
日立の特許と新案

EJ立製作所では所有している全部の特許t実用新案を全て

有伯開放しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実刷新案で,日

立製作所が実際に似川したものの中から,選んで才ら械いたし

ました｡

なお,照会･実施のご希望のございます場でナは､才.‾.子+まで

ご連絡願います｡
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■ コンピュータの通信制御装置
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七'士(

朽613249 145-39642 集線装苗におけるl叶線接続制御方式

■ コンピュータの記憶装置
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■ コンピュータの入出力装置･その他の装置
l

名 称登録番号 公告番号 名 称 登録番号l公告番号

l
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■ コンピュータの部品

登録番号
l

名 称公告番号 ･ 名 称 登毒責番号 公告番号
l

書……;;;…;……;;…;;;■皇李薫棚i
実929416 45-22371テープ接続具

実970730 46-26557較ふ重ね川糾･二が判断できる多層印

刷回路枇
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HITAC M-170/M-180システム

HITAC M-170/M-180システムは,

複雑･多様化するユーザーニーズに対

して仮想記憶方式,コンピュータ ネッ

トワーク機能,データベ肌ス･デMタ

コミュニケーション機能などを駆使し

て,アプリケーション システムの開発,

拡張を容易にした大形電子計算機シス

テムである｡

2絶類のオペレmティング システム

(中形のVOS2,大形のVOS3)に

より,バッチ,リモートバッチ,オンラ

イン,会話処理など多様な処理形態の組

合せ使用を可能とした｡HITAC 8000

シリーズからの移行を容易にするため

に,EDO S-MSOもサポートした｡

主な特長と仕様

(1)高性能処理装置

MO S一ICメモリによる主記憶装置

の性能向上,高速バッファ記憶装置,

高度の命令先行制御,チャネル機能の

充実などにより,処至里装置の性能･価

格比を向上した｡

処理装置の基本仕様を表1に,記憶

方式を表2に示す｡

(2)データベ此ス システムの拡充

本格的なデータベmス システムを容

易に建設･拡張できるよう大容量ディ

スク装置,通信制御処手堅装置,データ

ベース マネジメント システム,オン

ライン用汎用パッケージなどを開発し

た｡

(3)高惟能周辺装置

トータル システムグ)性能を向上する

ために,表3に示すような高性能周辺

装置を開発した｡

(4)操作性の向上

マルチ コンソール機能,オペレータ

コマンドの省略形によるコンソール操

作の簡易化,オート スレッド方式磁気

テープ装置,IPLの簡略化などにより

操作性を改善した｡

(5)RAS機能の充実

メモリ エラーの自動訂正,命令の再

実行,障害記録,診断機能などにより

システム信束馴生･可用性を向上した｡

(6)移行の容易件

8000シリーズのプログラムの実行や

コンバージョンを答易にした｡

(日立製作所 コンビュヤタ第一事業部)

表l 処王里装置基本性能

No. 項･ 員 M-170 M-180

l.基本命令

実行時間

(〃S)

2_チャネル

固定小数点加算(A)

乗算(M)

除算(D)

0.34

2.89

7.14

0_08

0.76

2.02

制御形式

最大接続チャネル数

バイトマルチプレクサ(KB/s)

ブロックマルチプレクサ(MB/s)

セレクタ(MB/ノs)

トータルスループット(MB/s)

CPU内蔵

8

70

】.5

l.5

8

10P

16

100

l.5

l.5

16

注:CPU=中央処王里装置10P=入･出力処理装置

表2 処理装置記憶方式

No. 項 目 M-t70 M-180

l.主記憶

装 置

記憶容量(MB)

データ転送単位(BXウェイ)

記憶素子

0.51-4.0

8:べ2

MOSIC

l,0､8.0

8×4

メモリ

2ノヾッフア

記 憶

マッピング方式

記憶容量(KB)

ブロックサイズ(B)

バッファアレイ(カラム×ロー)

セットア

8

16

128×4

ソシアティブ

16

32

128×4

3.仮想記憶

セグメントサイズ(KB)

ページサイズ(KB)

アドレス変換バッファ(カラム×ロー)

64

214

64×2

表3 周辺装置の仕様

仕 様

ディスク馬区動装置 記憶容量(MB′′′スピンドル) 平均位置)夫め時間(ms) 転送速度(KB.′/s)

H-8589一】

H-8589-【l

H-8586-12

100

200

70/35

30

ZO

806

885

磁気ドラム装置 記憶容量(MB) 平均回転待ち時間(ms) 転送速度(KB/S)

H-8575-1 15 5.3 l′450

磁気テープ装置 記≡録密度(BPり トラック数 転送速度(KB/s)

