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8億バイトの

ディスク記憶装置を発売

日立製作所はHITAC 8000シリーズ

の大容量ファイルとLて,二泣入8億バ

イトの記憶容量を有するH-8589/8549

ディスク記一陪装置と,これに使用する

高碑り空ディスクパックH-8581をこのほ

ど発売Lた｡

近来の電了一計弟ニシステムではr亡ご∴遠大

存立主ファイルの必要性は圭すます高ま

ってきておI),日立では磁気ディ スク

技術の実紙を結集L本装置を完成し

た｡

本装苗は臼カニの従来のディ スク記憶

装置(H-8578/8548)の約3.5倍の記

量を持っている｡

おもな仕様

(1)人 古壷 2臆バイト～8倍バイ

卜まで2t琵バイト単位

に増設できる｡

(2)岳 速 平j勺位置決め日割阜毒‾]:30

ミリ秒,平j勺回転待ち

時日り:8.4ミリ秒,情報

転送速度:806Kバイ

ト/秒

(3)砧 効率 マルチリクエスト粍能

による最大8本までの

チャネルプログラム(乃

同時処理､回転位置検

出機能によるレコ∽ド

柁索のオフライ ン化｡

(4)高イF一派i性 コマンド再試行およぴ

エラーコ レク シ ョ ンコ

【ドによるエラー回子廷,

訂正機能｡

図】 日立H-8589/8549ディスク記憶装置

装置の概略

(1)H-8581彬ディ スクパック

12杖のディ スクで構成され,1倍

バイトの情事拉記鎚ができるH-8589-1

形ディ スク駆動装‾箭用のディ スクパ

ックである､｡

(2)H-8589-1形ディ スク駆動装置

H-8581形ディスクパックを記録媒

体とLて情報処理を行なう｡1台の

装置には2式の情報処理機構を持ち,

終1宙邦処‡製軽削掛ま位苗決め帖｢壬即ドガJ

30ミリ秒,凹転待ち時FHjは平均8.4

ミリ秒の性台巨をもっている｡

(3)H-8549-1形ディ スク肘J御装置

H-8589-1形ディスク駆動装置を4

台まで接続L,処理装置とディスク

駆動装置の悶一にあって情報処理の制

御を行なう｡情報の授′受は806Kバイ

ト/秒の速J空で行なわれ,HITAC8700

およびHITAC8450のブロック･マル

チプレクサ･チャネルに接続される.｢

物体を自動選別する

日立ハンド･アイ･システム

日立製作J叶では,二物休を自動的に認

言祉し,選別する能力をもつ,新しい′＼

ンド･アイ･システム▲-HIVIP Mk31'

をこのほど開発した｡

本システムは,一昨年開発した組立

l』を目で見て物体を組み立てる｢人二L

知能ロボット+の技術をもとに,視′迂

によるご物体の認識実験を枯み重ねて完

成Lたもので,ニ将来の生産__‾‾l二程や二物資

†允通トゝきj様における省力システムとLて

のんいiJが期けされている._-

従来グ〕装置方J(では､人間のRに利l

二11する検H一土器がないため,多方向に向

膵

■締

膵

いた多椎類の物体が川自不同に流れてく

る場fナ,全く無力であった｡本システ

ムは,従来人間の視覚にたよっていた

物体の形二状,位置,姿勢,大きさなど

を簡単な装置で高速認識させるもグ)で

あり,検奄選別工程を白土軌化すること

を目的とLて開発Lた｡

作意の姿勢で流れてくる多椎柑の物

体を､自動的に認占哉Lて品純別に送別,

整列する研･究はまだ内外に例がなく,

二のような機能を作るには,人側グ〕祝

儀二に不‖当するパターン認.さi■;k機能が必安

となる｡そのため本システムでは､.汁

貨恍に連結された1TVカメラかコンベ

ヤ上を常に監視L,流れてくる物体グ)

