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生産自動化に対するマイクロ

日立製作所 鶴岡 久

電気学会誌 96-23(昭5卜3)

マイクロ コンビュ【タが世に出てから数

年が経過しているが,その間の普及率の向

上は著しく,80年代初めには現在の10倍以

上の売上げが予想されている｡′土産自動化

の分野では,多品柚少量の削御機器が要)托

される傾向が強く,融通性のある汎用制御

部品が必要とされていたこと,整望品の全体

価格に占める制御機器の価格比率か,マイ

クロ コンピュータを比較的′受け入れやすい

範開にあったことなどの理由から,早くか

ら萎望品への適用が検討されてきた｡

産業糊口ポットの分野では,マイクロ

コンピュータはその憤れた融通性､信鰍作､

低価桁,実装スペースの減少などに注目さ

れ,′ト･中規模夜業川口ポ‥′トでは従来の

ランダム論珊,ピンボード,リレーーなどの

椛成に代わり,また汎偶大親株虎葉上‡】ロボ

ットでは中央処理装置に対する人山力制御

に他用されている｡

数値制御(NC)の分野では,マイクロ

コンピュータの登場により従来のハート

ワイヤードな専桶川路によるNCよりはる

靂闇

かに融通性と高槻能を持たせることができ,

しかも,ミニ コンピュ=タを内蔵したDNC

(Direct NC),CNC(Computerized NC)

に行なわせていたのではとかく刑満になっ

ていた制御線能を吸収できるマイクロNC

が可能になった｡マイクロNCではノ＼-一ト

ワイヤードな専用回路にない機能としてFl

動プログラミング,プレイバック,シl-ケ

ンス サイクルの自由設定,軌跡の加速性制

御などが取り上げられるはか,制御光こ程と

コニ作機械を結ぶ強電シーケンスまでのソフ

トウエア化が行なわれる`｡

′と産自動化機器ヘグ)その他の応川には圭'Ⅰ

動倉埠,部品搬送ライン放び=荷ラインの

F]動化がある｡11割合嘩では倉嘩l勺より部

品を柚√fけるクレーン,ハンドりング ロポ

ットの制御にマイクロ コンビューータが利別

されている｡部品搬送ラインではコンペヤ,

スタッカの制御に､汁備ラインでは包装谷

器のl上】刺マーキングの制御などに応一日され

ている｡

従丸 半や体耗業はその製造過柑で,典
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コンピュータの応用

型的なバッチ処,曙の形態をとっていたため

｢1刺化がう埋れてし､た穫業である〔)したがっ

て,マイクロ コンビューータが)卜導体の聾望造

過程で実用化に使用されている例は少ない

ようであるが,イオンfj‾込み装置の制御へ

グ)ん仁糊が報告されているはか,ボンディン

グ作砦の‥動化IC,LSIの白動試験に応

川されている｡今後はマスク アライメント

における日動位置合せ,エッチング速度や

日割iりの制御,更には電子ビ…ムによるパタ

ーン‾製作の制御,拡散_丁二程ラインの管叩な

どにも利用される可能仰がある｡

マイクロ コンビューータを導人Lた結果と

してミニ コンピュータに比較して帆コスト

なシステム偶成になったこと,ハード ワイ

ヤーートな偶成に比申交Lて融通作と機能の向

_Lが得られている｡今後は低価格人芥量の
メモリ,周辺LSI,ソフトウエアの整備に

よりますます広川範囲は広がるものと思わ

れる｡
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多層配線基板の検査方法

遠藤裕英･北爪吉明･他2名

特許 第795387号(特公昭50-9983号)

本発明は大規悦集柿k州各(以‾卜,LSIと略

す)などの実装に用いられる似雉な多J酬己

線恭枇グ)検在,特にJJゞ枇に.設けられたLSI

接続用リード端了一とJ.川上の外部J-J㌫Jr一(以卜,

浅§枇端‾7･と呼ぶ)との指紋状態の検肘ニイr

効な検査方法に関するものである｡

従来,多層配線人如戌の検木方法とLて,

(1)テスターによる横瀬プJ臼そ

(2権解質を含浸させた多孔性検束紙,又は

発光紙(以下,色検束紙と略す)を杓い

検廃したし､多層配線堪枇にこの色検_禿紙ノ女

び漸琶板を順次弔ね,多斥姻己線鵜他の捌J立

花極とこの導電枇とにノi‾E圧を印加し,`心充

が流れた場合に生ずる色検‾在紙の蜜色称叶

を検査する‾方法

などがある｡しかし,(1)の方法では伶推す

べき端子をテスターで逐次横瀬しなければ

ならないので擁めて絶ゃが悪く,また,(2)