H-8467-1

H-8468-1

H-8487-1

H-8488-1

,′600

6′250

9 200

320

780

l′250

ラインプリンタ 印字速度(行ノ/mln) けた数(字/行) 行間隔(行/ln)

H-8276-1l

H-827丁-11

l′500

2.000

132/160 6/8

カード読取機 読取速度(枚/min)

H-8Z9了-10

H-8298-10

l′000

l′600
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H-858卜11形磁気ディスクパック

近年のコンピュータ システムにおい

て,ファイルの重要性がますます強調

されるようになってきているが,これ

に早くから即応して,日立製作所では

磁気ディスクパックの生産体制を確立

し,その製品をHITAC以外の顧客に

も利用してもらうよう努力してきた｡

今臥｢磁気ディスクパック+シリー

ズの一環として発売したH-8581-11形

磁気ディスクパックは,記憶容量200

メガバイトの大答量で,IBM3336-11

形磁気ディスクパックと互換性をもつ

もので,H-8589¶11形磁気ディスク駆

動装置及び同等の装置として,これか

ら広く使用されるものと期待される

(図l)｡

l.主な特長

H-85飢-11形耳遠気ディスクパックの

主な特長を次に述べる｡

(1)磁気ディスクパックとして要求さ

れる特性としては,ヘッドクラッシュ

に強く,トランジュント エラーが発生

しないことが重要であるが,ニれらを

十分満足するじょうぶで,ち密な磁性

層を特殊な化学組成,加工技術で得る

ことができた｡

(2)この磁気ディスクパックは,H-

8581-1形から使用されているトラック

サーボ位置決め方式を採用しているた

め,位置決め信号が書き込まれたサー

ボ面を一面もっている｡一方,データ

面については,信頼性を向上させるた

め工場でイニシャライズされ,交代ト

表I H-858卜Il形磁気ディスクパック

仕様

垣 目 仕 様

記憶容量 200 メガバイト

磁気ディスク枚数 10

データ記重責面数 19

サーボ面数 l

記て緑密度 4′040BPl

トラック密度 370TPl

重 量 約9kg

ラックも指定されて出荷される｡

(3)記録密壕,トラック密度を向上さ

せると,一般に出力電圧が低下する｡

H-8581-11形磁気ディスクパックでは,

磁性粉の配向を行ない十分な出力電圧

を得ることができた｡

2.主な仕様

表lに主な仕様示す｡

(日立製作所 コンピュータ第一事業部)

H-1740データ エントリー システム

従来,コンピュータにデータを人力

する手段としてカ【ドとか紙テ【プが

催用されてきたが,オペレータの手采用

雉,多様化する入力方式などから新L

い入力方式への要求が高まってきた｡

これに応ずるものとして,日立製作所

では集中入力,分散入力,遠隔入力の

いずれにも対応できる新しい人力機器

群として,H-1740データ エントリーシ

ステムを開発した｡媒体として,フロ

ッピー ディスクが使用される｡

鞄貞

図I H-I了4l-1データ ステーション
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1.システム構成と主な仕様

このシステムは表1に示すように,

5機種から成り,種々な用途に向くよ

う機種組合せができる｡また機能につ

いても,顧客の要求にマッチするよう

多くの付加機構を準備してし､る｡

2.主な特長

(1)多様化する人力方式への対応

集中入力,分散入力,遠隔人力に村

表l システムの主な仕様

応でき各の間の移行も容易である｡

(2)能率の向上

10種類のフォーマット プログラムの

同時利用などにより能率を20～30%向

上できる｡

(4)帳票の作成

H-1713プリンタにより媒体にデータ

入力を行なうと同時に帳票の発行がで

きる｡

(5)静かな操作書

(日立製作所 コンピューター第一事業部)

機 種 仕 様

H-174卜l レコード長ほ8字,プリンタ接続可能
データ ステーション プログラムレベル柑種(チエイニング可)
(匡‖) モード:エントリー,ペリファイ,アップデート,サーチ

H-174卜Z H-174l-1に通信機能イ寸加
データステーション 公衆回線1′200BPS BSC,専用回線l′200BPS,2′400BPS BSC

H-1742-l

複式データステーション

キーボード2台,フロッピーディスクドライブ2台 2人用,

レコード長80=28享).プログラム レベル6種(チェイニング可)
モード:エントリー,べりファイ,アップデート,サーチ

H-1747-I

データコン/ヾ一夕

MT→フロッピー ディスク,フロッピーディスク→MT

変換速度700レコード/分
MT:l′600BPll.200ft

H-1713-l 速度100字/秒,印字幅132文字
プリンタ キャラクタ セット 数字,英字,仮名,シンボル計123文字
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HITAC T-580/20ターミナル システム

