
情 報

銀行･保険･証券業界での第三次オンラインシステムの

開発計画などに代表されるように,ネットワークを含む情報シ

ステムは,日を追うに従って,高度化大規模化の傾向を強

めている｡また,一般オフィスでも,オフィスプロセッサや高機

能ワークステーションの導入,ビジネスパーソナルコンピュ

ータとホストコンピュータの接続など,単体OAからシステム
OAへの移行が進んでいる｡

こうしたことから,日立製作所でも,ホストコンピュータの高

性能化大容量化の要求にこたえると同時に,システムの低

消費電力化,運用･構築の容易化を可能にする技術の開

発を進めている｡

ホストコンピュータとなるHITACMシリーズでは,二つ

の超大形機M-684H(4プロセッサ)とM-683H(3プロセッ

サ),国産機として初の1MビットDRAMを実装し,大形機

のコンパクト化,高性能化を実現したM-660HとM-660K

を発表している｡

広域ネットワークシステムでは,HIPANETパケット交換

機の新モデルPS-400を発表した｡日立製作所の提唱して

いる企業情事朗､ツトワークシステムPLANETの新しい中核

となるものである｡

また,大規模オンラインシステムの開発については,開発

支援システムEAGLEの機能を拡充して,開発効率を大幅

に高めた｡大規模ユーザーの負担を大きく軽減するもので

ある｡更に,コンピュータ利用の新分野として期待されるエ

キスパートシステムの開発についても,エキスパートシステム

構築ツールES/KERNELや知識処理言語の提供などに

よって,ユーザーの負担軽減を図っている｡

CADの分野では,グラフィックワークステーション2630を

開発し発表したほか,論理回路設計,プリント基板設計,プ

レス金型設計のためのアプリケーションシステムも開発し,

提供している｡

一般オフィス用のパーソナルワークステーション2020,ク

リエイティブワークステーション2050も,OAの概念を変える

ものとして評価を高めている｡

通信の分野では,第1種電気通信事業会社が相次い

で営業を開始し,公衆電気通信は本格的な自由競争時

代を迎えた｡日立製作所は,日本電信電話株式会社に対

して,標準形D70,D60ディジタル交換機,D51パケット交

換機,非常用可搬形ディジタル交換装置の納入を行うと

同時に,新規参入の電気通信事業会社に対しても,各種

電気通信装置の納入を行っている｡代表的なものとしては,

日本高速通信株式会社に納入したD60ディジタル交換

機,日本テレコム株式会社に納入した料金計算用コンピュ

ータ,顧客管理用コンピュータなどがある｡
複雑高度化している企業内通信でも,複合ディジタル

PBX,マルチメディア多重化装置,ファックス･電子メール,

光伝送装置などの品ぞろえを強化して,多様なニーズにこた

えている｡そして利用度の高い電話機,ファクシミリなどの端末

装置についてもニューモデルを開発し,提供している｡

無線通信の分野では,各地方自治体に納入している防

災行政無線システムのほか,衛星通信システム,移動無線

装置などについても活発な研究開発を行い,その成果を製

品化している｡

OA機器の分野では,機器単体の使いやすさ,高性能と

いうことだけでなく,システムOAのコンポーネントとしての要

素が強く望まれるようになってきた｡ビジネスパーソナルコン

ピュータB-16/HXは,こうしたニーズにこたえたもので,美し

い高精細画面,高速処理機能だけでなく,通信業務とOA

業務の同時処理を可能にする機能を備えている｡したがっ

て,ネットワークに組み込まれた場合も,OA業務を中断する

ことなく,ネットワークシステムの運用に対応できる｡また,オフ

ィスプロセッサについても,上述したようにし70/50/30の新8

シリーズを開発して,システムOAへの対応を強めた｡また,

ワードプロセッサについても,ビジネス用｢ワードパル+シリー

ズ,パーソナル用の｢マイン+シリーズの充実を図り,各方

面のニーズにこたえている｡

民生機器の分野でも,メカトロニクス技術,半導体技術,

ディジタル技術などを駆使して,消費者の多様なニーズに

対応している｡代表的な例としては,高機能で,一段と付加

価値を高めた冷蔵庫,洗濯機などの家庭電化機器,より豊

かなAVライフに対応する高画質･高音質のVTRやビデオ

ディスクプレーヤー,高画質･大形画面のカラーテレビジョ

ンなどがあり,AV機器については,ディジタルオーディオ技

術の開発やシステム化も進んでいる｡また,大形･高精細カ

ラーディスプレイ装置,CD-ROM応用装置,ディスプレイ

画面の即時ハードコピー化を可能にしたカラービデオプリ

ンタなどの新技術,新製品を開発して高度情報社会への

進展に対応している｡
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HITAC T-860/20金 機関営業店システム

金融機関では,第三次オンラJ乃′∨ン寿空言豊か急遼に嵐尉ン′･7二'J

つある机今回営業店事務の合理化こと慣輔提供養縦軸勺に

支援する川ⅧC T-8602口覆開発した.二〕

金融自由化の進展,顧客ニーズの多様化など金融株閑

を取り巻く経営環境の変化に伴い,お客様との接点であ

る営業店では,人手作業の一層の合理化･省力化現物処

理の機械化,各種情報の高度利用,営業推進機能の発揮,

各種システム導入形態への対応が必要となっている｡

これらのニーズに対応し,比較的大規模なオンライン

システムを短期間に構築できるHITAC T-860/20金融機

関営業店システムを開発した｡以下に概要を述べる｡

(1)イメージ処理技術の適用

後方での為替入力事務の削減,一線テラーの印鑑簿へ

の立ち歩きの削減を可能とする伝票イメージOCR人九

及び印鑑検索,表示機能を持つハイカウンタシステム｡

(2)ローカウンタシステム

顧客相談,セールス支援を強化し,複雑な取引も一線

完結可能とする2ディスプレイ制御機能とカウンタ埋め

込み形ディスプレイを持つテラー端末｡

(3)営業店管理機能

役務者検証の省力化,通帳証書の発行作業の自動化,

保管･管理を可能とする役席検証機能及び通帳証書発行

装置｡

(4)情報処理機能

営業店の情報支援として,マルチホストサポート機能
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により,勘定系はもとより情報系へのアクセスも容易に

