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高度情報化社会の実現を目指して,情報システムを構成するあ

らゆる分野の技術が急速に進化している｡その日指すところは,

人間活動のあらゆる局面で,システムのもたらす恩恵を,｢もっと

自然に,もっとi采く,もっと多くの人々に+享受していただくよ

うに努力していくことである｡

コンピュータの新しい利用形態であるクライアントサーバシス

テムが,急速に普及する気運にあるのもこの潮流の一環であり,

その結果,情報システムヘの関与者(理解者)が急激に拡大してい

くことが其耶寺される｡

八との接点で,システムをより使い勝子の良いものにするため

の試みも種々行っている｡

マルチメディア情報の取り扱い,モーブルコンピューティング,

大画面･高精細ディスプレイなどがその例である｡ヒューマンイ

ンタフェースを改善していくことは,情報化進展のための重要課

題の一つである｡

高度情報化社会を支える基幹技術として,高速データ伝送,高

速データ処理,大容量データ蓄積などの技術もますます重要にな

ってきており,この面でも最先端にある製品を実用化している｡
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コンピュータ
情報システム技術

クライアントサーノ托デルで実現した証券会社での新管理会計システム一日興置券株式会社-

垂頚登

日興置券株式会社は,管理会計データを蓄積するデータベースをワークステーションに構築し,ユーザーによる任意

検索,自由帳票作成か可能なシステムを実現した｡

証券業界を取り巻く厳しい環境の■いで,企業内の業

績管理を的確に行う必要性が高まりつつある｡

R輿諺券株式会社は,従来,ホストに構築していた

管理会計データベースをWS(Worl(Stati(-)n)(3∩50R/

3050)に移管してダウンサイジングを図り,クライアン

トサーバシステム方式による管理会計システムを構築

した｡エンドユーザーは,クライアントから検索発作

を指定することでサーバ上のデータを任意に検索し,

国内外の部･店単仰の損益管札 常業マン,証券レデ

ィ等の戦力単位･イl占Ⅰ人単位の成績.沖価など,多角的な

りJりIlでの分析が吋能である｡損名主管J矧帳票には,グ

ラフも取り人れてビジュアル化を餅川,業績の推移を

一Hできるようなくふうも施している｡検索したデー

タは,スプレッドシートヘ複写する機能を川志するこ

とでユーザーの臼山加_Lを吋能とし,エンドユーザー

コンピューティングの推進をl架lった｡

リレーショナル

データベース

WS

m

国内店損益管理

システムサーバ

WS

∈〕-
リレーショナル

データベース

リレーショナル

チータベース

m

海外店損益管理

システムサーバ

WS

m戦力･個人別成績評価

システムサーバ

WS

m

クライアント

検索条件指定による

任意検索･帳票作成

I
スプレッドシートヘの
展開による自由加工

WS

m

クライアント

壁塾
:ページプリンタ

Ethernet*)

*)Ether[etは,米国×er(〕1社の商品名称である

日興諾券株式会社管理会計システムの構成概要

クライアントサーバモデルで実現する製造業でのSISアプリケーションパッケージ

製造業のタウンサイジンクニーズに対応し,体系化されたCIMコンセプトをベースに,導入が容易で短期的に実効が

得られるCSS型パッケージを開発した｡

顧

客

貞客サービス

戦略経営支援

営
商品

物涜 製 研

業 生産管理 蒜
究
開

支

援

製濃′墓意蓋

発

支

援

CIM体系
階層

企業

工場

営業管理サーバ 営業支援サーバ 経営支‡呈サーバ

●営業管‡里

●受注管理

●商品情報

●顧客管理

●役員支援
●スタッ7支援

くコ!ご乏ノ

営業管理

生産管王空

靡
生産管理サーバ

●生産計画

●資材所要量計画

工程管理サーバ

●工程管理
工程管‡里

恵三営企画

技術管理サーバ

●生産技術管‡聖

●原価管理

賀輯管理サーハ

●購買外注管理

●箕キメ倉庫管理

日如貪何.

