,使用中に突風,ガス圧変

動などによりパイロットバーナが消火したり,排水栓(せん)のゆ

るみにより水漏れを生じ浴槽が空(から)になった場合などに,マ

グネットバルブ保持力の低下,または電気回路がしゃ断して,ガ

ス通路を閉じる構造となっている｡

シリー-ズの機椎としては,一般形HM-145形,_I二がり揚槽付きH

M-155形,タイマー付きHM-145T形の3椎で,特長は次のと

おりである｡

(1)前記の安全装置により,危険なガ､ス爆発,L■P毒事故をi坊止し,

風呂釜の損傷を招くからだきを防ぐので安心して使用できる｡

(2)上面のつ重み一つで,一〔ま火,消火の操作が自由にできる｡

HM-155形は便利な上がり湯槽付き,HM-145T形は希望の

燃焼時間をセットし,沸かし過ぎを防ぐタイマー付きである｡

(3)独特のロールポンド方式熱‾交換器はすぐれた熱交換性能を発

揮し､保温性抜群のポリプロピレン浴槽は暖かきをいつまでも

保持することができ経済的である｡

(4)コンパクトで場所をとらず,(セット全長960mm)浴槽,風呂

釜セット品であるため据付工事が簡単である｡
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図24 日立ホームバス

HM-145T

惑 日立浄化槽ハイパッキーM-620

すでに販売しているハイパッキーM-75B～M-380(5～50

八)に加えて,事務所,工場など多人数向けとして,100人用浄化

槽,ハイパlソキーM-620を開発した｡本機は槽をFRPで製作し,

ばっ気装置は′ト形浄化槽で実績のある回転円枚方式である｡

以下におもな特長について述べる｡

(1)ばっ気装置には,日立独自の回転円板の採用により,多量の

酸素と強い水流を与えるため浄化効率が高く,無臭できれいな

放流水が得られる｡

(2)設置スペースは4.4m2(1.3坪)