できる情報系端末機能｡還元資料を高速,鮮明,低騒音

で印刷するページプリンタ｡営業店のペーパーレス化を

推進する営業店ローカルファイルと検索機能｡

(5)充実したネットワーク機能

マルチホスト機能,64kbpsパケット回線,1Mbps高速

端末インタフェース支援,バックアップ回線サポートに

よるシステム信頼性の向上｡

(6)拡張性のあるハードウェア

主記憶最大4Mバイト,磁気ディスク最大260Mバイト

まで拡張可能,導入後の機能拡大に対応可能な小形ター

ミナルコントローラ｡イメージOCRスキャナ,印影表示

ディスプレイ,シールプリンタを接続できるテラー端末｡

(7)標準アプリケーションプログラム

新機能,新装置の導入をより容易にし,システム建設

の早期稼動を図るターミナルコントローラ用ESAPシリー

ズと端末用ALFA-ESシリーズの標準アプリケーションプ

ログラム｡イメージ処理機能や情事艮系サポートなどの機

能ソフトから複合一線処理,割込機能など,使い勝手の

良いきめ細かい標準プログラムを提供｡

(8)運用･保守機能の向上

パラメータ方式による画面,メッセージなどの設定,

ユーザープログラマブル支援による多様なアプリケーシ

ョンの対応｡現行端末,現行ソフトのサポート,端末ダ

ウンロード機能,リモートメンテナンスによる運札 保

守機能の充実｡
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H什AC T-860/20金融機関

営業店システム カウンタ

左側がハイカウンタシステ

ム,右側がローカウンタシ

ステムで,手前が役席端末

とページプリンタ,L卜央が

通帳証書発行装置である｡
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現金自動取引装 の多機能化

£∃T-2日06現金自動取引装置"HATM”は,多機能化の市

場三-ズに対応して開発した紙幣･硬貨の還流機能を持っ

た多機能形現金自動取引業置である｡

金融機関での営業店業務の効率化のため,自動機に期

待する機能は増加の一途をたどっており,いっそうの多

機能化が求められている｡これにこたえるため,HT-2806

現金自動取引装置"HATM”を開発した｡

本装置の特長を以下に述べる｡

(1)紙幣･硬貨の還流機能により,資金運用効率の向上

を可能にしている｡

(2)紙幣･硬貨の取扱いをそれぞれ一つのカセットで可

能とし,精査機能を充実させることにより,係員業務の

負担を大幅に軽減している｡

(3)顧客取扱い中の紙幣自動補充機能,紙幣･硬貨･カ

ードなどの取忘れ剛又機能,自動機監視システムとの接
続による遠隔監視･制御機能などにより,無人化･休日

運用も可能にしている｡

(4)10Mバイトの磁気ディスクの標準装備,JIS第2水準

までの漢字印字機能,単票･通帳発行機能,JISI/ⅠⅠ形

の磁気カード･ICカードのサポートなどにより,支払

預入,残高照会,通帳記入,口座振込,振替,現金振込

はもとより今後の業務拡大に十分対応できる機能を持っ

ている｡

靂義戦 亡確彗換

秘曲毎

1■‾一､-､-叫｢‡

触ノ.連

HT-2806現金自動取引装置

/

ヂむ払

一■■-

株式会社東急百貨店では,ビジュアルインフォーメーシ

≡;ンターミナルを利用し†サービスギフト券及び家具の商

品説明を動画で行っている,｡

株式会社東急百貨店は,ビジュアルインフォメーショ

ンターミナルを利用し,ギフトセンター売場員の省力化

を目的として,サービスギフト券の案内システムを昭和

61年6月に稼致させた｡更に,家具案内システムを昭和

61年10月からスタートさせている｡

このシステムの特長を以下に述べる｡

(1)ビジュアルインフォメーションターミナルの特長

パーソナルワークステーション2020に光ビデオディス

クとタッチパネルを付加し,ビデオ面に触れるだけの簡

単な振作と,動画,静止画の映像により,商品説明がで

きるターミナルである(構成図参照)｡

(2)サービスギフト券の商品案内シテムの特長

サービス商品は,実物を見せられる商品と違い,説明

が難しいため,実際のサービス現場を録画し,売場員の

説明を具体化するのに役立てている｡

(3)家具の案内システムの特長

売場スペースの有効活用を目的として,大形商品の動

くカタログシステムの試行を開始した｡将来は,注文受

付機能を追加し,商品案内から決済までできるシステム

として展開することを検討中である｡

ディスプレイ

スピーカ

スピーカ

[】0

2020 00

2020[=コ⊂=〕

⊂====コロ

タッチパネル ロ 0

システム装置

ビデオディスクプレーヤ ンコンバータ

システム構成 株式会社東急百貨店におけるビジュアルイン

フォメーションターミナルの構成を示す｡
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地図検索システム"HITFILEMAP”

川TFILEMAPは,ワークステーションと光ディスク

ファイルシステムとを組み合わせ,イメージ処理による高

速な地図の検索を可能とした｡

コンピュータによる地図情報の利用は,最近コンピュ

ータグラフィックスの分野で注目を集めている｡一方,
電子ファイリング装置を用いた地図情報の利用も,その

高速性を生かし,消防･救急での緊急時の地図検索とし

て利用されている｡HITFILEMAPは,電子ファイリン

グ装置による地図図面検索から,地図の広がりを意識し

たものとした｡主な特長は次のとおりである｡

(1)地図の検索方法はことおりある｡

(a)タブレットを使ったワンタッチ検索

(b)メニューによる簡単な操作での検索

(2)隣接地図はページ替えせずに一つの画面で合成され

た地図として見ることができる｡

(3)選択された目標物はマーク表示され,地図上の位置

がすぐ確認できる｡

(4)目的地を自由にマーキングでき,画面上の位置を記

憶できる｡

(5)目標物に付随する情報もマルチウインドウで目標物

の位置を確認しながら見ることができる｡

(6)水利敷施図など,目的に合わせて編集した地図(支援

地図)へも簡単に切り替えられる｡

(7)スクロール,回転,拡大で地況の確認も自由に操作

できる｡

(8)隣接地図のスクロール範囲も,再読込みにより連続

的に追跡できる｡

なお,株式会社ゼンリンの地図データに適合する設計

としている｡

1印l

地図検索システム"【汀FルE MAP”

拡張チャネルシステムのVOS3/ESlにおける籠御方式

拡張チャネルシステムは,川TAC Mシリーズ拡張アー

キテクチャで入出力を高速化する｡これをVOS3/ESlで

効率的に制御する方式を開発した｡

HITAC Mシリーズ計算機の拡張アーキテクチャは,

ユーザーに対するメモリ容量の制約を大幅に緩和した拡

張アドレシング機構と,入出力効率を改善してシステム

性能を向上させる拡張チャネルシステムから成る｡この

拡張チャネルシステムを効率良く制御する方式を開発し,

最上位オペレーティングシステムであるVOS3/ESlで実

現した｡

磁気ディスク装置への入出力操作では,機械的動作の

行われる間に,装置は入出力チャネルと切り離され,そ

の後再接続される｡従来この再接続は,同一のチャネル

とだけ可能であった｡拡張チャネルシステムでは,これ

を異なるチャネルとも再接続可能とすることで再接続時

の自由度を上げ,再接続時間を短縮した｡

VOS3/ESlには,この高速化機構を効率的に動作させ,

かつ従来システムからの移行性を保証することで,既存

のユーザープログラムを全く修正する必要のない方式を

開発した｡この拡張チャネルシステムを用いることによ

り,入出力性能を低‾Fさせることなくチャネルの使用効

率を向上させることができる｡

注:一-･(入出力起動時)

陣(入出力完了時)

チャネルパス再接続機能

磁気ディスク装置

プロセ.ッサ

拡張チャネルシステム

チャネルパス

ディスク制御装置 ディスク制御装置

拡張チャネルシステムの動作概要
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日英翻訳支援システム"HtCATS/JE”

科学技術文献を主対象としサ前編葉u短編集支援機能毒

含む,日英の機械翻訳システムを開発ヒ｡′た｡意瞭トラムナプ三三f.

ファ方式により,高品質の英文を生成できる｡

1.高品質翻訳方式

翻訳用中間言語として,言語独立性の高い意味表現｢概

念依存図式+,格文法に基づく意味主導形の日本語解析技

術及び拡張句構造文法に基づく意味表現からの英文生成

技術を開発した｡この結果,複文,並列旬,省略を含む

文などの翻訳精度を高めた｡また,日本語と英語の発想

の差は,｢概念依存図式+上で意味トランスファすること

により,英語らしい文を生成できる｡

2.開発環境(記述言語,デバッガ,辞書作成支援)

文法記述言語GDL(Grammar Description Lan-

guage),文法規則のデバッガ,辞書作成支援ツール群な

どを開発し,大量の知識データ(文法規則,辞書データ)

作成作業の効率･品質を向上した｡

3.人間援助形の機械翻訳システム

括弧による係り受け指定機能,英文の文型や訳語の対

話選択機能や2簡国語エディタなど翻訳実務家から見て

使いやすいシステムとなっている｡

(例文) 本システムは応用範囲が広い｡

構文解析

(係り受け構造)

ノし＼
く本システム〉

意味解析

く応用範囲〉

†所有
〈本システム〉

く応用範囲〉

(構文解析主体の

システムの訳文)
As for this

SyStem,the

｢a[ge Of

appllCation

is山de.

(日本語的発想の概念依存図式)

`キ追象〔雷誓左三;三言三芸訳文)
Thera[geOf

appllCation o†this

SyStemis wide.

意味十ランスフア

(英語的発想の概念依存図式)

主ノ持つ＼橡〈本システム〉 く応用範囲〉

くま竺飾

(本システムの訳文)
This system

has a wide

対象三言二実…｡7と｡.

概念依存図式と意味トランスフア

エキスパートシステム構築ツール2050Hl-UXES/KERNE+

ES/KERNEL(ExpertSy5七郎1巨宅巨Ri瑚匡岳㌫拍ワ

2050上で動作するエキスパートミノブ.､テム構築で姦る｡

エキスパートシステムとは,人間の知識をコンピュー

タに組み込み,通常は専門家が行っている高度な判断や

作業を,コンピュータに代替させようというもので,AI

(人工知能)の応用分野の一つである｡

ES/KERNELは,エキスパートシステムを容易に開発

するためのプログラムであり,知識表現の形式･推論機

構･推論の検証機能などを持つ｡以下に特徴を述べる｡

(1)知識表現形式として,ルール,メタルール,フレー

ム,ビューノートがあり,柔軟な知識表現ができる｡

(2)知識を日本語ふうに記述できるので,読みやすい｡

(3)推論機能として,前向き,後向きの推論機構を持ち,

この二つを動的に選択できる｡

(4)ルールの条件部をネットワーク表現で管理し,事象

の変化に対し,前向き推論時の事実と規則のマッチング

処理の高速化を実現した｡

(5)他システムとの連携機能によって,ホストコンピュ

ータ側のデータを利鞘できる｡

ES/KERNELを用いたエキスパートシステムは,金融,

保険,証券,流通,製造など様々な分野に適用できる｡

知識ベース

実行可能知鼓
厚地知l

ナレッジエンジニア

インタフェース

エディタ

甲
知識
デ′くッガ

メタルール

ファイル

庚培知暮

ルール

ファイル

原鞍知▲

フレーム

ファイル

四

日

8 分

知識

トランスレータ

エンドユーザー
実行制御捜帯 インタフェース

良明枚能

グラフィック

表示書能

推論横柄

ビュー

ノート

プライ

ベート
メモ

魯

外部システムインタフエース枚能

外部データの入力 既存

データ

ES/KERNELの構成
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多機能ワークステーション2050用システムOA･知識応用ソフトウェア