映ノ像を解析して,あらかじめて真如され

たパタMンと照合して対象の形状を判

断するように構成されている｡

この｢ハンド･アイ･システム+は､

制御用計算機HIDIC500と,これに迎

なる映像入出力;別御装置,サーーポ制御

装置ならびにコンベヤ装置から桃成さ

れている｡コンベヤ装置には,コンペ

ヤ_1二を上方からながめるITVカメラと,

コンベヤをまたいで,前後,プi三石,_I∴

下,担+転(∫,弘 之,β,)の4日仕=空を

もつサMポ式ハンドリング装置が什拭

きれている｡その先端のハンドリング

部は,設計により多様な構成が可能で

あるが,本システムでは､真空一枚.オ‡に

よるl吸上げ方式を採用している.-】

本装置の今寺長

(1)物体の安芸読が容易

物体をカメラの【Fに置いてボタン

を粥卜す‾だけで,その物体の映條が紙

座標表示されて三汁算機の群‾i鞍部り或に

瞬時に標準パターンとLて豊丘長きれ

る｡Lたかって品椎変史に対L適応

件がある｡

(2)比較的′トさなソフトウェア規悦

映イ壌偶戟iを取り′扱う にむかかメフ

らず,映像エリア･古宇i_】二王‥エリアを含

めて全部で12K語群度と,ミニ･コ

ンビュ∽タ規純で実現できる｡

(3)多椎精の勾勿休を認識

辞書エリアには32手車のパターーーン記

憶が可能であり,必要にLしじさらに

拙こ大できる⊂,

(4)作意の姿勢♂)物体を認.識

[司_転を含んだパターンマッチング

手法の抹用と,1偶の物体について

いくつかの安;王位置でのパターンを

登録することにより,任〕まの姿勢の

二物体を できる｡
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図2 日立ハンド･アイ･システム

また乙物体表内に所在大きさのマー

クをつけた場(㌻,そのマークのt立道か

ら才勿体の‾方向をそろえることもできる｡

(二5)高速度で認識

1佃あたり約1秒の高j卦空で認言敲

できる｡

(6)ダイナミックなハンドリ

コンベヤに同期してハン

装置を動かすことにより,

コンベヤから物体を拾い_ト

ができる.=)

ン グ

ト】Jン グ

無衝撃で

け'るこ と

南アフリカから

圧延設備一式 受注

上--J立製作所では,二のはど南アフリ

カのユニオン･スチール t

コーポレ【

ショ ンからバールコニ土結納めの特殊鋼型

鋼圧延設備および電機Llムー一式の′受注に

b丈JソJした｡この比延設備は型糾用で辿

総運転を‾叶能とした直行期日勺な設備である｡

納人先のバール工〕湯は首都ヨハネス

ブルグから南60kロlフエルナハン市にあ

る特殊鋼専門工二場で,√受注Lた設イ枇ま

この巧り鋼を圧延するもグ)である.､

′之注にド祭しては日立のほか世淋のミ

ルメ【カMが,国際人ホLに参加して寸致

Lい′受注競争となったが,和∴垂ミル

前後の鋼片転回装置,あるいは多臼的

クーり ングベッドなどに打ち山した【--J

二､∵の新技術と短納期製作能力が言平価さ

れ,さらに日立が過ムに納入Lた小形

分塊ミルの好調な稼動実績が買われ､

他社をリードしたものである｡

なお,アフリカからの√受注と Lては

88

ニン､′7ノメ

獅表ま
ごご∵-｢･-叫...,_-____ ヲれこ御物イ汚恥冊確ミラ毒

′×〆い†′.一才,

〆叶が

臓 着
▼
す

前三三亡′ト形分塊ミル､光ごろ人規純な一_三

拝に成二JソJLたイスコール什納めグうビレ

ソトおよぴテン′ヾ-1ミルな

3Lリ_lオ)である｡

圧延】i与帥箭･の内谷は,判Lミ

‖引+二卜げミル10千丁,クーーり

1伯L コールトシヤー1台､

ビに一人いで

/し1≠言,巾

ン グ′＼ソト

製品トラ

ンスファ1子;などである:′′

おもな仕様

粗ミル 575mI□×1,700mm(1f=

水平,率直ミル

400mlⅥ:<800mm(み4Tl)

360mmX650mIn(芥1f‾=

おもな特長

本設順の大きな三拝士壬は水平ミルと垂

直ミルを交互に組み合メっせ連続う基転を

叶能にする点である｡

ニのほか①テルティングテーブルと

カント装置により粗ミルまわりの鋼11‾

操作の自動運転を行なう,(卦水平,申

直ミルの配置によりノーツイ スト圧延

を行ない,製品品質の向上を図る,(奉

仕_L圧延機群にはル【ブコントロール

を才采周し刃物交換時間を朱舶宿するなど

である｡.