の方法では検査のたびごとに色検束紙を食

えなければならないので,検作に時一言りがか

かるとし､う欠一･∴(があっじj

不発明は,従来方法でのし言Lのような欠

たにかんがみ,多層配線J.抑ぇでの配線の上!長

子享検在を極めて簡単に行なうノJ法を提供す

るもので,以下図lにより.榔呵する√

すなわち,.透Hノ]ガラス化 通‖別に純ノ之び

エレクトロ ルミネセンス｢以下,ELと略

す)屑から成るEL検ナ州立を多関配綿ノIl壬枇

のリート端十仰の卜に配音符し,多†郎止線ノ.!三

船のj.!三枚端J'一とEL棉イた枇の通町.一に妹との

よって電圧を印加させると,J占

船端了一に接続きれてし､る■卜｢卜端了･群と接

基板端子 リード端子群

しているELJ酌ま発光することになる｡し

たがって,EL屑のどの部分が発光してい

るかを観察することにより,ノ訓ぇ端ナに対

してど♂)リード端了一群が接紙状態であるか

が分かる()

二のように,小党11fJは多層配線J左他の配

線の1呈否が悦′ぎと的に撤めて叩】確に知時間で

検禿することができ,かつ横森ミスを招く

こともないので,演算匝川那丁了の超高密度ハ

イプリソトLSIの北枇検_射まもちろんのこ

と,その他､糾巾ノ長蛇の検イたに有効である｡

透明ガラス板

透明電極

EL層

蓄電源
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図l 検査方法
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日立の特許と新案

日立製作所では所有している全部の特許･実用新案をすべ

て有償開放致しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実用新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,選んで掲載致しま

した｡

なお,照会･実施の御希望がございます場合は,右記まで

御連絡くださるよう,お願い申しあげます｡

■ 制御器

畔会先

詰
所

電
位

国内関係 日立製作所特許部特許営業グループ

海外関係 日立製作所国際事業部欧米部

(03)270-2111(大代表)