オフィス業務の合喜劉ヒを目白勺に開発じ′√たはん(胤潤一ヨノW-

クステ叩ション2U5引こ,知識工学応用の酋恒ソ三汁･王ニJ土ア

を搭載し,その適用範囲をと三′ぎネ言､分野に毛広けた.ニJ

日立クリエイティブワークステーション2050は,オフ

ィスでの知的労働を活性化し,部署間の情報伝達を円滑

にするために開発された多機能はん用ワークステーショ

ンである｡2050は次のような特徴を持つ｡

(1)ユーザーフレンドリなマンマシンインタフェース

アイコン(絵文字)を使った電子化デスクを見ながら,

マウス(位置指示装置)を動かすだけで仕事の指示ができ

るため,専門外の人でも容易に使いこなせる｡

(2)統合OAソフトウェアの実現

文書作成･格納･検索,作表,作図,作画を行うOFIS

シリーズソフトウェアを用意して,これらを一体化して

機能させているため,複雑な文書でも容易に作成･編集

できる｡

(3)システムOAへの展開

ホストコンピュータとワークステーションをネットワ

ークで結合し,相互のデータ交換を可能にしているため,

企業情報処理システムといった大規模なシステムを構築

することができる｡

このような特徴を生かすため,2050には各種の応用ソ

フトウェアが搭載されている｡知識工学応用はその一例

であり,次に挙げるソフトウェアが2050に搭載されて,

ビジネス分野に適用されている｡

(1)ES/KERNEL

エキスパートシステム構築用ツールであり,対象課題

に対する専門家(エキスパート)の知識を人力することに

よって,専門家並みの高度な判断処理業務を2050に行わ

せることができる｡従来,このような知識処理には長い

計算時間が必要とされ,ワークステーションで実用的な

知識処理システムを開発することは困難とされていたが,

独自の推論技術を確立することによって,この間題を解

決した｡

(2)ビジネス分野におけるエキスパートシステム

上記のES/KERNELを利用して,(a)融資エキスパート

システム……融資審査を支援するシステム,(b)相続相談

エキスパートシステム‥=‥銀行の窓口で来店客に相続に

関するアドバイスを与えるシステム,(c)ファイナンシャ

ルプランニングシステム……個人客に対して資金運用に

関するアドバイスを与えるシステム,など幾つかの金融

株関向けのエキスパートシステムを開発した｡

(3)流通業向けワークスケジューリングシステム

本システムは,ルール化された店長ノウハウを活用し,

POS(販売時点情事艮管理)データに天候などの変動要因を

加味して翌日の売上高を予測し,この予測値に人員配置

ルールを適用して従業員の適正なワークスケジュール(作

業計画)を立案するシステムである｡スーパーマーケット

などの量販店で,店舗運営の効率向+Lやサービス向上の

ために利用できる｡

OA

プpグラム開発

OAD

JJ血盟

覇
王050

+巌〆

榊 ､岩■八J

′室戸き,

､兵書
F

J_:
こ+

±r

､心 J

/ 葛r/

A.〇ムテスシ

2050の適用範囲をシステムOAや知識情報処理分野にも拡大した
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システム開発支援"EAGLE2”の開発

業務システムの多様化･大規模化に伴うEDP部門の膨

大なバックログ(開発待ち業務)は,企業にとって深刻な

問題となっている｡日立製作所ではこの間題に対処する

ため,システムの要求把握から開発･保守まで,一貫し

た作業の標準手順,技法,支援ツールを体系化し,

HIPACE(HitachiPhased Approach for High

Productive Computer Systems Engineering)として提

僕している｡システム開発支援ソフトウェアEAGLE

(Effective Approach to Achieving High Level

SoftwareProductivity)は,このHIPACEの中の支援ツ

ールとして位置づけられ,EDP部門の開発効率の向上を

目的とする｡

EAGLE2は,このEAGLEの適用結果をもとに,機能及

び操作性をより充実させ,EAGLEの拡張版として開発し

た｡EAGLE2では,EAGLEと同様,(1)対話処理による

システム開発,(2)パターン･部品によるソフトウェア再

利用,(3)データ辞書によるソフトウェアー元管理,(4)保

守用ドキュメントの自動生成,の四つの特長を持ってい

るが,更に以下に示す機能拡張を行った｡

(1)操作性の向上

画面の操作方法を,他の対話処理用製品と統一し,い

つそうの使いやすさを向上させている｡更に,単体テス
トでのアニメーションや変数表示など,テストのビジュ

アル化を図っている｡

(2)システム開発の対象となる言語,DB/DCの拡大

従来のCOBOL,PL/Ⅰに加え,新たにCORALを組み

入れ,言語に依存しない統一的なシステム開発を支援す

る｡CORALでは,DB/DCを使用する業務システムの開

発をCOBOLよりも簡易にできることをねらいとしている｡

更に,DB/DCとしては,新統合形DB/DC製品であるⅩDM

(ExtensibleDataManager)を使用する業務システムの

開発を支援する｡

(3)データ辞書機能の充実

従来のVSAM形式辞書に加え,ⅩDM形式辞書を採用

して,検索の容易性,きめ細かな辞書の管理など,より

いっそうデータ辞書機能を充実させている｡

(4)大規模プロジェクト開発向け支援機能の充実

大規模プロジェクト開発向けとして,次の機能を追加

している｡

(a)大規模オンラインシステム開発支援

金融･証券オンラインシステムをターゲットとし,

トランザクション仕様定義,金融用パターン･部品,

APテスト支援機能を提供する｡

(b)システム設計工程及びテスト工程作業支援の充実

システムフロー生成の機械化,テストデータ及びJCL

の自動作成機能を提供する｡

(c)プロジェクト管理の機械化支援

管理工数の削減を目的に,プログラム作成進捗管理,

プログラム変更履歴管理,稼動情報管理を支援する機

能を提供する｡

蒜テム鮒システム設計岸箭ラム設計tテスト
保守 管理

P

P

入出力仕様定義 パターン･部品に 単体テスほ援･ 関連情報の自動登

●オンライン画面･嘉豊富ログラム自テストコマンド自針クロスリプァ

.買覧誌岩音掛
…苦笑二雪雲取得喜……≡…ユメン

式 卜出力

仕様書言語による

加グラム作成 情報検索とライブ

データベース定義 ●CORA+ ラリ管理

●×DM

●PDM2

j､で票ゴンニ手
､つ～私‡弧こ≡宗

､ゝ近㌻､:′
∧､､㍍ギ l詣量孟7…l雪男ご三言戯言言i識支援稼動情報醐環l

～ど

之三

ミ′J萱

ざ汀

●オンライン用

は孟左芸クション什榔用
儲ン用

協左詣作成進
APテスト支援

ニ三 プログラム変更届

亭£
パッチジョブ用 歴管理支援

㌶､く

′ざ､

JCL自動生成

注:略語説明

XDM(Extensible DataManager)

PDM2(PraoticalDataMa[ager2)

CORAL(C]StOmer OrientedApplicatio[

Program D飢e10Pment System)

EAGLE2サポート機能 EAGLE2は,システム設計から保守･管理まで,一貫した作業の標準手順,技法,支援ツールを体系化して

いる｡
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HITAC M-66Xプロセッサグループの開発

昌蛸一弘:･～･≒二.一言｢巨二弓l】萱三-∴タノ

J.7

小帯そ化ミ 第三妄二三唱11

はん(汎)用コンピュータは,一方では利用形態の多様

化･高度化,データ処理量の増大,ネットワーク化など

が進む中で,より高性能･大容量でしかも高い拡張性･

コストパフォーマンスを持つシステムが求められている｡

そして他方では,コンピュータのスペースやランニング

コストの上昇などの問題に対して,システムの小形化･

省エネルギー化が求められている｡

HITAC M-66Ⅹプロセッサグループは,上記のシステ

ム要求に十分にこたえるHITAC Mシリーズの新製品で

ある｡本プロセッサグループは,M-660KとM-660Hの2

機種から成り,M-68Ⅹプロセッサグループの下位に位置

づけられ,次のような特長を持つ｡

(1)高速処理･人容量とコンパクトの両立

高速で大容量のワーク記憶(M-660Kで512kバイト)を,

主記憶と超高速バッファ記憶(M-660Kで64kバイト)との

間に設けて,主記憶の実効性能を大幅に向上させる3階

層記憶構成や,効率の良い先行制御方式の採用,更に高

速演算機構の標準装備などにより,高速処理を実現して

いる｡一方,シンプルな論理方式とハードウェアテクノ

ロジーとしては最新のM-68Ⅹ技術の採用との組み合わせ

⊥/
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∃
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HITAC M-660K

に加え,主記憶には最新の1Mビット大容量RAM,大容

量ワーク記憶には高速･高集積･低消費電力性とを併せ

持つ新開発のBトCMOSメモリ素子を搭載するなどして,

幅2.1m,奥行0.7m,高さ1.5mというコンパクトなきょ

う(筐)体寸法に,主記憶容量最大128Mバイト,入出力チ

ャネル数最大16台(きょう体の追加で32台までに拡張▲吋)

までの拡張容量を持っている｡そして,M-660Kの処理速

度は,現行の大形コンピュータM-260Hの約1.6～2倍と

人幅に向上しながら,設置面樟及び消費電力は約半分に

低減した｡

(2)高い拡張性

主記憶及び入出力チャネルの拡張性に加え,最高転送

速度6Mバイト/秒のブロックマルチプレクサチャネルの

サポート,M-660HからM-660Kへの設置場所での容易な

アップグレード,アドレス空間を2Gバイトまで拡張する

31ビットアドレッシング機能,入出力制御の効率を大幅

に向上させる拡張チャネルシステム機能などを備えて,

大規模システムの構築も容易に行える｡

(3)高い信頼性

シンプルで効率の良い論理方式と高集積LSIの全面的

採用による大幅な部品点数の削減,エラー発生時の命令

再試行や障害部分自動切離しなどのRAS(Reliability,

Availability,Serviceability)機能の強化,進んだ生産技

術などにより高い信頼性を実現している｡
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H什AC M-68Xプロセッサグループの拡充

M68Xプロセッサグループに新たに3モデルを追加し貰.′.