HITAC T-580/20ターミナル シス

テムは,銀行用に開発されたプログラ

マブル ターミナル システムであり,

従来の預金,為替中心のオンライン シ

ステムから総合オンライン システムへ

と発展する銀行の業務に適合した端末

システムである(図l)｡

1.主な特長

(1)128KB,又は224KBの内部メモ

リと,外部メモリとしてフロッピ ディ

スク,固定ヘッド ディスク及び大容量

ディスクが用意されており,プログラ

ムはホスト コンピュータで作成し,回

線経由で端末制寺卸装置にロ【ドするこ

とが可能であり,将来の業務の拡大発

展に対処できる｡

(2)ハイ レベル伝送制御手順(HDLC)

を採用し,高能率の伝送が可能である｡

(3)入･出力装置として窓口装置のほ

かにビデオ データ ターミナル,ライ

ン プリンタ,高速のキーポ叩ド プリ

ンタ,オート キャッシャなどが用意さ

れており,これらの入･出力装置は1

台の制御装置に16子音まで接続可能であ

り,また回線を経由して他の支店への

設置もできるので,支店規模に応じた

経i斉的なシステム構成をとれる｡

(4)入･出力装置と端末制御装置との

インタフェースに高速直列伝送をj采用

したことで,ケーブルの心数が4心に

減少し設置工事が容易になり,また距

離制限も 800mまで緩和され,レイア

ウトの自由度が向上した｡

(5)窓口装置は高速プリンタを採用し,

また磁気ストライプ付き通帳による口

座番号などの自動入力や自動インサーー

タによる通帳帳票の自動セット機能を

もち,処手堅能力を向上するとともに,

オペレータの負担を軽i成した｡また,

インチりジュント ターミナルの特長を

生かし,高度のチェック機能をもつほ

かキャラクタ ディスプレイによるオペ

レータの操作の誘導が可能であり,操

作ミスの低f成と訂正操作が容易となり,

オペレータ教育期間の短縮ができる｡

(6)端末制御装置及び入･‡1--1力装置は

rll央からの制御により,電源の投入切

ち泣鼓

図I HITAC T-5821窓口装置

切

断が可能であI),中央から各支店への

大量データ配布を夜間に行なうことが

できる｡

(日立製作所 コンビュ【タ第一･事業部)

HITAC9415ビデオデータ システム

HITAC 9000シリーズデータ通信端

末機器として,HITAC 9415ビデオデ

ータ システムを開発した｡HITAC

9415ビデオデータ システムは,通信回

線を介して中央処理装置と接続され,

オンラインでデータ伝送処理を行なう

Catムode Ray Tube(CRT)ディスプ

レイ システムである(区=)｡

1.主な特長

(1)文字の挿入･削除,入力禁止フィ

ールドの自動スキップ,タブ,バック

タブ及び数字の下位けた合わせなどの

豊富な画面編集機能が用意されている｡

(2)画面は,新たに開発された高解像

度のCRTを使用することにより鮮明で

表I HITAC94ほビデオ データ システム仕様

項 目 仕 様

インタフェース

通信速度 2′400bps,又は4′800bps

同期方式 SYNコードによる同期方式

通信方式 4線式半二重方式

起動方式 中央起動方式

コード
‾ EBCDIK8単位

誤り検出方式 Cyclic Redundunoy Check(CRC)方式

表 示 機 能

CRT寸法 】4形

表示文字数 1′920字(80字/行×24行)

文字構成 横7×縦9によるドットマトリックス

文字種斐頁 128種及び12種(特殊文字付加機構による)

輝度レベル 2j設階(通常輝度及び高輝度)

付 加 機 構
プリンタ,ライト ペン.10キー,プログラム ファンク

ションキー,特殊文字表示

図l ディスプレイ部分

あり,輝度差表示及びブリンク表示に

より識別を答易にすることができる｡

(3)コマンド及び画面編集制御文字な

どを使用することにより,中央処理装

置とのデータ伝送量を減少させている｡

(4)ディスプレイには,独立して通信

回線に接続されるものと,最大32台が

制御装置を介して通信回線に接続.され

るものとがあり,業務内客に最も適し

たシステムを構成することができる｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立製作所 コンピュータ第一事業部)