洗【L御装宗
制御情報 構内軌完

巌

研究開発支様サーハ

●研究用開発

CSS型アプリケーションパッケージシステムの概要

製造業を耽り巻く企業環境は急速に焚化し,情報シ

ステムの経営への役割はますます重要になっている｡

このため,通信･情報システムのダイナミックな活用

による企業の経常･運営システムの徹底的な改善を図

るCIMのリストラクチャリングヘの期待は大きい｡

方,情事Iiシステムは,従来の大型ホストに依存してい

た業務を訪引朋巨WS/Ⅰ)C(PersonalComputer)にシフ

トするダウンサイジングが進展している｡

そこで,体系化したSIS(戦略情報システム)を企て

るCIMコンセプトをベースに,短期間にかつ効率よく

実現するパッケージとして生産管理を1卜じ､に経営･営

業･研究開ヲ邑の行文援パッケージ群を聞手芭した｡この

パッケージは,一つの処坪をネットワーク上のクライ

アントとサーバで分担するCSS(Clie11t Server Sys-

tem)方式であり,その環境は,業界標準技術に基づく

オープンプラットフォームで稼動する｡
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情報システム技術

クライアントサーバモデルで実現する小売業での特売計画管理システム

小売業で毎週実施する特売の計画･分析業務を,CSSで開発し,業務の省力化･効率化を実施した｡

企 画

特売スケジュール
入 力

特売原稿入力

本部割当入力

VAN会社

クライアント

/＼一ソナル
ス7‾-ソヨン

3010LST

●

サーバ

クリエイティフ

ステーショ

3050

特売原稿
入力

∠
チータ
ペース

ホストコンピュータ
データ送受信

L

_■ トー
ー頂㌢‾+丁;ヨ■二】

F‾こ;‾-`

｢弓キこ ･‾ヤT･･

発注処理

POP印刷

POP原稿印刷

特売原稿印刷

G
印刷会社

システムの概要

小ノこ業では,業務の効率化による経常の削減に取り

組んでいるが,毎週全店舗で′臭施される特売の計画と

結果の分析には,業務特性から早急な情報システム化

が求められていた｡

枯らと業務では,向占J,の介内_寸二案･悦稿の作成･発注

割T11て･コンピュータ入力などを毎週限られた時間内

で処押しなければならなかった｡これを解決するため

CSSによる特売計何分析システムを実現した｡これに

よって次の効果が干さ去られる｡

(1)門力化:クライアントの偵稿人ノJブごけで,特売憤

栢の作成,特売リストの作戌,発汗剤ごiて,商品マス

タの出所が‾叶能となり効率向_卜が図れる｡

(2)分析効率の向_1∴サーバトのデータベースから表

計許ソフトによってデータを柚Jhし,自由に加.1二が可

能となる｡

(3)越川時間:ホストコンピュータの運J‾耶寺開削限に

†札連なく,介LtI帖二案‾弟の都子ナによって業汚が‾吋能となる｡

POSシステムデータの有効活用を図るPOSデータ分析システム

チェーンストアでのPOSシステムのソフトウェアメリットを引き出すためのアプリケーションパッケージ,POSデ

ータ分析システム"MRSAS/PA''を開発した｡

小売業界では,Ⅰ)OSシステムの普及とともに,そのデ

ータを有効i‾.キ糊しようというニーズが1曽iまってきている｡

アプリケーションパッケージ"MRSAS/Ⅰ-A”仙Taト

ketStudyandAdvisingSystem/PosDataA11alysis)

は,量が多く,かつ複雑なⅠ)OSデータをビジュアルに

グラフ表示するとともに,そのデータを基にさまざま

な角度から分析･予測を行い,実体にi待った情報を提

供することができる｡これにより,POSデータからア

クションに結び付く情報を引き出し,効率的な店師緑

営を支援する｡

"MRSAS/PA''は,ホストコンピュータ接続のクリ

エイティブステーション3()5()_卜で校則し,POSデータ

は,ホストコンピュータからのダウンロードによって

処印される｡また,ユーザーインタフェースには,X

Wi11d()Wや‖,OSF/Motif啓二)を利別しているため,マウ

ス7ごけで簡単に操作ができる｡

※1)xwindowsystelllは,米伺MIT(マサチューセッツ

__l二村人手)が開プ芭したソフトウェアである｡
※2)OSF/M()tifは,オープンソフトウェアファウンデー

ション社の商標である｡
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POSデータ分析支援

サブシステム

MRSAS/PA

基
本
分
析
業
務

商品分析(ベスト･ワースト･急伸･衰退)

チャンスロス分析(単品時間別･曜日別)

店舗分析(店舗時間別･曜日別)

予実算分析(部門別･店舗別予実算)

(対話操作によるPOSデータの分析)

ホストデータ取り込み業務

(ホストデータ選択,分析ファイル作成)

運用環境設定業務

(環境設定･マスタテーブル作成)

MRSAS/PA機能の概要



コンピュータ
情報システム技術

金融機関における新時代対応のエンドユーザーコンピューティングシステム

穿辻野

株式会社日本興業銀行は,業務系取引諸計数を蓄積する基幹データベースとエンドユーザーか任意検索･加工でき

る汎用性･柔軟性の高い情報系システムを実現した｡

近年,金融R由化･出際化が急激に進展し,金融業

界では金融新時代に対応できる情報系システムの構築

が急務とされている｡

株式会社｢-1本興業銀行は,基本業務系システムの‾如

改と合わせて情報系システムを巾構築し7ご｡ⅩDMに

よって構築する基幹･目的別データベースは,[__l次ペ

ースに業務系取引諸計数を収集･蓄積･加.t二し,本部

や営業店設置のWSから検索することができる｡ALM

(資産負債総合管理)ではマチェリテイラダー分析,損

益シミュレーションと巾場性資金約定の上位弓t状況をタ

イムリーに把捉することを実現した｡本部･営業店‾支

援業務では取引状況や諸計数を多様な一切り上‾‾け'検索･

帳票出力するとともに,エンドユーザーが任意の条件で

検索できる機能を英和まし7ご｡検索データはLANを通じ

てⅠ)Cに転送し,自由な加工を吋能としたことにより,

エンドユーザーコンピューティングの推進を阿った｡

業務系システム

基本案務糸

システム

証券系

システム

海外発

システム

D

情報系ホスト

(.起荒告思ミ話芸品タ■)
ALM目的別

データベ=ス群

基幹データ

面D
黄金期目
データベース

金利期日
データペ【ス

営業店支援目的別

データベース欝

取引情報
データベース

D

本部･営業店WS

(二ま■岩言ご三‖)
AJM業務

E≡空三三≡亘司

[垂≡亘≡三∃
本部営業店支援業務

[亘口重垂亘]

[二::亘垂亘コ

因因

くこ:>
本部･営業店PC

匡亘亘亘∃

株式会社日本興業銀行情報系システムの構成概要

中国電力株式会社は,全面的な営業システム再構築にあたり,データベースの整備やWS,携帯用端末機の導入によ

る基幹系の基盤を整備した｡

センター

西地区 東地区

超大型汎用コンピュータ
HITAC M-880

∠≡≡≡喜1一:≡≡≡芸＼

ふ

'訂■笹
超大型汎用コンビュ【タ

HITAC M-880

パケット網

一
営業所

携
帯
用
端
末
横

間鳳胤圏

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〔二]

WS2050

1

r+.