〒100東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル

登録番号 公告番号 名 称 登韓番号 公告番号 名 称

特297248 36-21941 選択制御方式 特629557 46-19828 発電用水流量測定方法

特301962 37-3163 故障選別表示警報装置 特631493 46-21539 吊上電磁石の制御方法及び装置

特316377 37-14368 交流発電桟装置 特633505 45-19749 ディジタルデータ作成方式

特410877 38-4224 可逆巻取機の自動減速装置 特636660 46-26006 故障検出装置

特450253 40-1630 自動同期化用揃連装置 特665915 47-12248 自動制御系のホールド制御方法

特451224 39-30212 水位制御装置 特667671 47-6541 パルス計数装置

特457594 40-8295 演算増巾器 特667690 47【17841 絶縁形チョッパ回路

特474917 40-27783 自動揃連装置 特676425 47-28313 圧延機におけるロール偏芯を補償

特480015 41-4060 減算回路 した板犀利御装置

特486027 41-10457 タービン発電機の加速減速装置 特696593 47-33699 進み時間作成回路

特494082 41-2柑51 速度指令装置 特704315 48-7985 圧延機の自動ドラフト補償装置

特500259 42-5054 同期閉合装置のための三角波生回路 特706691 48-5527 低周波同期起動方式の脱調検出装置

特502460 42-8977 遠方表示装置 特709583 48-14029 直列接続した可逆変換器の制御装置

特508362 42-14778 電動機の速度制御装置 芙別7787 41-12658 テーパテンション制御装置

特510803 42-17430 巻取機の制御装置 実868564 43-20474 同期検出装置

特515048 42-14771 同期電動機同機投入装置 実877382 43-28728 電気ガバナートにおけるタンピン

特522895 43-3201 間駄制御用発振器 グ切換装置

特531393 43-12056 速断器の自動再閉路制御方式 実880476 44-2816 信号伝送回路

特546502 42-3416 電圧比較回路 実890637 43-9543 位置検出装置

特550964 44-3296 水位調整装置 実891787 44-14027 シートパイラー制御装置

特552174 44-4464 サージタンクの水位振動検出装置 芙896953 44-19922 火力70ラントにおける加熱器及び

特563495 44-13183 制御装置 再熟器の制御装置

特56`柑25 43-12849 発電機制御装置 実900970 44-22037 位置検出装置

特569341 44-24773 自動水位制御装置 実931171 45-21963 位置検出装置

特579227 45-1122 FETソースホロア回路 実932704 45【23689 自動制御装置

特580406 45-3348 自動負荷制御装置 実939292 45-31722 遮断器投入装置

特588114 45-11929 キャリアリレー方式 実946008 46-11430 遠隔伝送信号の表示装置

特594563 45-13245 トランジスタスイッチ 実946063 46-12147 タイマー

特596211 45-22597 スキャナ 実955569 46-22971 静止レオナード制御装置

特603721 45-29682 制御装置 実961037 46-27265 スキャナ

特603729 44-13583 巻取温度制御装置 実965094 46-27264 スキャナ

特606062 45-32111 自動速度調整装置 実968813 46-34726 差動増巾器の逆電圧防止回路

特606064 45-34653 サンプルホルダ【 実975638 47-37142 自動負荷調整装置

特609800 45-7464 自動負荷調整装置 実1000760 47-34647 電動機の起動装置

特616013 45-20771 熱延コイル巻取温度制御方式 実1005759 47-39855 低周波同期起動時の脱調検出装置

特620574

特620583

46-8168

46-7122

電気式調速機用負荷調整装置の落 莫1010別7 47-19685 エキストラクターの制御装置

巻変動補償装置 実1030415 48-14735 演算増巾装置

蒸気温度制御装置 実1032635 48-22485 同期発電機の励磁調整装置

特625728 46-13402 タービンバイパス減圧装置の急速

作動方式
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日立の特言午と新案

日立製作所では所有している全部の特許･実用新案をすべ

て有イ貰開放致しておりますっ

このリストには,日立製作所所有の特許･実祥一新案で,‖

立製作所が実際に使用したものの中から,選んで掲載致しま

した｡

なお,鞭会･実地の御希望がごぎいますj湯†ナは,右記まで

御連絡くださるよう､お1碩い申しあげます｡

■ 制御および保護装置

叩≦さ一光

話
巾

ド
吐
､
土

｢上

†

国内関係 日立製作所特許部特許営業グループ

海外関係 日立製作所国際車業部欧米部

(03)270-2111(大代表)

〒100 東京都一丁一代H]区大手町2-6-2(日本ビル)