ラインアップを拡充し,リレーショナルデータベ一言′処理

を高速化するハードウエア付加機構を開発した｡

業務の内容や規模に応じた柔軟な機種選択を可能とし,

また,業務量の増大に十分に対応するため,M68Ⅹプロセ

ッサグループに,新たにエントリモデルとして"M680D”

(1プロセッサ構成),多重プロセッサモデルとして"M

683H''(3プロセッサ構成),"M684H”(4プロセッサ構

成)の3機種を追加し,ラインアップの拡充を行った｡こ

れにより,M68Ⅹプロセッサグループの処理能力は,M680

Hを1とした場合,0.7倍～3.4倍の範囲をカバーすること

ができる｡

多重プロセッサモデルは,例えば"M684H''で"M682

H''(2プロセッサ構成)2台のセパレート運転も選択可能

とするなど,柔軟な運用を可能としている｡

またリレーショナルデータベースの大規模化,適用分

野の拡大に対応するため,リレーショナルデータベース

処理で多用されるソート処理や集合演算などを高速に処

理する専用ハードウェア機構である内蔵データベースプ

ロセッサ及びサポートソフトウェアを世界で初めて開発

した｡内蔵データベースプロセッサは,プロセッサ内蔵

形付加機構であり,プロセッサ設置場所で容易に付加可

能である｡

野=::ニ′′｢

こ巻ニ､

H什AC M-684H(4プロセッサ構成)

ベクトル処理方式を用いた内蔵データベースプロセッサ"lDP”

リレーショナルデータベースを高速化する目的で,ベク

トル処理方式の内蔵データベースプロセツゲ`lDP”を,

M-68×プロセッサクループ上に開発した｡

RDB(リレーショナルデータベース)は操作や設計が容

易である点に特長があるが,反面,性能に課題がある｡

IDPは,RDBの論理構造がテーブル形式でベクトル処理

との親和性が良い点に着目し,大容量主記憶を活用した

高速化方式によりRDBの上記課題を解決しようとするも

のである｡

従来は数値計算向きと考えられていたベクトル処理機

構をデータベースの分野に適用するため,M-68Ⅹプロセ

ッサグループのオプション機構として,ソート･集合･

探索演算などの命令を新設した｡各命令は,高度なパイ

プライン技術により主記憶からのベクトルデータの読み

出し･格納及び比較演算を並列に実行する｡

IDP用RDB管理システムRDBl/IDPは,テーブル情報

をデュアルベクトル形式に圧縮する方式により,大容量

主記憶上での各種テーブル操作の高速化を実現している｡

特に,RDBの特徴である複数テーブルに跨る情報を自由

に結合する機能(JOIN)では,最大20倍の高速化を達成

し,今後RDBの広範な普及に寄与するものと期待される｡

内蔵データベースプロセッサ"lDPn

部品価格テーブル

部品名 価格 葺1

キャブ $30 5k

シート $10 15k

タイヤ $20 20k

ランプ $1 1k

ワイヤ $ 3 3k

デュアルベクトル

作成

格納

比較演算

アドレス更新

読み出し

T

けイクル
+-

ソート

ソート結果

部品名 価格 重暮

ランプ $1 1k

ワイパ $ 3 3k

シート $10 15k

タイヤ $20 20k

キャブ $30 5k

主記憶装置

1 $30

2 $10

3 $20

4 $1
5r $ 3

4 $1

5 $ 3

2 $10

3 $20

1 $30

編集

内蔵データベースプロセッサ"旧P”によるテーブルのソート
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薄膜ヘッドを採用したDK815-10形磁気ディスク装置

薄膜ヘッドを採用することによって,1台当たり1Gバイ

トの記憶容量を達成した8.8in小形･大容量磁気ディスク装

置を開発した｡

DK815-10形磁気ディスク装置は,8.8inディスク装置の

分野で求められている小形･大容量･高速アクセス･高

信頼性にこたえるため開発された装置である｡1台当た

りの記憶容量はこのクラス最大の1Gバイトあり,19inラ

ックに2台並列実装できる｡本装置の主な特長を以下に

述べる｡

(1)小形･大容量を実現するために,従来から用いられ

ているフェライト モノリシックヘッドと比べて,へ■ッド

に起因するノイズが低く周波数特性の良い薄膜ヘッド(巻

数は17ターン)を開発した｡併せて従来と比べて約50%ノ

イズを低減したR/WIC(当社比)及び特性を改善したコー

ティングディスクを開発し,高密度記録を達成すること

ができた｡その結果,装置記憶容量1.050Gバイト,転送

速度2.4Mバイト/秒を実現している｡

(2)高速アクセスを実現するために,キャリッジの剛性

を高くし,かつ軽量化を図ったリニア アクチュエータを

開発し,このクラスでは最も高速な平均アクセスタイム

15msを実現した｡また両端支持形スピンドル構造により

位置決め精度向上を図っている｡

転ノーか申伽棚婆:が

㌦/〆け㌔㌦

薄膜ヘッド素子

(3)高信頼性を実現するために,HDA(Head Disk

Assembly)を密閉防じん(塵)構造にした｡本構造により

外部じんあい(塵嘆)を遮へいすることができ,内部にも

エアフィルタを設けて内部じんあいを除去し清浄度を保

っている｡更に,LSIを大幅に採用し部品点数削減による

高信頼化を図っている｡

(4)保守性を良くするために,装置内にマイクロコンピ

ュータ制御の自己診断機能をサポートしている｡またス

ピンドル構造をベルトが不要な直流電動機直結構造とし

て無保守化を図っている｡

このような特長を持っているDK815-10形磁気ディスク

装置は,主に科学技術計算や

CAD/CAMなどに用いられ

ているスーパーミニ

コンピュータや

高性能ワークス

テーションなどの

外部記憶装置と

して広く利用さ

れることを

期待している｡

【叫､

＼

盲
ご"叫､1､,㌦

DK815-10形

磁気ディスク装置
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新レーザビームプリンタファミリーの開発

HITAC Mシリーズ用出力装置として,通常の文字情報

に加え,図形･画像など多種情報の印刷を可能とした新レ

ーザビームプリンタ3機種を開発した｡

近年,コンピュータシステムで処理される情報は,英･

数字や漢字などの文字情報だけでなく,図形･画像情報

などを含んだものへと多様化しつつある｡これに伴い出

力装置としても,これらの多種情報を効率良く印刷でき

ることが求められている｡このたび,これらの用途にも

使用可能なレーザビームプリンタとして超高速機H-6276

(印刷速度1万5,600行/分),高速機H-6275(6,000行/分)

及び低速機H-6273(1,500行/分)の3機種を開発した｡

主な特長を以下に述べる｡

(1)多種情報の高速印刷が可能

文字情報に加え,グラフ,地図や印影,イラストなど

の図形･画像情報を同一ページ内に音屋在印刷が可能であ

る｡

(2)小形化,省エネルギー化を実現

全面LSI化,低温で定着可能なトナー,定着器の開発な

どによって従来機に比べて,設置面積,消費電力を約÷
に低減した｡

特に"H-6273”は,半導体レーザやフラッシュ定着技

術の採用により小形化を図った｡

(3)印刷可能な用紙種類の拡大

ダイレクトメールの作成など,出力業務の多様化に対

応可能である｡

8

(4)小形で単純なメカニズムにより操作性を向上

特に``H-6276”では,用紙の自動装てん機構,スライ

ド式ホッパ･スタッカなどにより操作性の向上を図った｡

図形･画像も含めた多種情報の印刷を可能としたプリ

ンタは,既に開発済みの"H-8172”(印刷速度2,730行/分)

及びカット紙プリンタ"H-8174''(印刷速度20枚/分･A4

横)に加え,今回開発した"H-6276”,"H-6275”,"H-6273”

の計5機種となった｡低速機から高速機までシステムの

規模や業務量に応じて最適な機種選択,更には業務量拡

大に伴う上位機種への移行を可能とした｡

文字情報(テキスト)
けい線

文 字 英 数 力 ナ 漢 字

皿

監∃
回国 /ク/ヾ＼､､

0

表書
画像情報 0

∪構成比

AT40%

20%

図形情報

図形･画像印刷の例

く■ dト

若 ゃ胃隻､彬

t
H-6276レーザビームプリンタ
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制御用計算機"HIDIC V90/25”

高機能マイクロコンピュータMC68口20を使用した,この

クラス最高速の高性能リアルタイム制御用計算機システム

H【DIC V90/25システムを開発した｡

制御用計算機HIDIC V90/25は,V90/5の上位棟とし

て開発されたスーパーミニコンピュータシステムである｡

主メモリ容量は最大32Mバイト,プロセッサはMC68020,

68881を使用しており,このクラス最高の処理性を持って

いる｡V90/5とは上位互換であり,V90/5システムで開

発したソフトウェアは,そのままV90/25システムに移行

できる｡V90/25は多重論理空間とダイナミックアロケー

ションを採用しており,システム設計時にプログラム配

置を決めておく必要はなく,システムの柔軟性,拡張性

を大幅向上させた｡

プログラミングは,ソフトウェア生産性の高さで知ら

れるUNIX※)をベースにしたPWS(ProgrammingWork

Station)を用い,制御系に外乱を与えずソースプログラム

の作成,コンパイル,ローディングが行えるほか,PWS

のOA機能によるオンラインデータの加工表示,PWSと

OA機器の接続を可能とした｡

ホストMシリーズとの標準ソフトウェアによる接続に

より,制御･OA･情報処理の総合化を実現する強力なシ

ステムコンポーネントとして広範囲に適用■吋能である｡

※)UNIXは,米国ATTベル研究所で作られたOSの名称である｡

血y

細

翠
●仙川≡こ′こご嘩一戦

制御用計算機HIDIC V90/25

グラフィックスワークステーション2630

日立クラブイツクスワークステーション2630は,使いや

すさを徹底追求し,高度な対話機能,高インテリジ工ント

化,高性能グラフィックハードウエアを装備,更にエルコ､

ノミクスの向上を図った｡

2630は,HITAC Mシリーズはん(汎)用コンピュータ

を中核と した,日立CAD/CAM(Computer Aided

Design/Computer Aided Manufacturing)システム

GRADAS(Graphics System for Design and

ManufacturingAssistance)と結合する｡多くの顧客の意

見を生かし,高度グラフィック技術を基に対話性と使い

やすさを追求した｡

(1)ダイナミックピック機構,簡便な人力方式シンボル

コマンド,図形相互の関連づけのできるクラス機能など,

充実した対話機能を具備している｡

(2)ダイナミックメニュー,図面の注記文を入力できる

仮名,漢字変換機能などを装備している｡

(3)チルト,スイーベル機構付きCRT,高さ調節可能操

作卓など,随所にエルゴノミクスを配慮している｡
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グラフィックスワークステーション2630
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小形ビデオテックスシステム