WS2050

■

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

WS2050

所業営

携
…
帝
用
端
末
機

｢‾､

WS2050

営業システムの構成

常業システムについては,お`蕗様ニーズの州立化･

多様化への対応や,料食メニュー0)拡充など,さまざ

まなシステム変虹への対応を迅速に行えるシステムと

することを‖標に,令面的に佃構築した｡

一次糊発分として､お客様小込み′受付美綺･検針業
務･料令.汁算某朽の併悦を小心とした其幹系の甚増豊を

整備し,令常某所へのな引-iト1を`ノーこJ′した｡

/卜いり繋偏したJiぢ幹系0)満男注は次のとおりである｡

(1)ホストコンピュータ側では,データこ項口の整備,

東州分割を介めたデータベースの整稲を実施した｡

(2)分散機側では,ⅥrSでの州内格納,検針菜摘への携

帯川端木機のや入を実施L7∴

･jtき続き集余業務･お客様ご意見菜摘など二次開ヲ己

に古手しており,集金業務への携弓削1J端末機の導入,

営業所独l-ざ1のデータ利別など,情封i系の基盤整備にも

取り組み,お客様へのサービス1h=一▲を陳】る予定である｡
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旅行商品の拡大に対応する新旅客情報システムー鉄道情報システム株式会社】

年々,増加する取扱量と,今後ますます多様化･高度化が予想される旅行商品の拡大に対応するため,新旅客販売総

合システム"MARS305”を開発した｡

新旅客販売システム"MARS305''は,CPUに超人竺り

汎梢コンピュータHITAC M-880/220の2千丁を小心

に,端末制御用のFEPや関連サブシステムで構成して

いる｡このシステムの主な特長は次のとおりである｡

(1)Ⅰ)RMF下での人規模オンラインシステムの実現

一つのCPUに,Ⅰ)RMF(プロセッサ資源分割管.叩機

構)を搭載し,複数のサブシステムをIi利手桜如させ,

CPU資源の有効i‾六用を担トている｡

(2)高信頼性システムの実現

CCS(通信制御サブシステム)･SRS(在庫管用サブ

システム)･DMS(データ管坤サブシステム)の芥サブ

システムで∴曽i信東副生を確保するため,PRMF‾卜で納

めてホットスタンバイ構成を実現した｡

M型/N型
端末 ′

MR型

端末

+型 ′

端末

家庭∠摩
オフィス∠蓼

pc盛て

+R-

NET

吾声応答
システム

+Rビデオ

テックス

PC通イ言システム
PC-STN

州州S305
超大型j凡用 超大型汎用
コンピュータ コンビューーク

M-880/220 M-880/220

CCS

本番

SRS

本番

DMS

待機

CCS

待機

SRS

持株

DMS

本番

+R

クレジット

システム

CAFIS

航空3社
予約システム

JR宿泊在庫
管理システム

JR各社旅行業
システム

旅行各社
システム

中央装置の構成

新旅客販売総合システムの構成

大規模物流情報システム一日本電信電話株式会社

捷托
クレジット

カー｢会寸土

日本電信電話株式会社は,事業所および倉庫の在庫の適正化,物流業務の効率化を目的とした大規模オンライン物

流情報システムを開発した｡

物流情報中央システム 超大型汎用コンピュータH什ACM-880

RDB

在庫管ま里

･博幸艮

RDB

調i重曹王里

一l焉幸艮

×DM/RD

ユ

実 物
事
業 在 調

ホ

l

績
管

【コ

日ロ

経

所

在
庫

庫
管

達
管

ム
‡里 理 管

王里

理 玉里

V

A

N

巌淋

物流管理センタ

倉庫内統括管理

物流コスト管理

物流センタ×11

倉庫内作業管理

配送･保管管理

荷役機器など

G
･
W
P

サ
ー
バ

事
業
部
･
支
社
･
事
業
所

･
R
･
S
(
誤
鯛
調
印
株
式
会
社
一物流情報システムの構成
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11本宅イFキ電話株J〔会社は,電気通信事業の本格的な

