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自信をもってお推めします

l何故ステンレス線材を素材にしたのか?
I.在 市llKさ れているワイヤー製計,(線 ll製品), ,価 な鉄線|オ

を材料にして 腋体ブラスティックで

'■'装
あるい まドブ置

け|=`々をする力 11体 フラスティッタて

'1卜

|●装をする tわ
tOる 樹脂コーティング製法による物カコまとんどをriめ ています.

しか しこのr鵬線材製品には大 きな欠点があ ります こす 0キ

ズ tl物 キズ■に起Ⅲして樹脂が梨けた場企にその
'F分

から鉄

'●
を生じさせることです。■耗及び:1年変化では1脂が破オtた

場合もい,様です.

いったい 食IIや 食|卜 を入れるバスケットが

'ビ
てよいも●lで

しょ,力 .

そこで幣社では この製llの 素材に

'き

 ■力に対 して絶対||

に信頼のおけるステンレス線オオ(SUS30,)を 選択 したのです。

におい |七 れの付着を■み 清潔惑のあふれるステンレス線 |オの

性質は シンク′ヾ スケットにはうってつけの素材なのてす.

幣社は 水回 0で鉄を使 うべ きではない という日常生活での常

識を 製品開発における原点にしているのです.

2溶接金網 I

シンクバスケットにとって大切なことは 中に野菜 食器をい

っぱいに入れた場合で も その■●に耐 えてバスケット自身の

網目(形状)が くずれないことで しょう.ス 持 ち運ひが

',なように軽いことも望 まれます.前 の要素をみたすには 大い線

材を 後の要素をみたすに よイ‖い線材をllい ればことtう るの

ですが 2つ の相反する要素を11'キ にみたす となると 梨,と 11の

大 きな矛盾 とな0ま す.か くして 幣社は細い線材を使い 丈

夫な網の織型を工大 しつつ 形の くすれなtバスケ ットの製[
という難題に取 0く もことになるのです

途中の試行結誤は略 します.た だ 1つ .:え るのは このシンク

バスケットの製件においては 平祉 投1哉 ,の―莉,|,な線材の

織型は 上記命題を解決する Lで  llち 役にⅢたなかつたとい

うことです.

そして多岐にわたる検 :すの結果 溶桜令十日を採
'Hす

るにt'ま
す。それは 直角に丙dコ された従積のlr材 の交´部

`'を
0て ス

ボット溶接て同tし て 網の |,奎方部‐Iを まった く

'く

した0相
のことです。同 じ大きの線オオを使

"lし

た 破||な TIt llの ものに

比較すると 形状の くすれが極めて少ないのが■長です。■ ら

にそれは基本||に

'|1率
を高められる社造を備えています。だ

からデザ イン次第では 1分軽 :=化 を■■で きます。お接全網は

llklLが 模素の木捜 しあてた まさにバ スケットのための事の0
網 といえます.

38角 柱体、 2φ線材のこと 1

ます 形状についての考察です。

11初 の試作はくエルファ〉バスケットのように 下部面積が上部

面積 よう小さくなる 側面にテーパー鯨 斜)のあるタイプの も

ので した。この形の魅力は どことなくデザイン性 を持つてい

るようにみえることと 重ね積みがで きるので在庫や出荷の際

に便利なことです。rBし  シンクボウルに入れた場合 落ちつ

きがない という難点力物 ります.前後左右のぶれ止めとして機

1と すべきバ スケットの伸1面が テーパーつきの面であるために

ボウル とのあた りを点にするか らです。ボツルに対するぶれ上

めが線を形成 してこそ 使用中のバ スケットは安定 した座 うに

な ります。

そこで生 まれたの||| テーパーをなくする柱体形状の発想です。

几そ シンク′ヾスケットとして憲床のある柱体形状は下記の 3

タイフ¬
=し

ばれるかと思われます。

イ 円IIf● :シ ンクボウルの曲線 (R)に沿 う円l■体は
'ヾ

スケッ

卜の中に入る形状 として ま理想的であるが 外フレームが円

形になるため シンクの天板割り の四角い形状 となじます

座 うも思い。外 フレームを角形にすれば内フレームとのアル

ゴン溶接作業が難 しい.