企業内･地域内でのプライベートユースを目的とした,

キャプテン方式の小形ビデオテックスシステムを3モデル

開発した｡

日立製作所は,小形プライベートビデオテックスシス

テム``HITPAX”(HitachiPrivateVideotexSystem)を

開発した｡"HITPAX”は,導入の簡易化及び運用要員の

負荷軽減を図ったキャプテン方式のビデオテックス専用

システムである｡豊富なサービス機能を標準パッケージ

として用意しているため,業務プログラム作成の必要が

なく,システム導入後,短期間でサービスを開始するこ

とが可能である｡また,設定した時刻になると,コンピ

ュータの電源を投入し,サービスが可能な状態になる｢自

動立ち上げ方式+を採用しているため,コンピュータの

専任要員がいなくても,システムを運用することができ

る｡

利用者端末は,加入電話網,構内電話網,専用線及び

ビデオテックス通信網のいずれからでも接続できる｡ま

た,外部センタとも接続できるため,ビデオテックス統

合システムの構築が可能である｡

プライベートビデオテックスセンター

ビデオテックス用処理装置

ーー凄磨
J

_ノ_..二転ぎょ

ll

専
用
線
接
続

利用者端末

VTXシリーズ

一･〉､･ニミゝ
言′

情報入力装置Vl-100C

_さ

Y軋⊥三Ii

L

ホストコンピュータ

構内･加入電話網

ビデオテックス通信網

句

空⊂■聖≡!ゝ

鞠

/l/

小形ビデオテックスシステム

爽

圏圏 謝
■株式会社Q川CK納め

総合金融情報システム"QUICK-川”

本システムは,国内外の証券･金融市場

の情報を多面的に把握する総合金融情報サ

ービスを目的に,マルチ画面のサポートや

自動更新による市場情報を迅速にサービス

することによって,ディーリング業務を強

力に支援する｡

■財務会計システム"HICOUNT”

中･小形コンピュータ,オフィスプロセ

ッサで稼動する財務会計システムを開発し

た｡システムは合計･手形･経営分析･資

金繰りの4モジュールで構成され,ユーザ

ー個別仕様が取り込める機能があり幅広い
適用が可能である｡

■データベース指向総合CADシステム

株式会社リコー複写機事業部と共同で,

従来の図面情報中心の機械系CAD

(ComputerAidedDesign)システムに加え

て,設計技術･部品構成などの広範囲な情

報をデータベース化した総合CADシステム

を開発した｡

■安全性試験システム"HITOX''

医薬品などの開発時には,GLP(Good

LaboratoryPractice)に基づく安全性試験

が義務づけられている｡HITOXは,オリエ

68

ンタル酵母工業株式会社と共同開発のGLP

対応のAPP(ApplicableProgramProduct

forCustomers)であり,試験の効率化,信

頼性向上をねらったシステムが容易に実現

できる｡

■人工知能を用いた文書ファイリングシス
テム

ファイリングの対象分野の知識を知識ベ

ースに記憶させて,文書の登録と検索を容
易にする新しいファイリング方式を開発し

た｡概念関係モデルと呼ぶ新しい知識表現

方式を用いて,推論による意味的な検索が

可能である｡

■CREW(乗員)スケジューリングエキスパ

ートシステム

エキスパートシステム構築ツールである

ES/KERNELを使用し,日本航空株式会社

の乗員スケジュール作成プロトタイプシス

テムの開発に着手した｡本システムは,約

600人の乗員の月間スケジュールを作成する

ものであり,昭和62年春完成の予定である｡

■OSl準拠電子メールシステム

国際標準のOSI(Open SystemsInter-

COnneCtion)プロトコルを提供したシステム

として,キヤノン株式会社と共同で電子メ

ールシステムを開発した｡本システムは,

文書交換のスピードアップを目的としたも

のであり,日立製作所として初めてOSIプロ

トコルを実用化したものである｡

■T570/60POSシステムの機能強化

量販店向けPOSシステムとして,2人制,

クレジット機能のサポート,バックアップ

によるノーダウンシステムの実現,及びス

トアコントローラによる売上管理,受発注

などの店舗経営システムの構築を可能と.し

た｡

■次期金融機関向けオンラインアプリケー

ション支援"FINDS''

金融機関の第三次オンラインシステム用

業務制御プログラムとしで,FINDSを開発

した｡FINDSを利用することによって,業

務処理プログラムを制御から分離して開発

でき,生産性,拡張性の向上を図ることが

できる｡

■統合形ファイル伝送プログラムXFITの開
発

データ交換の本格化に伴い,従来のファ

イル伝送プログラムの伝送及び運用面の機

能を強化した統合形のファイル伝送プログ

ラムⅩFIT(Extended File Transmission

Program)(VOS3システムで動作)を開発し

た｡



高性能･大容量パケット交換ネットワークシステム｢PS400システム+

PS400システムは最大6,800パケット/秒,最大384kピッ

ト/秒,現用3十予備1の冗長構成方式で,高性能･高信頼性

のネットワークか構築できる｡

パケット交換ネットワークシステム"HIPANET”を

昭和54年から他社に先駆けて納入を開始して以来,第1

世代PCS200システム,第2世代APS300システムを経て,

｢日立企業情報ネットワーク･PLANET+の主要構成品

として,第3世代のパケット交換ネットワークシステム

｢PS400システム+の販売を開始した｡｢PS400システム+

は,パケット交換装置PS400/PSN,小形パケット交換装

置PS400/PSC,ネットワーク管理装置PS400/NCSから成

り,下記のような特長によって高度で信頼性に優れた企

業情報ネットワークやVAN事業用ネットワークを構築す

ることができる｡

(1)最大6,800パケット/秒の高処理能力,最大3朗kビッ

ト/秒の高速ディジタル回線の直接収容

(2)最大1,088回線の回線収容能力

(3)CCITT勧告1980年版･1976年版Ⅹ.25,及び4,096バ

イトのロングパケット交換

(4)基本制御部二重化,回線制御部現用3＋予備1の冗

長構成による高信頼性設計,及び独自のルーチング方式

(5)パケット交換装置と小形パケット交換装置の組み合

わせによるネットワーク構築の容易化

(6)100～6,800パケット/秒,1,088回線までのシステム

規模に応じた増設,及びフィールド増設可能

(7)オンライン中の端末増設など運用の容易化

臣

パケット交換装置"PS400/PSN”