競てトの進な亘と,ニーズの多様化に対応し,物.㌔㌔.の要)ド･

′交付から配送までの業務を総†ナ的に‾支援する｢物流情

報システム+を構築L,1993牛10月に稼重力させた｡

このシステムは,超大型汎川コンピュータHITAC

M-88(_)を使別したセンタ集中方式により,全匝Ⅰの事業

所や倉橿の膨人な在庫管理情封i,および調達管王朝背報

をⅩDM/IiDによってセンタで一元管理している｡

また,｢必要な物+を｢必要な時+に｢必要な場所+

へ配送することを保証するために,センタと全回の事

業仰二設置された約4,()0∩六のマルチベンダ･オンラ

イン端末,さらに,倉庫内の人山荷･検.訊･仕分けな

どを行う｢倉庫サブシステム+と接続され,物品の流

れとともに情事Iiの流れの即時性を高め,在庫の適iL化

を映】っている｡



コンピュータ
情報システム技術

住民サービス向上のためのユーザーインタフェースを実現した生活情報システム
泌
怒
蛸
瀾
威
光

自治体での住民サービス拡充の情幸馴ヒ施策適用を目的として,住民による直接操作ユーザーインタフェースなどを

特長とする生活情報システムを開発した｡

生i剤青報システムは,タッチパネル操作で仕はに直

接,自治体の行政情報を提供するシステムである｡

/=僅学割青報など住比の必要とする各梓情報の提供

が行J攻のさまざまな局何で成されており,コンピュータ

情報システム分野でもさまざまな形でのシステム化が

試みられている｡生i‾刺青報システムもその一つである｡

生活情報システムの特長は,タッチパネル操作を前

提とした端末操作モデルを採用し,ユーザーインタフ

ェースと利用者の情報坤解の血卜を図っている.射二あ

り,ハイパーメディア情報を二取り扱っている｡

デモンストレーション用に作成した観光情報提供へ

の適用画面の例を図に示す｡

今後の自治体での情報化の重要なテーマの一つとし

て,住民サービスの拡充があげられる｡このために,

住民拍二接操作を指向したユーザーインタフェースの開

発が一つの重要な技術テーマになる｡
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生活情報システム(観光情報提供に適用した画面例)
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新世代情報サービスを実現したQ]lCK-21watchシステム一式会社QUICK-

株式会社QUtCKは,新世代情報システムの第一版として低価格･高性能および操作性を向上したリアルタイム情

報サービス｢QU‖⊃K-21watchシステム+

パーソナルステーション

3010CS

画面例

を実現した｡

証券業界ではさらに低佃柄･高性能なパーソナル感

覚で利肝吋能なリアルタイム情報サービスの提供が急

務とされている｡株式会社QUICKは,既存システムの

ノウハウを件かし,また,コストパフォーマンスに優

れた単Ⅰ呂J通信だけによる′左価･高性能なQUICK-21

watchシステムを構築し,1993年12月初めからサービ

スを開始した｡

ホストシステムは,株式,CB,先物,オプション,

債券などの価格情事lほ中心に,9,600ビット/sの専用線

を介してエンドユーザー側に設置した高性能PC(3010

CS,専朋キーボード付き)に時々刻々変化する株価情

報をリアルタイムで送信し,端末側で蓄積,加工を行

い,獅重機能性(日勤更新,銘柄登録,-一覧など)およ

び操作件(リンケージ問い合わせ,連続問い合わせな

ど)を阜祝したシステムである｡

基本内向は,上卜2分割に半内面を表示し,また,

チャート内面などは,全画面でも表ホ可能である｡
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システム構築支援

塘
報

大規模･多様化する情報処理システム構築の効率化を目指し,ニューロシステム構築ツール,エンドユーザーが容易

に利用できる業務帳票作成支援ツール,顧客業務の問題解決を支援する情報システム計画技法を開発した｡

開発効率と予測精度の向上を目指したニューロシステム構築支援ツール

人間のような｢学習+を行うニューラルネットワー

ク技術は,近年柱臼を浴びている｢柔らかな情報処理+

の中核となる技術として期待されている｡

NEUROLIVEは,クリエイティブステーション3()5()

シリーズで稼動するソフトウェアで,ニューロシステ

ム構築ツールである｡NEUROLIVEでは,カオス坪

論･統計理論を耽り入れてこユーラルネソトワークの

損適化を行うことができ,開発効率と予測精畦の向_L

が図れる｡

また,株式会社Fl扶マイコンシステムの製.77.である

ニューロー専円コンピュータ"MY-NEUPOⅥrER”と連

携して,超高速学田を行うことができる｡

エンドユーザーによる業務帳票作成支援ツール

職主抑齢桝仙戊_ぷ

エンドユーザーによる業務帳票作成支援ツール

ご
ポ
リ

[■

棚要帖

NEUROLlVE on3050RX MY-NEUPOWER

ニューロシステム構築ツールNEUROL】VE(左)とニューロコ

ンピュータMY-NEUPOWER(右)

従来は,メインフレーム上のCOBOLプログラムで

作呟していたような本格的なけい繰付きの業務帳票を,

WS卜でエンドユーザー白身が作成したいというニー

ズにこたえるため,意思決定文援システム エンドユー

ザー帳票作成機能(EXCEED/W-EUR)を開発した｡

エンドユーザーも利肝叶能なワードプロセッサ感覚

のI11二様操作により,帳票の終部分と表データを例ホ的

に切りばり配置したあとは,システムが自動的に繰り

返すというノナ式,すなわちビジュアルプログラミング

技術と例ホプログラミング技術とを融合させることに

よって実･睨Lた｡

これによi),従来1帳票に1か月かかっていた帳票

作成作業を数時間に短縮した｡

ビジネスデザインとプランニングを融合したシステム計画技法

HII)LAN(HitachiIntegratedPla1111ingPr()Cedし1re

forI11fornlati()nS)rStenュS)は,システム開発のJ良_ト流

__L程として,顧客業務の問題解決を支援する情事lまシス
テム計画技法である｡

HII)LANの特長は,システムエンジニアリング杓子法を

ビジネス(業務)_卜に展開する｢ビジネスデザイン+のノバム

論を明確に甘くり入れている.山二ある｡大規模業務システム

の計内策立では,業務の仕組みの1ヰ構築,新業務‾方J(の

組込み,といったデザイン何での精蝮確保がきわめて車安

となる｡′卜川,一連のシステム計内子順の小に体系的に

業汚デザインの手法を組み込むことで∴汁何の品通性,実

現件のいっそうのIhト1二を図った｡これによって,｢業務改

革的システムの構築+をより強力にサポートできる｡
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業務支援システム(1)