登録番号 公告番号 名 称 登録番号 公告番号 名 称

特291287 36-14159

37-2934

40-25974

電動発電機の宝達制御装置 特579219 45-2934 保護継電装置

特303731 パイロットワイヤ保護継電装置 特579220 45-2935 保護継電方式

特318477 変圧器差動保護継電装置 特580410 45-3145 電力平衡継電

特404078 37-13223

39-4579

遠方制御装置における選択方式 特588114 45】11929 キャリアリレー方式

特430476 静止巧■壬継電回路 特594514 45-17277 速度継電器

特440877 39-21013 鋼帯長測定装置 特594517 45-17278 速度継電器

特443654 39-20406 白焼式交流発電機(制御) 特594564 45【19756 偏差信号検出装置

特457615 40-10095 表示練監視回路 特596182 45-16286 選択制御回路

特463908

特480047

40-17733

41【5772

差電流特性を有する方向比較搬送 持601576 45-13842 データ交換装置

保護継電装置 特609798 45-35252 制御整流器の故障検出装置

発電所制御装置 特611196 45-39761 ベルトン水車に於けるニードル弁

特481613 41-7654

41-8417

比例限時距離継電器 開度の不平衡検出装置

特481615 静止リレー用表示回路 特620601 46-6462 搬送保護継電装置

特481618 41-8089 保護継電装置 特622529 46-11698 低周波同期起動方式の同期外れ検

特488312 41-14327 計数回路 出装置

特492552 41-19378 位相比較形母線保護継電方式 特633502 46-22701 比較回路

特494792 41-22139

42-1126

高速度速断器制御装置 特665902 47-15187 高速度保護継電装置

特498855 方向比較にもとづく保護継電方式 特689668 47-41610 表面回路

特506426 42-12182 方向比較搬送保護継電方式 特689685 47-43901 発電所の起動停止を考慮した自動

特508378 42-14776 直流/完動機制御装置 給電方法

特515167 42-22253 トロリー線断線検出装置 特693669 47-45690 変化率検出装置

特520887 43-327

43-849

43-4885

43-4886

搬送保護継電方式 実606069 45-31801 電気税器雑書防止装置

特5208細 搬送保護継電方式 実620611 46-6224 遅延継電装置

特533882 保護継電装置 実809805 41【4742 電動操作開閉器

特533883 保護継電装置 実833511 42-1084 樹脂モールドにおける内蔵部品の

特533887 43-17329

43-24244

43-12846

43-5327

静止形保護継電器 保護装置

持542726 配電線保護装置 実833527 42-4677 鎖錠装置

特542731

特542756

交流励磁機による同期機の励磁調 実835729 41】6102 表示装置

啓装吊 実844346 42-17923 計数回路

自助式励磁装置 実846114 42-6412 直流電動機の電機子反作用補惜装置

特544274 43-26646

43-25097

搬送保護継電装置 実849251 42-740 警報信号装置

特547871 エレベータの全自動群管理装置 実873666 43-25480 電源開閉時のパルス誤積算防止装置

特549812 44-1790 同期検出装置 実873729 43-27貼2 タイムリレーの構造

特552149 44-3925

44-15445

42-14412

搬送保護継電装置 実891849 44-10883 可逆,非可逆両用リレー計数回路

特563226 位相比較形付根保護継電装置 実897234 44-16828 故障検出装置

特564808 表示線保護継電装置 実927672 45】21533 電動機制御装置

特569284 44-23693

44-29813

ダム水位自動制御装置 実948836 46-15407 火力タービン発電機の揃連装置

特574287 継電装置 実971961 46-36888 タ】ビン速度のオーバーシュート

持574293 44-30418 表示線保護継電装置 防止装置
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T-5828モジュール形銀行端末装置

日立製作所は,先にT-580/20銀行

端末システムの端末装置としてT-5821

窓口装置を発売したが,今回,同シス

テムのファミリ【とLてT-5828モジュ

ール形端末装置(図1)を開発した｡

従来,銀行用端末装置は窓LJ装置,

為替装置というように業務別寺川装置

で構成されていたが,本装置はT-5821

端末装置をベースとして,そのプリン

タ機構部,ディスプレイ部,操作盤部

などをモジュール単位として構成L,

i…て 妙

図l 日立モジュール形銀行端末装置の

店亘頁用端末構成

預金業務,為替業務などに必要な装置

を,これらの組み(ナわせで実現するこ

とができるようになっている｡

1.主な特長

(1)業務に応じた融通性に臼む端末構

成が吋能である｡すなわち,(a)店頭

nJ端旨末装置,(b)預金,貸付及び外国

為替業務用としての汎用端末装置,(C)

(b)に受信機能を付加し,為替業務J-H

として他用することができる受信機横

付汎川端末装嵐(d)受イ言専用端末装

置などが構成できる｡なおモジュー/レ

の特技として,これらの組み合わせを

変更することは容易に行なえるので,

でも必要に応じ装置木‖カニ間の

変更が‾叶能となる｡

(2)従来為替業矧二は専用機を設置し,

更に障害時バックアップ用とLて予備

機が必要であったくつ 今回の装置では√受

信機帖什汎用端末装置が頂金,為替い

ずれの業務にも仲ノ1Jできるので,為替

専用バ､ソクアップ機が不要となり,台

数節減による端末システムのト【タル

コストの低i成が図れる｡

2.主な仕様

主な仕様を表lに示す｡

(日立製作所 コンピュータ事業本部)