口 ,Ч tt lI体 :こ の形状は シンクボウルの辺のふ くらみ と4

角のRを年視するので バスケットの直線とボウルの緑との
11が大 きく開 く。 そして バスケットの L部面積

` 
内容積

も小さくなる.又 外フレームは 前 後部のみでシンタ天

板にのる状態になるので 使用中の座 りが悪い。

´ヽ 多角柱体 :シ ンクボウルに入 るバ スケットの (8角柱体以

L).形状 としては内容積の大 きさては円II体 に次ぐものであ

るが I]柱体 2tl角 柱体にみられる他の欠点がない.

以上の考察か ら 大 きいサイズのバスケットカ
'製

作可育に あ る

ことと 安定 した座 りの維持 という2つ の条件をみたすのは

多角柱体であることがわか ります.

次に 面 と辺の構成材について.

製作 Lの基本条l「 は ωボれ止めを線で とらたる8角 柱体であ

ること (D軽 いこと 0ソ フトイメージのデザ インであること

(D電荷に而すた得ること (E)製造コストを押 さえられること 一

の う項 目を実現 させ ることです.

ます 8角 II体の全辺を5φ 線材で溶接 し 底面 と側面をlφ

10m m角 の溶接金網で日い貼 0す るバスヶ ′卜を試作 しました.

しか しそれは重い重量 ときつごう した向:象 もさることなが ら

0で の工程を手加工に依存 じ 製i=コ ストヵⅢ 端 に有くつ く代

IIlて した。 それ以後 |,々 のよイ|■ .Jヽ の末 本カタログIt取の

。rpheeが 試作されるのです.

具体||に は L面の 8角形の取材を
'φ

力 ら lφ にお とし そ●l

他の
'φ

フレー′ (771)を 全辺llよ します. そして 一方では強

1支 をたすために 2φ 漱 |イ を
",い

 そのィIn n″りの1″装命禅 を 8

角柱体にb‖ I:し て  Lmi・ lフ レー′ :沐 |た します。 この

'本

オ茨綺

所は,l・ コーティンタて まめ ,ま せんので い IIIし ますが

r,よ い人さの 2φ +て らんたう : 美しくlt Lけ ることがで き

ます

このような過■をメ
`て

orpheeは「
jこの製作卜のlt本人■を満た

すバ スケ ′卜にイ11が つたのです

4だ から 。「品 は loタ ィフ 1

シンクパスケ ット :人 れる食7,L力 !∫ 来の |は  家 |・ 1丼 1上 しだ

いで 人
=く

変わ 0ま す.た とた 工 |～ 3人 rtの 家ltの 食 1,

の l・ かたづ すのよ場合 人
=い

′ヾスケ ツト111で は しま =011
ないこ:し あるて しょう. L:い た 人まいバスケ ント21Jを

,1]す るので ま 迪 :シ ンクでの

'た

う|■がし,ら くな 0ま す

そこで

'Fiた

ま′:サ イスの′ヾスケ ′卜を

`●

しました シャンボ

シンクを価えているこ家にては 人′ヽスケ ′トリ :バ スケ ツト

をコ|ム ●わせて íし いバスケ ′卜の■い方を ,ヽ みではいカカi

て しょう力  方 '■ ●が少 |:の 食器を■ 1'す るケースで よ

大きいバスケ ツトま不要です.´ ′
'ス

ケ ット|よ この任な場合に

も便利です. 又 l・ バスケット211で 里r来 と食ャトを
'1々

に

`
,1し て入れる使い方もあ ります

利用の仕方はいろいろに キ ッチンライフの ,,能 ‖を広 rま す.

又 アングーカウンターシンクヤ

"'の

バスケ ントも

"意

しまし

た。人造大理石ワークトッフにアンターシンタを1(0イ

'す

た場

合 かぶ
'寸

法 RIの 剣係でオーバーシンク

"!バ

スケツトが■

えない力らです. 1法体系にアングー独白の ものが要求されて

いるのです。

弊社は バスタフトがイ,効 にオ111さ れるために あι,ゆ る■11

状況をイメージしています.だからorpheeは 11タ イフなのです
.

5おわりに
製品企画に手を染めて すでに11ヶ

'1で

す.ひ とうを解i入 して

はまた新 しい課題・ lく り返 して ステンレス雲ワイヤーバスケ ′

卜●rpkは実に難産て した。材Itの吟味 材11の ,二,(杉 llの

`察 と 今思えば砕 し, It― |十分 したつも,です、それだけに

'着 もひとしおです。自信を■って oJにeを お■めします