環境変化に即応した業務活動を支援するために,ファジィ推論を適用したデイーリンク支援システム,ペンコンピュー

タを利用した渉外活動支援システム,および物流コスト削減のための診断支援システムを開発した｡

ファジィ推論を適用したデイー+ノング支援システム

金融ディーラの市場価格子想をサポートするディー

リング支援システムを開発した｡

巾場価格の短期予想には,佃桁チャートのテクニカル

分析が広く用いられている｡このシステムは,テクニカ

ル分析のノウハウをファジィ知識として格納しておき,

この知識と過去の佃格データとを糊いて仙格子想をシミ

ュレートする｡ディーラは,知識を評価したり,定義し

ながら試行錯誤的に市場仰桁を子想する｡

このシステムにより,ディーラは独自ルールを日出

に設定,開拓し,価格予想結果を利鞘しながら売買を

判断することが可能になる｡

】-
町‖n〓卜いこ

叫･-く t■

■こi‾了て､Tl

叫 tl■-や

支援画面例

ペンコンピュータを利用した渉外活動支援システム

[営業店] [出先

クリ工イティブステーション

3050

｢

l

営業店

マーケテイング
情報支援
システム

D8

訪 問

日 誌

持ち帰り

巨甲三軍曳
メモリカード

渉外活動

支援システム

情報収集

訪問結果

+文集.顧客情報

メモリカート

ベンコンピュータ

吉報参照

顧客情報

訪問予定表

メモリカード

ト薦
〔当

渉外活動支援システム
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銀行営業店での渉外活動の戦略化･効率化を目的に,

ペンコンピュータを利印した渉外活動支援システムを

開発した｡ペンコンピュータの特長である小型･軽量,

容易な操作性を生かすことにより,渉外員はタイムリ

ーでスピーディな顧客対応を行うことができる｡

特に営業店マーケテイング情報支援システムと連軌

して,効果的な訪l‾耶斤重力を行うことができる｡渉外員

は,出かける前に抽出した顧割肯報や訪町子左表をメ

モリカードに書き込む｡こ桝耶八重力で収集した情報はメ

モリカードに蓄積しておき,堀店後一括して読出しデ

ータベースの更新を行う｡これによって処理の大幅な

効率化が担1れる｡

メーカーや卸売業の販売物流コスト低減を支援する診断システム

分析指標間の因果関係ノウハウを川いて,販売物流

の問題と傾国を明らかにし,適切な改善を実施するよ

うに指針を与える診断システムを開発した｡このシス

テムは,基本診断部と個別診断部の2部構成である｡

基本診断部は,物流コスト実績を機能(保管,輸配送

など)別に把握し,これを物量と単位コストに分解･評

価しながら,問題範囲を順次絞り込む｡個別診断部は

絞り込んだ問題について改善の方向性をホすととも

に,人力した改善案の期待効果(コスト)をシミュレー

ションで得て,より適切な案を選択抽出する｡今回は,

特に,物量を制御する在序管理の問題を対象に,上記

機能を実現した｡

○:よl､

●:l_

也封

基本診断画面

伽喝

桝戦

顧

■‾●‾二∴

.■･】bわI月

L l■.

I色i亡ノ
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配塁璽妻堅望≡些堅幽双紙閤馳孤肘m耶冊Ⅷ舶嘲耶
戦略的文書活用を実現する統合文書情報システムおよびクリエイティブステーション3050RXグループに対応した統

合型CAD/CAM/CAEシステムを開発した｡また,マルチメディアプレゼンテーションシステムの機能拡張を行った｡

クライアントサーバモデルで実現する統合文書情報システム

企業内に存在する膨大な文書を効率的に利用するた

めの環境に対するニーズが高まっている｡

Bibliothecaは,そうしたニーズにこたえるため,文

書にかかわるいろいろな業務を統合的に行うための環

境を提供する｡WS/PCを小心としたCSS形態をとり,

大別して次の三つの機能を実現Lている｡

(1)文吉管理(属性やバージョンの管理,セキュリティ)

(2)情報検索(多蚕索引,属性検索,全文検索)

(3)構造化文書処理

Bibliothecaにより,組織内情報の共有化や効率的な

再利用,高度な文書ファイリングなどが可能となり,

戦略的な文書活用が実現できる｡
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日壬十印
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統合文書情報システム

オブジェクト指向シナリオ記述言語を持つマルチメディアプレゼンテーションシステム

WS Q 王> pc

シナリオ記述言語

HlVISS/lMAGEでのソフトウエア共通利用

続合型CAD/CAM/CAEシステム

製造業でのCADは,作図■-い心ツールからエンジニア

リングの小核システムとして位置づけられてきてい

る｡このニーズにこたえてHICAD/WX(Hitachi

Computer Aided Design System/Workstatioll

Extended)は,機械系業務を小心とした統合型CAD/

CAM/CAEを提供している｡

(1)多次元による構想レイアウト設計から,製図,NC

データ作成まで統一した環境の提供

(2)チーム設計を=r能にするネットワーク環境での陳I

面管j埋

(3)業務の自軌化を図るためのカスタマイズ機能(マ

クロ,パラメトリック)
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fIIVISS/IMAGEは美しくリアルな画像と映像で,