マルチメディアブロードバンド+AN

双方向CATV技術をベースに,データ,音声,動画など

多様な情報を,1本の同軸ケーブルで伝送できるブロード

ノ(ンド方式のLAN基本技術を開発した｡

従来のLAN(LocalAreaNetwork)では,データや音

声をディジタル信号で伝送する方式が多く採用されてい

る｡しかし,この方式で多数の動画を伝送することは,

動画の情報量が多いため現在のLANの伝送速度では困難

であった｡今回,データ,音声,動画をすべてアナログ

信号の形で,異なる周波数を用いて多重伝送するブロー

ドバンド方式により,多様な情報を伝送できるLANを実

現した｡

このLANの実現に当たっては,双方向CATV技術をべ

-スとして,高周波領域でのデータ伝送を可能にする高

速と低速の2種類のRF(高周波)モデム(変復調箸別とWS

(ワークステーション)内蔵形のコンパクトなNCA(通信制

御プロセッサ)とを新たに開発した｡高速RFモデムは,

NCAと組み合わせて2Mビット/秒の高速データ伝送を

行い,WS相互間の高速通信を可能にする｡

低速RFモデムは,パーソナルコンピュータなどを簡単

に接続するために開発したもので,標準インタフェース

(RS-232Cなど)を具備し,20kビット/秒以下のデータ伝

送を可能にする｡

今回開発した技術は,動画も扱えるパーソナルコンピ

ュータ用LANや,既設･新設の双方向CATV網を活用し

た動画とデータの統合伝送システムなどの新しい情報サ

ービスへの応用が期待できる｡

同軸ケーブル

双方向アンプ 双方向アンプ

〉TR
増幅器

β);且tE

lたI■●l

巴一重地/
‾■､‾

低速RFモデムテレビジョン
パーソナル

コンピュータ

注:略語説明

周波数

の利用
方法

テレビジョン

色∋帥Fモデム′トソナルコンピュータ

NCA〔1ボード通信制御プロセッサ
(高速RFモデムを含む｡))
NCAはり-クステーシ]ンに内蔵される

データ 画像 データ

NCA

FM

裁送

i参

ワーク
ステーション

テレビジョン激送

.自主放送

欝
テレビジョ

カメラ

NCA

データ

ワーク
ステーション

上り信号 下り信号

マルチメディアブロードバンドLANの構成例と

周波数の割当て方法
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CX5000シリーズ複合PABX

CX500ロシリーズは,音声･データ･画像なとのマルチ

メディアの交換を取り扱い,同一アーキテクチャで401万

6.000回線までをカノ卜する複合PABXである｡

CX5000シリーズは,PLANET(日立企業情報ネットワ

ーク)の中核となるISDNを指向した複合PABXである｡
各種企業内情報機器を有機的に結合し,音声･データ･

画像など多様なメディアの交換ができる｡

主な特長を以下に述べる｡

(1)サービス機能が同一で,システムの拡張が容易な小

形(40回線)から大形(1万6,000回線)まで6機種のファミ

リー構成とした｡

(2)全回線にディジタル多機能電話機とデータ端末を収

容することが可能である｡更にデータ端末が付加された

場合でも/ンブロックが可能である｡

(3)ディジタル内線16回線を1枚のパッケージに搭載し

たディジタルインタフェースの開発により,容積を従来

のDXシリーズに比べ÷に低減した｡
(4)リモートユニット(数十～数百回線)を1本の光ケー

ブルあるいはメタリックケーブルで遠隔サイトへ設置で

きるため,経済的なケーブル布設が可能である｡

(5)CMOS,VLSIを多量に使用し,小形･低電力化及び

高信頼性を経済的に実現した｡
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CX5200複合PABX

ゲストロケーション機能付きホテル向けDX70電子交換機

画像検索システムと電話システムを連動させ,ホテル宿

泊客の所在や伝言を手書き情報のまま画面に表示し,ホテ

ル内外からの問い合わせに従業員が即応できる｡

ホテル宿泊客の行動予定(ゲストロケーション)を,手

書きメモで画像検索システムに登録しておくと,その客

室への電話接続は規制され,交換台にメモ情報が表示さ

Jt

卓■

れる｡交換手はこの画面を見て宿泊客の所在,予定を知

り,電話を回すなどの処置をとることができる｡また,

フロントでも検索が可能であり,面会者への対応などサ

ービスの向上に役立つ｡この画面表示は応答時間が短く,

画質が良いという特長を持っており,ホテルだけでなく,

企業内メールシステムなど広い用途に適用できる｡

_田-■-------一一
=一･【一一-･-11
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ゲストロケーション

プロセッサ(H】DICV90/5)

ゲストロケーション機能付きDX70電子交換機
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非常用可 形ディジタル交換装置

電話局被災時の応急復旧用として,ヘリコプター輸送も

可能な,小形･軽量化された非常用可搬形ディジタル交換

装置を,日本電信電話株式会社と共同で開発した｡

電話局設備被災時での通信の途絶時間を最小にとどめ

るため,応急復旧装置は欠くことができないもので,こ

れにこたえるため非常用可搬形ディジタル交換装置を開

発した｡本装置は従来の非常用交換装置に比べ,運搬の

容易性,適用局階てい(梯)の拡大,応急復旧工事の短縮

の点で以'‾Fの特長を持っている｡

(1)非常用交換装置として初めてディジタル交換機を採

用し,小形･軽量化を実現した｡装置は幅2m,長さ3m

の収容箱4箱で構成し,各々運搬重量を2t以下としてあ

り,普通トラック又はヘリコプターによる輸送が可能で

ある｡

(2)加入者線交換樵能(2,400端子収容)のほかに,新しく

中継交換機能(1,000回線収容)を加え,中継交換局被災時

の応急復旧も可能である｡

(3)局データ原票の自動生成に加え,今回開発したサポ

ートプログラムにより主配線盤のジャンパリストなどの

詳細工事情報も自動生成■吋能である｡更に,主配線盤に

は半国定パス接続という手法を採用しており,ジャンパ

作業工数を削減できる｡
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■光ディスク記憶装置･支援ソフトウェア

の強化

光ディスクに画像データだけでなく,コ

ードデータを容易に取り放えるDMF/ODS
E2(Data Management Facility/Optical

Disk SupportExtendedVersion2)を開発

し,直接アクセス装置,磁気テープ上のフ

ァイルを光ディスクヘ複写可能とした｡

■Hn‾AC M-220システムXモデル

本製品は,従来のM-220システムをエン

ハンスした中･小形コンピュータであり,

ニューメディアへの対応,企業間ネットワ

ークの構築,使いやすさなどのこ-ズにこ
たえ,処理装置の性能向上と小形化,多機

能ワークステーションの接続,回線機能の

強化などを行い,高度な統合OAシステムの

実現を可能とする｡

■HT-4171 ワークステションOCR

ワークステーション2020などに接続され

るOCRで,超小形ながら大形機と同等の読

二取機能を持つ｡OCRとワークステーション

の機能融合により,第一線の事業所などで

の迅速なデータ入力と処理の実現を可能と

した｡

■H-6細8形高速多重集配信装置

高速多重集配信装置(HTDM:Higb-

SpeedTimeDivisionMultiplexer)は,高

速ディジタル対応のマルチメディア多重化

装置で,音声回線の符号化方式として16k

bpsCADM(Composite Adaptive Delta

Modulation),32k bpsADPCM(Adaptive

DifferentialPCM)を採用している｡

■H-6915(3形)半導体記憶装置の高速化

記憶容量512Mバイト/台,データ転送速

度3Mバイト/秒(最大12Mバイト/秒)のデ

ータ転送速度を.世界で初めて6Mバイト/
秒(最大24Mバイト/秒)とした｡本装置は最

新の超大形プロセッサ(M-68Ⅹ166Ⅹ)で6

Mバイト/秒のデータ転送能力を持つ高速チ

ャネルに接続することができる｡アクセス

頻度の高いデータを収容し,システム全体

の性能を大幅に向卜することができる｡

■DK522薄形5.25inハードディスク装置

OA機器の高性能化,小形

ズに応じた大容量(103Mバイ

セス(25ms),低消費電九

蔵SCSIインタフェースなど,

･軽量化のニー

ト),高速アク

コントローラ内

多くの特長を

持つ薄形5.25inディスク装置を開発した｡

■高効率音声圧縮符号器

マルチメディア多重化装置への搭載を目

的として,音声信号を8kbpsに符号化する高

効率音声圧縮符号化器を開発した｡新開発

のTOR(ThinnedOut Residual)方式の採

用により電話通信に必要な音質を確保した｡

■エンジニアリングワークステーション｢ES-

308シリーズ+

柔軟なマンマシン惟と,高性能なCPU,

グラフィック,ネットワークに特長を持つ

ワークステーションを開発した｡システム

は拡張性に富み,またエンジニアの応範な

ニーズ(CAD/CAM/CAE,知識処軋文吉
処理など)に適用吋能である｡

■パーソナルコンピュータネットワーク生

産管理システム"HIPASS-LAN”

HIPASS-LANは,現場事務所のホスト

パーソナルコンピュータと生産現場に設置

した端末パーソナルコンピュータをLANで

結合した分散形システムである｡スケジュ

ーリング,作業指示,進度管理をすべて現
場のパーソナルコンピュータで行う現場主

導形のシステムである｡

■流通センタ情報処理システム

スーパーストアなどの流通センタの効率

向上を目的として,コンピュータと各種端

末を組み合わせ,取引先から納人された商

品の検品,ラベリング,仕分けやコンベヤ

の制御及び物流情報処理,商品管理も併せ

て行うシステムを開発した｡
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衛星通信地球局

高度情幸馴ヒ社会の中で;多様な情幸民通信のニーズにこた

える新しい伝送メディアとして注目されている衛星通信用

地球局装置を開発した｡

衛星通信は,

継器を介して,

を行うもので,

いる｡

我が国でも,

赤道上空の静止衛星に搭載されている中

地上に設置された地球局間で情報の伝送

国際間通信や国内通信などに利用されて

昭和63年に国内通信用の衛星が打ち上げ

られる計画であり,これを機に衛星通信の実用化が急速

に進むものと期待される｡このたび開発した衛星通信地

球局装置は,アンテナの自動追尾,降雨時の送信出力制

御,符号誤り訂正などの機能を持ち,情報を良好に伝送

できる｡開発した装置は,郵政省が推進している衛星利

用パイロット計画に伏して,衛星通信の利用実験を行っ

ている｡

叶lいぎ

地球局屋外装置

/

100Mビット/秒画像光伝送システム

3チャネルの画像信号を100Mピット/秒で光ファイ八伝

送するシステムを開発した｡無中継伝送距離30kmで,CC

TVやテレビ会議システムの高性能･経済化に適する｡

CCTVやテレビ会議システムなどの画像システム分野

では,画像信号の多チャネル長距離伝送ニーズが高まり

つつあり,これにこたえる100Mビット/秒画像光伝送シ

ステムを開発した｡本システムは,NTSCカラーテレビ

信号をフィールド内2次元予測方式を用い,32Mビット/

秒のディジタル信号に変換する画像端局装置,この32M

ビット/秒信号3チャネルを100Mビット/秒に非同期多重

化する多重端局装置,及び100Mビット/秒の信号を30km

無中継伝送する光端局装置から構成されている｡

これらの諸装置はすべて高速LSI技術を適用し,小形･

高信頼化され,幅130mm,奥行225m,高さ2,300皿のスリ

ム架に実装可能である｡このように装置が小形化された

ため,小規模なシステムから大規模システムまで幅広く

適用でき,経済的な画像伝送システムの構築を可能とし

た｡

本システムの基本的な光伝送

仕様は,日本電信電話抹式会社

の100Mビット/秒クラスの伝送

仕様に準拠しており,日本電信

電話抹式台社系ネットワークと

の相互接続も容易である｡また,

本システムでは動画像のほかに

音声やデータの同時伝送も可能

であり,CATVシステムなどへ

の適用も期待できる｡

(左)画像端局装置

(中)多重端局装置

(右)光端局装置

川…l州=l

+些1日l叫

毎±

粕川仙
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オフィスプロセッサ"L-30,L-50,+-70/8(エイト)”シリーズ