--一一方,電機品は1,200kWIMl台,300

kW直†充電J抽粍4≠i,400kW直流電動機

6台のほか補助絹 SOO番直i充モ【タ5

台｡これらもF柿フイ ルム絶縁の採用

のほか各所にFlカニ技術を使用した臼良二

の代去製品である､〕

日立パッケージ形

エアーコンディショナー

エアトピア

｢エース+シリーズ発売

日立製作所では昭和48年度空調機器

の---･環として,出力2.2kW以下の′ト形

パッケージ形エアーコンディショナー･

エアトビア｢エ【ス+シリーズ25様相

をこのはど発売Lた｡

二のエアトビア｢エrスーゝシり【ズは,

マンション､レジデンスなど高層集合

イ主宅鹿砦♂)急速な仲良に付し- 小形パ

･ソケ【ジ需要の急増か予想される今日,

二れにこたえる悦子ヰと Lて開発された

ものである｡

シリーズ椋帥立としては,従米の水i令

⊥じ横形3機稚,lt哨造形2機輔,空冷式

雛

図3 エアトピア｢エース+RPF-150
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縦形1機純,｢司セパレート形4磯f･Fの

10椀和があり,48年度は新しく水ごてrJじ

横形8樅吼トロローボーーイ形2機柑,

同大件埋込好子2機柁,り三ウf甘式セバレー【

ト形2磯村,1‾JiJヒーートポンプ形1桔帥市

の計15梅村を順次発うヒL,これにより

介i汁25機椎となるく〕

先に発売Lた｢rl形水f行J℃ノ､■-ノケ【シ

彬エア【コンティ ショナ【やク=リ ン

グタワー,f_左且水ボイラ左･どにも♭よられ

るように､Lhlニッ:?i詞 ク〕-
-‾と三至`して境

l加勺な設計ポイントは,(五大帖な低騒

音化,(参口い色調のデザイン､④′J､彬

鞭岩化,(む工事の打力化なとてあるが,

このエアトヒア｢エーて+シリーズはこ

れノ〕の設計ポ′イントを拉も躾約Lて伯

えたシり一ズである､-.亡けに低髄て二･i二化に

ついては,水冷プて横形0.75kW蘇帥れで帆

風三i三崎37phon,高風遥時39phonしとも

にAスケール)と,バッケーシ､形エア

【コンティ ショナーとLては′十重でに

ない航騒音化をラミ現している｡=.