表l 主な仕様

仕 様

印字速度:66字/秒

印字方式:ドッド

マトlノックス方式

プ リ ン タ

印字文字一致

大文字30種

イ云票セット

ーセット

通帳セット

128孝重十

自動8及入

手動.石造気

ピン フィ
ード

ストライプによる自動

71∩スプロケット弟氏イ重用可

簡易操作盤

補助操作盤

表示素子:フ○ラズ･マ

テーィスフ○レイ

表示文字数:32字/行×

8行

業務キー,科目キー,

他各キ重キー

各種キー:7佃l

汎 用 操 作 盤

タイプライタ キー:

+lS C 6233

可変表示盤:50面

CRTディスプレイ
表示文字数:32字/行×

12行

磁気カード

リーターライク
言已毒菜密度:210BPl

HITAC T-5475データ ステーション

新しくデータ収集用の端末装置とL

て,HITAC T-5475デ【タ ステMシ

ョンを開発した｡この装置は,従来の

データ収集用端末H-9815データ エー

ジェントの上位機柱で,データ収集機

能のほかホスト コンピュータへの問合

せ機能,帳票発行機能を持っており,

HITAC 8000シリーズ及びMシリーズ

のコンピュータとオンライ ンで才表紙さ

区= HITAC T-5475データ ステーション

れる-J

デ【タ人力部としては,キー ポMド,

トークン カート リーグ,80欄カート

リーーダ,外部入力などがあり,山力部

にはプラス'マ テ■ィスプレイのほか,オ

プションとLてジャーナル プリンタ,

T-5365ライ ン プリ ンタ(又はT-5316

プリ ンタ)が接続できるようになって

いるrj

デーータ入力部の組み合わせによる盟

誌なモデルと椎々のオプションを用意

Lており,生耗管珊,在樺管f軋 販売

管理及びその他ク)用途に過ナナLたシス

テムを組むことができる｡

1.主な特長

(1)データ収集だけでなく,問合せ業

務,帳票発行業務にも使用できる｡

(2)オペレータ ガイダンス,キート

･ノブのくふうなどにより付いやすい装

置になっている｡

(3)プラズマ ディスプレイ,マイクロ

コンビュMタの採用などにより装置が

コンパクトになっている｡

表I H‖‾AC T-5475データ ステーショ

ン主要仕様

項 目 イ土 様

制御方式 マイクロ コンピュータ方式

信号方式 モデム 200/l′200/2.400BPS

ディスプレイ 70ラズマ 32字×8行

キー ボード +lSけん盤/ABCけん盤

トークン カード プラスチック カード,

リーダ 数字10けた

80欄カード せん孔カード/マーク カード,

リーグ 手挿入式/スタック式

ジャーナル 活字ドラム,72行/分,

プリンタ 16字/行

T-5365ライン ドット,l10行/分,

プリンタ
*

【32字/行

T-5316 母型)舌字,4D字/秒,

プリンタ
*

132字(又は84字)/行

〉主:ホ印のものは別きょう体

(4)鼓適のシステムが組めるよう豊吉

なモデル(20機種)とオプション(17梓)

を用意している｡

2.主な仕様

図1にHITAC T-5475データ ステ

"ション(右)及びT-5316プリンタ(左)

を,表1にこれらの主な仕様を示す｡

([寸立製作所 コンビュ【タ事業本部)
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H-1740デー一夕 エントリー システムの機眉巨拡張