視覚に訴えるプレゼンテーションを実現する｡商品画

像のハイライトを保ったまま,リアルタイムでの色変

更,さまざまな背景とフレキシブルな合成により,商

.冒Jのリアルな使用感を得ることができる｡

マルチメディアプレゼンテーションでは,開発ソフ

トウエアの有効利用が重安課題である｡今回,オブジ

ェクト指向のシナリオ記述言語を開発し,HIVISS/

IMAGEのシステム基盤として採用することによっ

て,WS/PCでのソフトウェア共通化を実現した｡ノ､-

ドゥエア非依存のマルチメディアソフトウェア実行環

境の提供は,出際的な標準化が進められている戦略技

術である｡

Ir′

諾

川CAD/WXの表示例
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ネットワーク構築,運用支援システム

ネットワークシステムの構築支援ツールおよびネットワーク内でマルチメディアによる業務遂行を支援するシステム

を開発した｡また,高速応答,通信コストの低減を実現する無線携帯端末システムを開発した｡

NetWareのインストール作業効率を向上させるネットワーク構築支援ツール

NetWare※‖の導人作業の効率を大幅に向上させる

ネットワークシステム構築支援ツール"EasyInstaller

f()rNetWare”を製品化した｡NetWareシステムを顧

客システム上に導人する作業としてNetWareのイン

ストール作業があるが,従米は,システムを構成する

各装置ごとに各種のシステム構築パラメータをキー人

力していた｡EasyInstallerでは,Windows群2)ベース

の使い勝手の良いGUIを使f一寸して,前もってパラメー

タをFDに作成でき,現地ではそのFDをmいて半l-1以

ドでインストール作業が行える｡

※1)NetWareは,米川でのノベル祉の商標である｡

※2)WiIld()WSは,米岨マイクロソフト朴の摘標である｡

普及型ネットワーク対応のマルチメディアシステム
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普及型ネットワーク対応のマルチメディアシステム

[亘亘亘垂司 [二重垂]

ネットワーク構築パラメータの生成作業
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図I EasylnstallerforNetWareによるインストール手順
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図2 EasylnstallerforNetWareの画面例

Willdows削ベースのディジタルビデオ対応マルチ

メディア1)Cを用いたクライアントサーバ環境で,オフ

ィスでの_i三要な業務(メール,ファイル,会議)対んbの

マルチメディア機能を実現Lた｡

(1)ビデオメール:重力画と音声で,実物の取り扱い説

明や,感情のこもったメッセージも気軽に送付･格納

(2)垂加句カタログ共川:ファイルサーバに一寸古格納管

押し共通利相可能｡作成や変更も子一甲･く気軽に‾J肺1制作

(3)テレビ電話:PCl軸血i上で,データも自在に組み合

わせながらテレビ会議が･可能

さらに,標準化準拠システムなので,他の業預処理と

の連携括糊や豊富な流通ソフトの利摘も谷島である｡

※)WiIld()WSは,米いミlマイクロソフト朴の尚標である｡

ペンコンピュータを利用した無線携帯端末システム

端末の′J､型化およびパーソナル化,無線通信網の整備を

背景として,ノマデックコンピューティング(移助巾の情報

処理活動)を支援する無線携借端末システムを開発した｡

このシステムは無線携帯端末としてペンコンピュータ

(FLORA/PEN)を採川し,オフィスにあるベースステー

ションと無線電話網を介して接続することにより,移動中

での電子メールやファクシミリの送一受信,オフィス内の各種デ

ータベースの情報検索などを可能とするシステムである｡ペ

ンコンピュータとベースステーションに共通情報を持たせ,

協調処理を行わせることによって無線電話網_Lの通信デ

ータ環を削減し,高速ん占答と過信コストの低減を実現し7ご｡

無線携帯端末

●

l＼ベ

共通情報に基づく

協調処理

口
シ

ーテスス
一

ベ

閻岡凹 崩M伊r

･l
小

･l

無線･有線

電話網 闘岡凹閻団

岡凹

オフィス

禦

捌炉r

因

無線携帯端末システムの構成
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コンピュータシステム

傍
観

世界最高水準のRISC WSおよびサーバを開発した｡また,オープン化に対応したオフィスサーバの開発,汎用コン

ピュータ,スーパーコンピュータの機能エンハンスを行った｡

世界長高水準の高性能RISC WS

ピザボックスタイプからデスクサイドタイプまで,14モデ

ルのクリエイティブステーション3()50RXは,クライアント

サーバ環境で本格的なオープンソリューションを提供する｡

(1)右左新のPA-RISC#=プロセッサを探刑し,モデル

340,44∩で世界最高水準の処理性能131MIPS,4()

MFIノOPSをラミ睨

(2)二次ソ亡Ⅹ11ベクトルで1.5MV/sの他界巌満7jく準の

指向性能,二次フ亡でもPEX_卜で1.2MV/s,200kP/sの

性能を実現(MV:メガベクトル,kP:キロポリゴン)