水冷式の特長

(1)横形機稚では0.75kW形で37～39

phon,1.1kW形で38(一40phon,1.5

kW形で39～41phon(いずれもAスケ

ール･侃風遥～i亡了i風量峠)というi可

期的な低騒一汗化を†実現した(｡

(2)キャビネ･･ノトは全体にnを非調と

した一名き雅な色調で手続一一L,インテり

アとのマッチングを回っている.｡ま

た水配管や電乞(配線をキャビネット

内で行なえるので,インテリアの美

しさをそこなわない.〕

(3)横形機純では高さrj‾法を建築物,

別使品の寸ぎ去に調和するように 750

mⅡlに統､一一Lている.､)また奥行寸法は

0.75kW,1.1kW形で230mm,1.5kW

形で275mmという薄形でスペースの

イj-効f舌用を阿っている｡

(4)杭形機柁にはi㍊水ヒータ什機純と

f誌水ヒ【タのない機和があるが,f占ユ

水ヒ【タの付かない横根もこれを取

り付けることができ,電気ヒmタを

放りトj■けることも可能である｡また,

加i■さ!詫器を組み込むことも可能であり,

年間空L洞が行なえる｡

(5)i温水ヒーータ付機椎では､i令･J温水

-りJ換え_三方弁のコックを操作するだ

けで,冷房から暖房,暖房から7て㌻り壬

へ♂)切り換えができるので操作が簡

単である｡

空j令式の特長

(1)セパレート形では,拉l勺ユニット

でポ+5phl)nこ7り!議J'H上も卜 包三外ユニ､･ノ

トで約10phoIIムー‾=軒別托‾1丁(いすれも

日立†打半舷比1を｢≡窒ト〕ている.二Jまた,

私川壬につし‾､てもヒーートホ■ンプでは群J

lOph()nク‾)帆卜を1‾■女ト〕ている.=J

(2)-セ′ヾレート汁絹帥t二は,!三内ユニ･ソ

トと轄外ユニットグ〕目+糊に新しいうナ

帖川ユニソト･｢りし十フリ一を拝そり

付けることにより.1T三丁♂､り去外ユニ

ットで‾‾‾∴),あるいは__二つ･rり去卜勺ユ

ト 土プノご氾ふナナわせかできる｡

(3)ワンショ トで,Lかも結f㌣時に

うこ立ち▲ニt兢什が†1こたれる了りチャーー

ゾカ､･･フ‾り ン ブ･ニノ‾り未開に_土り､手軽

にごてJ鳩iこ恍1三三二77)て､き,し/かい当11甘小に

iて州l二か封入されているr二

48年度日立エアークリーナ発売

j+上亡与川‾三所では,48年性空f渦磯をビ

ルやrLl__泊j了乞･･ど1i】勺i1一子汚りり上Lて,業務

ji+エアーーク=---十3憶仲,ダ■クト月]静

L_Eフィ ルタ100f程jヰ,さJ'〕に什業税士易

用とLて我じ′′て/!;;;ミ上裟七三,呈2粍Iヰ､ナナわ

せて10引瑞帥をニグ1ほど発ノブ己rノた.二

‾¶､〔■･一叩一"y◆∨､【･■いw′--"__

叫-≠≠≠叫叫J叫一叫

㌦一～…叫≠･仙㌦･㌦ふ≠仙

匡】4 日立エアークリーナ UDP-6

業務用エアークリーナの!特長

処理J乱立6m3′/minク｢壁j卦形(UDP-6

形)･と,処卓!1リ乱造30,40江13/min(7)床置

形(ASP--30,40)各1斥師=仁で､フィ ル

タに1‾こ1;殊静′i左フィルタを抹川Lている

チj別卦井_手軽帥F亡は.牛.～二にたばこのミストが

発生一｢る･場巾にユ托り付けjLば,たばこ

のミストを95ワろ♂二)高効率で捕填できる二,

表1 48年度新形ノ令蔵庫の概略分実員

また,J人道形は従米機仰の処J空風壬Ⅰ主

10m3′/min(UDP-10升j),20m3/min(U

DP【20形)のシリーズとLてl;j+発Lた

もので,新発売cり機帥はフィルタに巾

村フィルタと活性ノ夫フイ′レタを抹札

佃硫酸ガス(SO2)を砧効ヰく(90%以

ヒ)で摘果しノ,与さ1‾ミグスもり馴丈できる.⊃

また安与乍に応じて?丁‡iは水コイルも組み

′i_生むことかできるので空.渦樅とlノても
他用できる､つl;た樹形,峠道形とも新機

†溝ノ)静`lと〔フィルタ方式で,メインフィ

ルタにはポリプロビレン不泰弘布を仕糊

L,安価でプ､≠結も土一之く,保1:が容易で

ある.こ-ノ

ダクト用静電フィルタ(SD形)の特長

4純のユニットを枯み垂+hるわく組

J一〔であり,エアーハンドリングユニッ

トに排トち込むことかでき,処押J軋遥は

144へ1,730m3/min,集じん効ヰをはノIE離

別とポリプロピレンフィルタとの組み

rTわせにより,′-‾にニ(式と】l】+号の90%上い

う■tこJi効率である｡

薬じん除去装置(CD形)の特長

朋刑f川J(Cl)-1100C)と分包機輔

(CD-1100M)の2模作があり, いず

れの憶和も三鞄じ/しによる職業柄を追放

Lよう とするもので,特殊なプラスア

スベスト製ブイ/レタに.より,95チら以_トニ

グ)-亡Ji効率で駐じんできる｡ノ また1i内て盾

‡芯形柘ミじんブナl〔を採川しているグ)で､

薬じんの芸【勺拡散をIj方止するととい二,

1i内の空調負荷も二変わ⊥:〕ない1

48年度日立新形冷蔵庫

36機種発売

日立‾製作i市では,このほ.ビ48年性の

新形J令歳時として36機椎を先う1占した｡

言ゴ梓詫言要屑の拡大,根強い新婚=ぷ安

などにより多様化した顧1存の紫求にこ

たえられるよう,また､/ナ臼では､ハ1

.i哉化L7二ともいえる2ドア･箱なLタ
イプのし卜で人きさごとにメ り･ソトグ)追

う もC7)を数機純ずつ用宕二Lた結斗さ36恍

帥グ〕うち2ドア･謀占なLタイプほ21機仰

冷 蔵 庫

′令
凍 冷 蔵庫

(30)