高速32ピットCPUを搭載する小形･高性能機L-70から

普及形オフィスプロセッサL-30まで,幅広いラインアップ

により柔軟なシステムを実現した｡

スタンドアロン中心に,単一業務を集中処理していた

オフィスコンピュータの世界から,すべてのオフィス業

務で軌､のデータを自由に使える開放的なオフィスプロ

セッサの世界へと市場のニーズが推移している｡

これに対応するため,このたび新オフィスプロセッサ

``8(エイト)I'シリーズを開発した｡以■卜にその特長を示

す｡

(1)L-70シリーズは,最新技術を駆使し,2方4,000ゲー

トのVLSIの採用などによって,このクラスでは最小サイ

ズを実現した｡また,

ディスク容量最大

4Gバイト,メモ

～㌣乍ゝヾ一

オフィスプロセッサL-70/48システム

リ容量最大31Mバイトを備え大規模･高速処理が可能で

ある｡

(2)情報化時代の最先端機として,ファイルサーバ機能,

マイクロメインフレーム結合やあらゆる形態のネットワ

ーク機能が利用でき,水平･垂直分散処理も可能である｡

(3)基幹データやパーソナルデータを統合し利用できる

リレーショナル形データベースをサポートする｡

(4)‾ワークステーションは,下位オフィスプロセッサし

30,L-50シリーズを利用でき,またL-30,L-50シリーズ

は,それぞれ単独でオフィスプロセッサとしての機能を

持っているので,システムの拡張が容易である｡

(5)エルゴノミクスを重視し,使い勝手の良さを追求し

た｢易しい+オフィスプロセッサである｡

ミ磨 慶

■眼圏劉

■加入者練武験台システム"SULTS''

本システムは,加入者申告受付,宅内機

器試験などを行う日本電信電話林式会社試

験台の一業務近代化を目的とし,(1)加入者情

報のEDPS化,(2)高精度自動測定,(3)VDT

化による操作性及び作業環境の改善を実現

している｡

■大容量信号中継交換機

R本電信電話株式会社共通線信号網の中

継交換機である｡機能負荷分散形マルチプ

ロセッサ構成の採用と回線制御部の小形化

により,従来品に比べて高い処二哩能力(1万

信号/秒)と回線収容能力(従来品の7倍)を

実現している｡

■HITMUX-20マルチメディア多重化装置

HITMUX-20は,多様な音声圧縮(64～

8k bps),データインタフェlスを持ち,

マルチボート,分岐などで最適な網構成が

可能で,かつ網集中管理による運用管理の

容易なマルチメディア多重化装置である｡

■32kピット/秒適応差分PCM(ADPCM)音
声符号器

9.6kビット/秒モデム信号を伝送できない

現CCITT勧告の符号化方式に音声･モデム

信号の自動識別能力を付加し,かつ量子化

器の精度を向卜させてこれを伝送吋能とし

た口立製作所独自の方式による芹声符号復

･～jイヒ器である｡

■タイミング抽出用PLL(位相同期回路)lC

高速･低消費電力のHiBiCMOS回路技術

を採用し,通信,記録などに好適なPLLを

開発Lた｡特徴は,広帯域(1～128MHz出

力)無調整,2フィルタ方式(低ジッタ)入力

断時の中心周波数保持などである｡

■電子取引用認証技術

情報ネットワークヒで内容証明付き書留

便の機能を実現するための電子取引用認証

技術"Hisecurity-Ⅴ”を開発した｡本方式

は,取引手続き中のトラブルや取引成立後

の取引内容の一方的な改ざんを防止できる

などの特長がある｡

■パーソナルコンピュータ通信用ゲートウ

ェイ

このゲートウェイは,ユーザーのパーソ

ナルコンピュータと情報センタとの間に置

かれ,電子掲示板,電子メールなどのパー

ソナルコンピュータ間の通信サービスを提

供するとともに,ユーザーからの自然語に

よる要求に基づき,所望の情報センタを日

動的に選択し.情報サービスを仲介する｡

■衛星利用漁業情報システム

人工衛星"NOAA''の赤外線センサで観

測した日本周辺海域の画像データを,コン

ピュータで幾何補止,温度変換などを行っ

て衛星写真を作成する実用システムを漁業

情報サービスセンタに納入し,漁業に役立

てている｡

■放送用高機能･小形カメラ"SK-97D/970D''

ハンディカメラからスタジオカメラまで

の機能を備えた小形,多機能カメラである｡

放送業界の新しい用途に対応するカメラで

あり,日本放送協会,米国CBSほかに採朋

されている｡マイクロエレクトロニクスと

高機能マイクロコンピュータ制御を特長と

する｡

■スイス航空向け模擬視界装置``HISIS-ⅠⅠIA”

CGI(計算機作像)方式による走査線本数

1,000本のフライトシミュレータ用模擬視界

装置を開発した｡本装置は,FAA(米国連邦

航空局)フェーズⅠIIに準拠しており,実機訓

練なしでパイロット養成が可能である｡
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グラフィック機能を充実させたスーパーパーソナルコンビューダB16HX”

(4)グラフィック表示用専用LSIによる高速表示

(5)最大80Mバイトの大容量HDD,最大3Mバイトのメ

モリをサポート

(6)マルチタスク機能サポート

ビジネスパーソナルコンピュータは,適用業務の拡大

とともに高機能化,高精細･美麗表示が強く求められる

ようになってきた｡スーパーパーソナルコンピュータB16

HXはこのようなニーズにこたえたもので,1,000ドット

の表示,高速グラフィック表示,高速処理などを実現し

たパーソナルコンピュータである｡

主な特長を以下に述べる｡

(1)1,120ドット×780ドット,4,096色中

16色の高精細･美麗表示

(2)高性能MPU802細,10MHz高機能

マイクロコンピュータの採用

(3)グラフィックソフト開発用ツール

``GIOS”を標準サポート

/′

蹟

甲鳩軽重

ノ‾三丁:て･′ミ∴一ノ

スーパーパーソナルコンピュータ"B16-HX”

マルチプル高級ビジネスパーソナルコンビューダ`B16MX-Ⅱ”

ビジネスOA分野では,通信機能を充実させたマルチタ

スク機能を持つパーソナルコンピュータに対する需要が

大きい｡昭和60年7月からマルチプルパーソナルコンピ

ュータB16/MXを発表してきたが,更に高機能･高性能
化を実現したB16MX-Ⅱを開発した｡

主な特長を以【Fに述べる｡

(1)高性能MPU80286を採用した｡

(2)標準RAM容量1Mバイト,最大

2Mバイトと大きなメモリを必要とす

る用途にも使用■可能とした｡
､

-･▲･･･････････｢---･･･････-～.._

(3)マルチタスクオペレーティングシステム

MDOS V2,MS-DOS V3.1を採用した｡

(4)5万語のROM辞書による高速仮名漢字変換

(5)最大80Mバイトの大容量HDDのサポート

(6)B16シリーズとしてハード,ソフトの互換性

馳

/

ビジネスパーソナルコンピュータ"B16MX-Ⅱ”
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ビジネスワードプロセッサ｢ワード〈ル+シリーズ

日本語ワードプロセッサは,大規模なオフィスから個

人的な用途まで,多様な形で導入されるようになってい

る｡｢ワードパル+シリーズは,基本機能や操作性や文書

ファイルで高い互換性を保ちながら,各種の用途に合わ

せワードパル850,400,250の3シリーズで構成されてい

る｡

(1)ワードパル250

個人が専有して使えるビジネス用として開発した｡コ

ンパクトな形状で,プリンタを載せて場所を取らずに使

ワードパル250

える｡新機能の｢定形フォーム印刷+では定形用紙への

打込み印刷ができ,またオプションとして個人データ管

理用のパッケージソフト｢パルカード+を用意している｡

(2)ワードパル400

日本譜ワードプロセッサに必要とされる機能が網羅さ

れており,また各種パッケージソフトをオプションとし

て用意している｡オフィス用標準機と言える｡

(3)ワードパル850

シリーズの最上位機であり,オプションとしてパッケ

ージソフトはもちろん,高速･高品位印刷のレーザビー

ムプリンタ,日本語テレックス,8in FDDコンバータ,

ホスト接続ユニットなどを用意し,システム的に展開し

て使用できるようになっている｡

ワードパル400

亡呵

塵
qも二三竺脚竺

＼

ワードパル850

パーソナルワードプロセッサ｢マイン30+シリーズ

近年,日本語ワードプロセッサ市場は急速に伸びてい

るが,なかでもパーソナルユース市場の伸びが著しい｡

用途は手紙やはがき,幸艮告書などの簡単なビジネス文書

である｡これらの用途に対応するマイン30シリーズを製

品化した｡

主な特長を以下に述べる｡

(1)手書きのイラストを読み取り,画面上で部分的に修

正し,文書中の自由な位置に印刷し,イラスト入り文書

を簡単に作る｢イラストリーダ+付きである(マイン35)｡

(2)複合語の文節変換が可能である｡

(3)縮小･拡大文字や綱かけ,アンダーライン,けい線,

打ち込み印刷など充実した編集機能を持っている｡

(4)明朝体とゴシック体の2種類の文字をサポートし,

文書の表現力を向上させた(マイン33,35)｡

(5)住所録からはがきのあて名を自動的にレイアウト,

印刷するあて名印刷機能付きである(マイン33,35)｡

(6)英文ワードプロセッサ機能を持ち,用途を拡大でき

る｡

(7)作成した文書やイラストは,3.5inフロッピーディス

ク,RAMカートリッジ,カセットテープと豊富な外部記

憶装置に登録が可能である｡

環宗 蒜㌘

;淘L､_∧】叫､も緩

〆◆

才

パーソナルワードプロセッサ｢マイン35+
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フルカラービデオプリンタ