≡､慧芸…､霊害悪賃貸警㌻警望
∇㌻準寛うえ,地表に出る部分が2m2 ■∴ノ撃

と非′掛二′トきく設置後の美観

をそこなわか､0 鞘
(3)二L場組立製品であり､工事

はン＼に仲めるだけでよく非常

に簡一正i-iである｡

同25 日立浄化槽

M-620

済 銀座第一ホテル納バスユニットUHS一川5

昭和47年5月オープン予定の銀座第一一ホテルに人U納入とLて

は業界初のオー′レFRP製バスユニット815子iを納入し,日立化成

t業株式会社のパスユニットの歴史に圭た新しい1ペ⊥ジを加えた｡

従来のバスユニットが席･蟹･天井･バスタブなどの各部分を

分離製作し組立るパネルタイプユニットであるのに対し,本品

は障壁を囁に上下に･･休分練成形後一一体化したキュービックタイ

プユニットであり,FRPの成形性を生かした抽面と,ほとんど

継臼のない構造は他では表現できないユニークな空間を構成して

し､る｡

また,本品は京王プラザホテルに次いで第2番目のカセット工

法による大量納入であり,特に,本工事で搬入時に試みた特殊回

転台卓の使用により横転移動し,所定据付場所で再び正常位置に

戻す工法の成功は,本ホテルの

ような階高の低い建築物へのカ

セット工法の適用,特に住宅用

バスユニットへの応用に明るい

見通しを与えている｡

′J■

＼__養
l】

観蒙
凍L

同26 銀座第一ホテル納

バスユニット

UHS【105



噛 高圧ナトリウムランプ｢ルミセラムランプ+の開発

低圧ナトリウムランプは高効率である反面演色性が劣る｡.二れ

を向上させるためには,電流1軒空を増Lて動作Lいの発光符をl和犬】1

に保ちナトリウムの蒸気はを高め連続スペクトルの放射を狩る必

要があるが,一般のガラスは高fた左ではナトリウムに一之良きれる｡

高子ムLでナトリウム蒸気に対して∠左定に動作する逆光性高密度多結

晶作アルミナパイプの出現によりこれが可能となったく｡ルミセラ

ムランプは,このアルミナパイプDの両端にニオビウムエンドキャ

ップを封若した発光管にナトリウム,水銀および始動オ､スとして

キセノンが封入されている｡動作中の発光管のiた一号度は.1,1000c

に達しナトリウム蒸気圧は数‾打水銀柱ミリメートルである｡この

ルミセラムランプは次に示すような精良を持っている｡

(1)発光効率は,110乙m/Wで水銀ランプの2倍である｡

(2)白熱電球に近いゴールデンホワイト色の光を呈する｡

(3)他の放電ラン70より

すぐれた光束維持特性

を有し,光束維持率は

9.000時間で80%である｡

また用途としては,野

球場など各種競技場,広

場,道路,高天井の工場

などの照明に適している｡

関27 ルミセラムランプ

40DW(NH400)

頼 防災形けい光灯安定器

屋内照明に広く普及しているけい光灯照明器具に内蔵されてい

る安定器は,誤使用や寿命末期に巻線知絡を生じ,まれに異常過

熱を生ずるおそれがある｡これによる安立器焼才貝防止のため,安

定器内部にfふL度過昇l坊1ヒ装帯として,況度ヒューズを埋め込んだ

防災形けい光灯安定器(FP安定器)を開発した｡

沿度ヒューズは溶断形であり,′電源回路と直列に接続される士里

込位置は1次巻線近傍にしてあるので,′-一次巻線,∴次巻線し､ず

れの異常をも感知して電源をし

ゃ断することが可能である｡ 葦…諾
ぶ｢一田丁甲ri空∴

∴大塩乾純一繕削日胤(Erll州｢2仰‡1‾‾

図28 ∴次巻線･･部如終と

一次巻線付近のさ比性.l二界

安定器の外観寸法,重量は従

来品と変わらず,器具への互換

性がある｡この種の安定器の開

発は,田内では日立製作所が最

初である｡

■ 自在形けい光灯スタンドの開発

従来のけい光灯スタンドから,機能的にもデザイン的にも脱脚

した自在ボール継手応用のFSシリーズを開発した｡生産当初か

ら市場で好評を博し,加えて,昭和46年度のグッドデザイン商品に迷

走された｡これは安定器を上部の反射がさ左端に収納し,左右の

重力卜の支点近辺に自在ポール継手を介し,支柱を設けたもので,

生 活 環 境

次のような特長を備えている｡

(1)直下照度が高く,かつ使用面上を自由に動くので,読語はも

ちろん,作業用としても使い勝手がよい｡

(2)安定器を上部に収納Lたため,

源の端部にあるため,じゃまl

にならない｡

(3)梱包(こんぼう)が′+､さく,

輸送時は本体,支柱,ベース

の3点に分解きれ′トさくまと

められている｡組み立てるに

は,支柱とべ【スのそれぞれ

1個のネジを手で締めるだけ

でよい｡

ベースが薄〈なI),Lかも光

_-㌦

J
‡

q●;ミニ■■

同29【J17仁杵壬けしい光灯

スタント

亜 播磨化成工業株式会社加古川工場納

遠心式加圧浮上分離装置

本設備は処理量(120m3/h)のトⅥル油廃水をAPI装置にて前処

坪を行ない,凝集剤注入後油分を加圧浮L分離し,後処押として

上付売ろ過装置にてろ過し,SSおよび油分をうこ仝に除去して放流

または再使用する設備で,図30はそのフローを示したものであるrJ

フ､キム†官】J

払方亡

==川(1

閥30 廃水処理フローシート

本装置はマルチサイクロン式を托用しているため,遠心力によ

る気液の援触同数の増加および装置仝‾血樵を有効に使用でき,分

離効率が非′削二高い｡このプロもスのほかに日立化成工業株式会

社は鉱物札 石油合成庵棄物や,食間油,マーガリンなどの廃水

処坪に実続を持■っている｡本装置のおもな性能分析伯は下記のと

おりである｡

何日

P.1

油分(ppm)

SS(ppm) 重訂
浮_上分維淡F毘～iけ1

7.0～7.5

30～80

10～50

卜仙充ろ.i坦装ir川汁1

7.0へ7.5

10､20

0～5

l※Ⅰ31播磨化成二‾I二葉株式

会社加山川二1二場納

油水分離裳;程(遠心式加

ト一三浮_L分離装‾i即
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