フ リ 【 サ ー

(6)

lドア

2ドア

lドア

直
ノ令

式

霜なLタイプ

直
ノ令

式

霜なLタイプ

直 ′令
式

R-67E,

R-158K

R-203C

RB-448

RF-112

RF-67E

R-76A,

ほか6ヰ後棒

はか19機種

ほか】機種

ほか2機種

ほか2機種
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に充実Lた｡

主力機種の特長

(1)フリーズコーナー

開発して5年めの霜なしホワイト

フリーザーにフリーズコーナーを新

設した｡製氷はもちろんのことホー

ムフリージングにも一段と便利であ

る｡また,従来冷蔵室大井にあった

フリーザー切換スイ ッチをフリー

ジングコーナー._L部に設けスイ ッチ

操作も便利になった｡

(2)フロラスチック･製氷皿

ちょっとひねるだけでかたくて比

較的透明な氷が簡単にとれる｡また,

製氷皿(さら)を重ねておくことも‾叶能

であるからJ車内のじゃまにもならない｡

(3)低i温容器

さかな･肉など生(なま)ものの専

上H主として,±左志したイ氏fエ去.を保てる

位置にあるので_与工ものの鮮度を1:る

には絶好の谷器である｡

(4)回転式クリスパー

rニ

嶺

箋哀､

軸毒

■-----■p匪∴で

図5 日立)令ノ東冷蔵庫 R-203C

編集後記

夜間における余剰電力の有効な活梢を図るため,最近,海水掲水発

電の計画が進められている｡LかL海水は金城材料に対する嘱食性が

残し､ため,悼開村料に対する瞞良という難問かあり,そグ)対策とLて

耐海水鋼の開発･利用が検討されている.〕

現在においては,カソード防食法が重要視きれてしゝるがF海水掲水

先′〔にHj水プJ粍器の電気防食+では,ポンプ水中のモデルに海水を通水

L,屯iぴガ良を適用Lた実験を試みている.こ一 本報告か,新分野の｢;カ氏

托術の資料として参考になれば幸いてある｡

斤弓､
＼ゝシノ

L_i本電信電話公社を小心に､交槙機メMか-4社が共l小肝究を進め

てきた電子交換機は,現場試験慌の矧槽を経ていよいよDlO形･.五千交

換機として実用化の段階にはいった､〕

日 立評 論 第54巻 音別1号

昭和47年11†‾120口仁仙川 口耶I147年11J‾J25口発行(′毎日ll口125口発行1

く禁無断転載> 1占価1部200ト1j(送料36｢1J)

C 1972bY Hitachi叫▼()r(川Sha f)rintedinJapan

乱‾‾+‾落丁ヰこはぎを打所にてお収り律えいたしま1‾､

野菜や果物(くだもの)が乾燥しに

くいパッキン付で,そのうえ日立特

許の回転式であるから指一本で軽く

開き,開いたままでドアを閉じれば

クリスパーもぴったりと閉じる便利

なものとなっている｡

(5)冷水 器

コップで透明カバーを押すだけで

いつでも冷水が飲〆)る｡はこりを防

ぐ透明カバーがレバーの役めも果た

す新方式の冷水器で故障の少ない自

然落下式で,しかも掃除が簡単な構

造となっている｡

(6)ワンタッチボトル取付け可能

ドアポケットに簡単に取り付けら

れる別売のワンタッチボトル(2,500

円)を取り付ければ,いつでも冷水

が飲める｡

(7)ダンパ方式

レバーでフリーザーfは度を(弱:

米米車‖当)から(強:米米米相当)

まで無段調節できる｡

日立製作仰ま､昭和46年10月その第1号機を日本電信電話公社名古

取去小輪掛二納入L.昭和47年10月より商用逆転が開始された｡

ヰこ号では,DlO形電子交換機のハードウェアおよびソフトウエア両

仙二わたる研究一問発成果の概要を集録L,｢DlO形電子交換機特集+

としてまとめた｡

◎

巻頭を飾る一家一言らんには,日本電信電話公社総務理一事 技師立

位ロー茂樹氏より,DlO形電子交換機の研′先,実用化に至る経緯,将来の

往生マミを.-i妃かれた｢電丁交換機への期待+と題する玉稿をちょうだいす

ることができた｡

ご繁用lいにもかかわらず,本誌のために特に稿を草されたご好意に

村L,心から埠くお礼を申しあげる次第である｡
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