85



殴 日立評論 VOL.57 No.9=975-9)808

H-8277/H-8276形ラインプリンタ

電子計算機の処理速度の高速化に伴

つて,ラインプリンタの処理能力向上

に対する要望が非常に多くなっている｡

H‾8277/H-8276形ラインプリンタ亡羊,

その要望にこたえて開発された最高

2,000行/分.1,500行/分の印刷速度を

もつシリーズ製品である｡印刷方式は

活字ドラムとブリー フライングハン

マを組み合わせたもので,いわゆる活

字ドラム式70リンタである｡活字ノ､ン

マ
ユニットは,活字ドラムの後面に位

置し,活字ドラムは捕紙装項とインク

リボン交換を容易にするため,90度開

くスイング ゲート方式としている｡用

紙送り機構部には,従来の電磁クラッ

チ ブレーキ式に代わり,高性能直流サ

】ポ モータを用いて,高速化と安定し

た動作を実現してし､る｡また用紙のフ

ォーマット制御には,FCB(F｡rmat

ControIBuffer)を用いて,従来用い

られてし､たフォーマット
コントロール

テープの操作をプログラムで処理でき

る0 印刷用紙の交換に際しては,用紙

の厚さを検出して自動調整する装置が

あり,常に高印字品

質が得られるように _′∧′∧
螢

なっている｡印刷さ

れた後の用紙の処玉里

は,ラインプリンタ

では重要な機能であ

るが,本装置には新

方式の用紙卜折りたた

み装置が組み込まれ

ている｡このライン

プリンタは標準構成

のほか,光学‾文字読

取装置(OCR),チ

ャネル スイッチ切

換,けた拡張などの

付加機構があり,中

形から大形の電子計

算機システムの出力

装置として使用でき

る｡匡=に外観を,

表lに主な仕様を示

す｡

=J立製作所 コン

ビュ【タ第一一事業部)

図I H-8277/

H-8276形高速度

ラインプリンタ

表IH-8277/=-8276形ラインプリンタ主要仕様

形 名 H-82了6 H-8277

印刷速度
l】形 l′500､ノl′200行′/舟 2′000～】′580行/分

12牙壬 l.500-､ 750行/分 2′000､l,000行/分

)舌字種葉頁

ll形 (仮名なL)63字種 (仮名なし)63字種

ilZ形
(仮名あり)l川字種 (仮名あり)l18字種

印刷 け た 数 132けた(オプション160けた) 132けた(オプション160けた)

紙送 り 時 間 】行 10ms l行 8ms

紙ユ去り速度
低速 760mm′/s = --3行) 880mm/s=､3行)

高速 l′900mm/s(4行以上) 2.540mm/s(4行以上)

文字間隔

横 2.54mm/′字 2.54mm/字

紐 6行文は8行′/25.4mm 6行文は8行/25.4mm

複 写 能 力 6枚(原紙含む) 4ノ牧(原紙含む)

パワ･-スタック方式
用 紙 処 理 パワースタック方式

日立静止形定電圧･定周波無停電電源装置
｢ハイパータ3300+
高信頼性,無停電が要求される電子

計算機をはじめ,空港管制機器,放送

通信機器,各種プラントの計装電源シ

ステムなどの電源として,ニこ数年来

静止形走電圧･走周波電源装置(CV

CFと略す)の需要が急増してきた｡

日立製作所は優れたサイリスタ技術

を駆使して,豊富な経験と実績をもと

に数種のCVCF標準系列の開発を行

つてきた｡

表1に主要系列｢ハイパータ3300+の

標準仕様を,図1に装置の外観を示す｡

l.主な特長

(1)高信頼性上

並列冗長システムで,MTI∋F(平均

故障時間)105時間以上｡

(2)小形化

逆導通サイリスタ使用によるパルス

電流転流方式と,シーケンス ゲート制

御回路へのIC(集積回路)採周により,

小形化を実現｡

(3)高効率

86

表l｢ハイパータ3300+標準仕様

項 目 ｢ハイパータ 3300+

交

)充

出

力

定 格 出 力 75～500kVA(9種)

定格出力電圧 200一-230V

電圧整定整度 七2%1よ内

定 格周 三度数 50又は60Hz

周 波 数精度 士0.OJ%

相 数 三相

電圧波形ひずみ率 5%以内

瞬時電圧変動 ＋柑%
-8% 以内

同上変動回復サイクル 3サイクル以内

入力
交)売 人 力 三相 200/220V 50/60Hz

直)未 入 力 DC258V(230～330V)
構造 盤外形寸法(一面標準寸法) 3～8面.幅750×奥行l.300×高さl.900(mm)

図l｢ハイパータ3300+(150kVA)

日立製作所独自の高効率パルス電流

転流方式を｢ハイパータ+主部に採用し

ているため,総合効率(AC→DC→

AC)は90%以上｡

(4)優れた負荷保護協調

並列冗長方式では日立サイリスタ イ

ンタラブタにより,優れた過負荷保護

方式が考慮されている｡

(5)容易な保守,万全なアフターサービス

全国主要都市に専門サービス員が常一駐

(日立製作所 機電事業本部)