(3)ハードウェアとソフトウェアの処押最適化によ

り,Etherllet癖コ)_L二で1Mバイト/sの高速転送を実現

(4)磁気ディスクなどファイルのデータ転送を高速化

世界最高水準の高性能･高信頼性RISCサーバ

匿

クリエイティフサーバ3500シリース

オープン化に対応した最新鋭オフィスサーバ

オフィスサーバellesシリーズは,オフィスプロセッサ

の財産を継承し,かつオープン化に対応した鼓新鋭のシ

ステムである｡(1)オフィスプロセッサで培った基幹業

務アプリケーションシステムをPC,LANを利用したク

ライアントサーバ環境で構築‾-1r能｡(2)Micr()S()ft分},

Windows削Version3.1といったGUIを円いて操作叶

能である｡(3)FAXコネクション,PENコネクションと

いっ7ご特長のあるシステムが構築‾叶能である｡(4)従来

のオフィスプロセッサに比べて,コストパフォーマン

スを2倍以上改善した｡ミラーディスク･ディスクア

レーの採用などによって信頼性も向上Lた｡

※)Microsoftは,米田マイクロソフト社の登鎚向標であ

り,Windowsは,同社の商標である｡
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l■■P芦

芦;:≒

琴
】■l

クリエイティブステーション3050RX

※1)Ⅰ〕A-RISCは,米田ヒューレット･パッカード社が開

発したプロセッサれ称である｡

※2)Ethernetは,米田Ⅹerox社の軌1占名称である｡

クリエイティブサーバ3500シリーズは,ダウンサイ

ジングの潮流に対応し,クライアントサーバ環境の中

根としての子宝割を果たすRISCサーバである｡

(1)結締のRISCプロセッサを才采用し,131MII)S,190

TPSと世界品ir占クラスの性能を実現した｡

(2)ECC(Erlて)r Checking and Correction)メモリな

どの陀苫｢1軌l‖1そ転機台凱障害情報の収集･解析手段を

装備し,24峠l王り運転にも対応叫能である｡

(3)デスクトップからキャビネットサイズまで,全8

機椎で利別規模に応じたシステム構築が可能である｡

(4)オープンシステム,分散システムのニーズにこた

えるため,多種のプロトコルをサポートする｡

責琴…㌻

二ご.去攣琴

恥r【

オフィスサーバe‖esシリーズ
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+++頑朝++,5+

企業情報システムを支えるミッドレンジトータル

新しい企業情報システムを支えるミッドレンジト

ータルマネジメント サーバHITAC M-840の新モ

デルを開発した｡

(1)オープンな基幹データベースサーバとして,PC

の流通ソフトもWSの流通データベースも活用可能で

ある｡

(2)コンピューティングサーバとして効率的な業務の

開発支援,バッチ･オンライン処理から帳票管理業務

までの基幹業務を高い信頼性で実行可能である｡

(3)マネジメントサーバとして基幹業務のシステム管

理,部門サーバとしての運用管理など,企業のトータ

ルシステムを強力にマネジメントできる｡

企業のトータルシステムを支えるトータル

嘗

訝

繁く

1

避
1ま簑′

H汀AC M-880/820(8ウェイブロセッサモデル)

マネジメントサーバ

〔芸雪三塁雷雪空芸慧省選定〕
ミッドレンジトータル マネジメント サーバHITAC M-840

マネジメントサーバMシリーズ最上位モデル

超大型汎用コンピュータHITAC M-880は,幅広い

処理性能を実現するため,ユニプロセッサ構成から高

性能多重プロセッサ構成を‾吋能としたHITAC Mシ

リーズ最上位のプロセッサグループである｡

今回,従来の6モデルに加え,エントリモデルとし

てモデル160および最上位モデルとして8ウェイプロ

セッサのモデル820を追加するとともに,3ウェイ以下

で10%,4ウェイ以上で30%と性能を向上させ,さら

に幅広い性能範岡をカバーし,処理能力の強化および

従来機種からの移行の容易化を図った｡また,後出の

ACONARC(呼称｢アコナーク+)および独立型拡張記

憶装置をサポートして機能強化を実現した｡

高性能スーパーコンピュータ新モデル

大規模数値計算の高速化ニーズにこたえてスーパー

コンピュータHITAC S-3800の新モデル5モデルを

追加した｡

(1)最新の半導体技術および実装技術を駆使して,超

高性能を実現した｡ベクトル演算性能は2～32

GFLOPSまでカバーし,幅広いアプリケーションに適

用できる｡

(2)高速の主記憶と大容量の拡張記憶(最大64Gバイ

ト)の2階層構成により,計算の大規模化と処理性能の

向上に対応できる｡

(3)従来の冷却装置に加え,冷水供給設備不要の空冷

チラータイプの冷却装置をサポートLており,スーパ

ーコンピュータの導入をいっそう容易にする｡

篭

一J匹好

一盛≡匿===:ここ=7
■

=厨
_郊r

【面†面
匿

し宣

虹申賢二

スーパーコンピュータHITAC S-3800モデル270
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基本ソフトウェア

情
報

オブジェクト指向システム開発環境を整備した｡また,ネットワークおよびマルチベンダ環境基盤の強化を行った｡

メインフレーム用には,大量データの効率的処理機能を開発した｡

オブジェクト指向によるソフトウェア開発を支援する統合CASE(SEWB3)

SEWB3は,C＋＋プログラムの解析およびプログラ

ミングを支援する｡

(1)C＋十プログラム解析支援

クラスの継承関係をグラフ表示したり,クラスに定

義･継承されているメンバの一覧を表示したりするク

ラスブラウジング機能,クラス,関数,変数の定義･

参月別凶所などを検索するリファレンス機能,ファイル

ブラウジング機能,テキストの編集機能などがある｡

(2)C＋＋プログラミング支援

GUIを用いたデバッグ機能,テストカバレージの取

得,makefileの生成支援機能などがある｡

以上二つのツールはコンパイラとも密接に連携し,

操作性の良い開発環境を提供している｡

オブジェクト指向言語C＋＋(最適化C＋＋)

C＋十言語

C言語

若干の非互換点

参照型

Ca‖byrefe｢ence
パラメータ

インライン関数

多重定義演算子

情報隠蔽(ペい)