H-1740デⅥタ エント】jⅥ システム

は,昭和50年10月出荷開始以来既に数

多くのユーザーのもとで稼動している

が,今回第一--一次機能拡張を行ない,表

1に示すような付加機構を発売,出荷

した｡これらは,それぞれ操作‾痢ある

いは性能面での向上を目的とした追加

機能であI),業務の内容に応じて,適

宜選択して付加することができる｡

1.主な特長

(1)レコード挿入機構:収紬漏れある

いは追加のデータ レコードをフロ､ノピ

図I H-I了4t一方形 データ

ス7‾一ン/ヨ ン′

`ぎ顛

表l 今回の機能拡張による付加機構

付 加 さ れ る 装 置 付 加

l/√ノー′

巳
=-F■74ト9 レコード挿入機構

H-174卜2形丁一夕ス7‾-ン/∃/

H-1了4卜2形テニータステーション

H-1742-1形複式テ…タステーション

H-Fl了4ト】0 メモリ内容退避機構

H-Fl了4卜Il 拡張データ伝送機構

H-F1742-4 レコード挿入機構

トトF1742-5 メモリ内容退避機構

H-1747-てっ/形データ コンバータ

H-F1747-8 拡張機構

H-Fl了47-9 ブロッキング/リフォーマッティング機構

H-F1747-iO 4KBメモリ

H-Fi了47-11 8KBメモリ

ー

テ■ィスク上の一連のレコMドの途中

へ簡単な操作で挿入できる｡

(2)メモリ内容退避機構:作業中断峠,

プログラムの内容,作業統計､累計計

算結果,などをフロソピ､- ディスクに

i珪避させることができる｡またフロッ

ピ" ディスクから校数個のプログラム

を一一度に読み込ますことができる｡

(3)拡張データ伝送機構:最大512バ

イトまでのブロッキング丁去送が可能と

なり,回線効率の向_Lが図れる｡また

この機構により,ブイ【ルド選択送信,

レコード適訳送信,′受信後固定データ

押入及び受信後日動印刷ができる｡

(4)拡張機構:データ コンバータで弓滋

気テ【プ上の任意のファイル,任意の

レコードヘの位置決めが可能となり､

才蔵乞毛テープの途中からの変授処理や伝

送が可能となる｡

(5)ブロッキング/りフオ【マソティ ン

グ機構と4KB/8KBメモリ機構:デ

ータ コンバータで石芸気テープ上のデー

タ ブロックを最大4KB,又は8KIi

とすることができ,ヰ滋乞てテMプの実質

的な容量を大幅に増やすことができる｡

またブロッキング伝送,レコード内で

のデータの編集が可能となる｡

(日立製作所 コンビュー･lタ事業本部)

EH-10形データ ステーション

EH-10形データ ステーショ ンは,

日立製作所と税理会計業界の計算セン

タであるエコー事務工業株式会社との

共同開発製品である｡

本装置はH-1740の諸機能に,i寅算機

能,電源投入･切断の遠隔制御機能を

加え,更にキー ボードの代替入力手段

としてキー セットを標準装備し,コー

ドレス入力を可能とするなど操作の単

純化を図った｡

EH-10形データ ステーショ ンは,

税理会計業界以外の製造業,i充適業,

図I EH-10形データ

ステーショ ン
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サービス某などのJム範阿のユーザーが

右三I車管f里,‾1二程管胡王,予約管理,売上

管理,人事給与管理などの業務合理化

を図ることにも適合する(図l)｡

1.主な特長

(1) 3けたの項目コ【ドをワンタッチ

で入力できる｡また英･数字,片仮名

及び‡,f殊記号の人力もでき,デMタ

エントリー端末として使用できる｡

(2)P朋リラ寅算を行なうことができるの

で,伝票発行,給与計算など,計算処

声里を伴う業務をこの端末だけで処理で

きる｡

(3)管理デー一夕 ディスクを参照しなが

ら,データを作成することができる｡

(4)通イ言回線を介してオンライン端末

として俊明できる｡また,端末側が無

人状態であっても中央処理装置からの

デ【タを′受信することができ,オンラ

イン運用の時間帯設定範囲を著しく広

げ,運用に柔軟性が与えられる｡

(5)キー セットはキー マット方式で

あり,1キー マットは7ペ椚ジ構成で,

ぺ【ジは自動切替ができる｡

2.主な仕様

主な仕様を表lに示す｡

(日立製作所 コンピュータ事業本部)

表l 主な仕様

項 目 イ士 様

処理可能項目数 700

コードけた数/項目

入 力

3けた

キーセット(柑キー,100項

日キー,60機能キー),通信

(受)

出 力
フロッピー ディスク,表示,

印刷,通信(送)

機 能

データ入力･更新･検査,

縦横合計計算,作業統計,

四則演算,レコード探索,

複写,通信(送受信),印刷

付加機構

電 三原

第2ディスク駆動装置,内

蔵モデム,自動電…原投入･

切断機構,プリンタ(EH-

P形)

AC100V 50/60Hz

寸 )去･重 量
幅l′Z50×奥行764×高さ

865(mm),約170kg

環 境
温度16～32dc 湿度20～80

%

媒 体 フロッピー ディスク