映像機器からの映像信号を,手矧こ素早くしかも高画質

でプリントできるフルカラービデオプリンタを開発した｡

テレビジョン,VTR,ビデオカメラ,パーソナルコン

ピュータ,VDPなどの映像信号を手軽にプリントしたい

というニーズは,家庭での趣味的なニーズだけでなく,

教育,医療,工業などの業務的ニーズもあり,これらニ

ーズにこたえるフルカラービデオプリンタの市場性は広

大と考えられる｡今回紹介するフルカラービデオプリン

タは,各種の用途を考慮し,特に高画質で使い勝手の良

い安価な商品という点にターゲットを置き,商品化した

ものである｡高画質化のため昇華染料熱転写方式を採用

した｡この方式の最大の特長は,転写紙に塗布された昇

華染料が感熱ヘッドに印加される熱量に応じて昇華量が

変化し,その結果,記録紙へ転写し発色する濃度が制御

されるので,感熱ヘッドの各ドットで中間調濃度のプリ

ントができることにある｡したがって,インクジェット

方式あるいは顔料転写方式のように発色面積量により中

間調表現を行うわけではないので,高解像度と高階調性

を両立させることができ,高画質化が可能となる方式で

ある｡また機能では,記録紙を確実に1枚ずつ送り出す

ための自動給紙機構,映像機器からの入力信号を一時記

憶するためのICメモリ機能,離れた所からの操作も簡単

にできるリモートコントロール機能,転写紙の交換作業

が楽なカートリッジ式転写紙など,幅広い用途に対する

使い勝手性を考慮してある｡このようなフルカラービデ

オプリンタは,近い将来,電子スチールカメラや映像伝

送システムなどが普及した際,システムを構成するユニ

ットとして必需品に成長することは間違いない｡

フルカラービデオプリンタ

110形ハイビジョン用リアプロジェクタ

明るい室内でも十分なコントラストか得られる110形ハ

イビジョン用リアプロジ工クタを開発し,輝度138cd/ml

コントラスト比30(周囲光2001x)を得た｡

日本放送協会が推進しているハイビジョン放送(走査線

数1,125本,画面の縦横比16:9)の提案が,昭和61年5

月開催のCCIR(国際無線通信諮問委員会)で国際規格勧

告案として報告書に盛り込まれるなど,ノ､イビジョン放

送の時代が刻々と近づいている｡

ハイビジョン放送は,特に大画面で見ると非常に迫力

のある映像が得られる｡大画面表示には,構造の簡単な

フロントプロジェクタがよく使用されるが,この方式で

は,スクリーン面に室内光が反射してコントラストが劣

化するのを避けるため,室内照明をかなり暗くする必要

がある｡

日立ではこれに対し,明るい室内でも十分なコントラ

ストが得られるリアプロジェクタの大形化を進めており,

54形(関連論文:日立評論 第67巻 第5号)に続き,更

に大形の110形リアプロジェクタを新しく開発した｡6管

投写光学系,ダブルフライバックトランス駆動の高圧電

源,ダブルレンチキュラースクリーン構造による110形ブ

ラックストライプリアスクリーンなどの開発により,大

画面にもかかわらず白ピーク輝度で138cd/m2,コントラ

スト此30(周囲光200lx),解像度1,000TV本と高品質の画

像を表示できる｡

l】0形ハイビジョン用リアプロジ工クタの表示画面例
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CD-ROMビューアシステム■-ROM VIEWERJP-1”

CD-ROMディスクに記録された高精細イメージ情報

を,高速に検索し,高精細表示及び印刷を行うことかでき

る情報検索システムである｡

CD-ROM(CompactDisc Read Only Memory)ディ

スクは,オーディオ機器用に開発されたCDに,コンピュ

ータ用データを記録できるようにした読み出し専用の光

ディスク記録媒体である｡記録容量は,ディスク1枚に

約550Mバイトでコンピュータ専用外部記憶装置として利

用できる｡これらの特徴を生かし,大量のイメージ情報

をMMR(Modified Modified Relative Element Ad-

dressDesignate)符号化方式(国際G4ファックス規格と

同様)で圧縮変換し記録した｡本システムは,

ディスク内に記録された高精細イメージ情

報を高速に,圧縮データから元のイメージ

情報に復元処理し,検索･表示･印刷を

パーソナルコンピュータレベルで取り扱

うことが可能
E==コ■: ガ･､J一三叩つγ

な情報検索システムである｡本システムの特徴は次のと

おりである｡(1)CD-ROMディスク1枚に,B5又はA4

フルページ,16本/mmのイメージ情報が,約6,000枚記憶

できる｡(2)上記イメージのオフライン検索が,16ビット

はん(汎)用パーソナルコンピュータで制御できる｡(3)解

像度8本/mmの高精細ディスプレイで,A4までの原寸

大のイメージ情報が表示可能である｡(4)解像度16本/mm

のレーザビームプリンタで,A4版イメージ情報が原寸印

刷可能である｡(5)インタフェースは,GP一IB(General

Ⅵぷご二√‾‾一叫′-‾'∴.山.山

CD-ROMビューアシステム"ROM V旺:WERJP-l''

od･

育
PurposeBus)によりはん朋

パーソナルコンピュータで

制御できる｡

細甲■

辱¶

i､l

■

tコンパクトな16ビットパーソナルコンピ

ュータ`lB16SX”

使いやすい3.5inのFDDを搭載した16ビッ

トパーソナルコンピュータB16SXは,据付

面積A3サイズのコンパクト設計,16色表示

をはじめスーパーインポーズ機能をサポー

トしたニューメディア対応可能な高機能パ

ーソナルコンピュータである｡

■統合化簡易ソフト｢OAパックⅠⅠⅠオートワ
ン+

本ソフトはOAに不可欠なワードプロセッ

サ,表計算,データベースなどのソフトか

ら構成されている｡ワードプロセッサなど

の単位使用はもちろん,データ交換,自動

実行などの機能により各ソフトの有形的な

組み合わせ使用が可能である｡

■統合ソフト"B-PLUS''

データベース,表計算,ワードプロセッ

サ,グラフの4機能を1枚のフロッピーデ

ィスクに収納した一体形統合ソフトである｡

メニュー選択による操作,各棟能間のデー

タ交換などに特長がある｡

■パーソナルコンピュータ通信ソフト"MS-

NETWORKS”

B16シリーズによるパーソナルコンビュl

タ間ネットワークを容易に構築できる｡こ

れによりネットワーク上のファイルやプリ

ンタを各パーソナルコンピュータが共有し

て活用できるので,データや周辺機器の効

率の良い運用が可能となる｡

■普及形カラー熱転写プリンタ

ビジネス下位,パーソナル上位のこ-ズ

にマッチした普及形カラー熱転写プリンタ

を開発した｡新開発の印字ヘッド,インク

リボン及びメカニズムによって,普通紙や

官製はがきなどにも鮮明な印字を可能とし

ている｡

■フルカラー感熱転写プリンタ

コンピュータで作成したカラー画像を,

大画面(B4サイズ)に高速記録できる｡これ

まで中間詞が出しにくかった溶融インクを

使用し,4画素/mm,32階調のフルカラー

記録を可能にした｡CAD/CAEのほか,印刷,

OA端末などに最適である｡

■200万画素超吉精細カラーディスプレイ

"CM2087A''

3次元CAD/CAE用として,今後の憤一千

カプラントの配管設計,超LSI設計などの工

業用に有効な20形,1,664ドット×1,248ド

ット,ノンインタレlスのカラーディスプ

レイを開発した｡

■OV-FILEシステム

簡単な操作で必要なカラー映像を取り出

せる映像ファイルシステムである｡追記形

光ビデオディスクレコーダと専用コントロ

ーラ,及び検索用ソフトウェアで構成され

ており,NTSC方式の映像を記録し,それ

らを検索することができる｡

■高画質固体撮像素子VTR一体形カメラ

日立製作所開発の30万両素の‡inMOS
センサを採用し,350本の高解像度とライン

感光や残像のない自然な色再現を実現した｡

また,高性能なFl-2大｢l径レンズを用いて

最低被写体照度71Ⅹを実現して室内撮影も

可能にした｡
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