抽象データ型

多重継承

ポリモーフィズム

多重定義関数

C＋＋言語の世界

オブジェクト指向COBO+

オブジェクト指向技術を利ノー=ノたいというCOBOL

プログラマの需要にこたえる製品である｡

(1)業界標準の言語仕様サポート

オブジェクト指向機能は,次期規格ANSICOI∃OL9x

に追加される予定であり,その規格案を先取りして,

オブジェクト指向COBOLプリプロセッサとして提供

する｡

(2)サポート機能

従来のCOBOLテ‡語と上付耳摸性があり,また共存

できる｡クラスを左養Lたり継承したりできるという

だけでなく,多重継承,重力的･静的メソッド探索,ク

ラス継承によらないポリモフィズムなどの機能も含ん

でいる｡
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demo:C＋＋巳ROWSER

ファイル(F)クラス(C)編集(E)検索(l)アクション(A)

検索文字列/ファイル名･

クラス関連図 ロロロ lチータメンバー覧 ]l
DJlnkNode クラス名∴LISt

Node
DLlnk+LSt Node*Node::fvJd▼llnkpubllC

+lSt Node*Node::lrg_L■=k pub-1C

L】StWllhTall Cell*Node::cdr_lmkpublLc

Nodeheadprotectedl･St･C

編集対象二IISt.C

33 PUb【lC:
34 DL】nkNode*b＼Vd_ll[k;/′/パックワードポインタ

35

36

37

)

′′′ノ__▲一___.ClassLISt--一-一一--【-一一一一一---------
38 じIassLISt二州UalprlVateNode(
39 P川teCted二

40 Nodehead: //ヘッド部

l l

C＋＋プログラム解析支援

最適化C＋＋コンパイラは,強力なオブジェクト最適化

機能と業界標準の言語仕様を持ち,ブラウザ,デバッガと

連携Lで快適なC＋＋プログラミング環境を提供する｡

(1)業界標準のC＋＋言語仕様サポート

USLを中心とする業界標準の仕様を採用して互換性

を確保する｡ANSI規格化時には規格準拠予定である｡

(2)強ノJな最適化機能

ループ最適化,関数のインライン展開などの最適化

機能を持ち,効率的なオブジェクトコードを生成する｡

(3)C＋＋開発支援ツールとの連携機能

コンパイラの解析情報をC＋十プログラム解析支

援,C＋＋プログラミング支援,デバッガなどへ渡して

連携L,効率的な開発作業ができる｡

クラス定義A

オブジェクト定義

オフシェクトチータ定義

匡至互蔓空室垂重要垂嚢司

クラス定義巳

l口ENT肝ICAT10N DlVIStON.

PROGRAM一旧.SAMPLE.

PROCEロリRE DlVIS【ON.

CREATE オフジェクト名.

1NVOKE オフツ工クト名二:メソソト名

オフジュクト指向の

言語仕様での記述部分

(クラスなとを定義)

従来のCOBO+言語仕様

ての記述の部分

(COBOL85互繰)

オフノシ工クト指向

COBOしプログラム

(COBOL85上位互模)

オブジ工クト指向COBOLソースプログラムの構成
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UNIX環境におけるミドルソフトウェア一分散オンライントランザクションマネージャー

高性能マルチユーザーサーバと分散コンピューティ

ング技術の進展による本格的なUNIX馴)ビジネスシ

ステムが始まろうとしている｡Bel､RANは,UNIX環

境で高信頼･高性能な分散オンライントランザクショ

ン処二曙基盤を提供する｡

(1)拡張性･柔軟性に富む分散トランザクション処理

システムを実現できる｡

(2)日動｢自J役機能などを装備して,高信碩性システム

を構築できる｡

(3)X/Open紺の分散トランザクション処鞄モデルに

準拠しており,マルチベンダ環境に対応できる｡

(4)開発支援システムにより,高年産件を確保できる｡

※1)UNIXオペレーテインブシステムは,UNIXシステ

ムラボラトリーズ社が開発L,ライセンスしている｡

※2)Ⅹ/Openは,X/Open CompaIlyIJimitedの商標で
ある｡

蔓

●水平分散

●垂直分散

+AN/WAN

サーバ

匝頭]
サ【バ

匝王国

壷屋屋屋

-∈〕メインフレーム

+AN/WAN

サーバ

匡亘司
サーバ

匝亘亘亘司

壷屋良基
分散OLTPのシステム形態

マルチベンダ環境を支援する統合ネットワーク管理システム

照

.欒屈ぷ■■‾■‥-‾二叫

ー○-

l

■中一

ネットワーク

マッフの

階層表示

大量データ処理向けジョブ並列化機能

銀行などのオンライントランザクション処理では,サ

ービス時間の拡大が要求されている｡しかし,新規業務

の開始やデータ量の増加により,サービス終了後に実施

する集計処理などのバッチ業務が長大化しているため,

これ以上のサービス時間延長は困難になりつつある｡

バッチ業務では,大境のデータを一指して処理するた

め,ディスク装置などへの人出ノJ処理が多発する｡ジョ

ブ並列化機能PRESl､(Ⅰ)arallelReferenceandSyn-

ChronousTransferfacility)は,磁気ディスクの代わり

に高速なメモリを介して業務間のデータの引き継ぎを行

うことで,磁気ディスクヘの人Jh力を不要にする｡さらに,

データの引き継ぎを行う業務を並列実行させることによ

り,人出力処理の多重度を.Lげ,処理時】即を短縮する｡

IJANの普及に伴い,その管理の重要性が求められて

いる｡

こうした要望に対し,業界標準のネットワーク管理

プロトコルSNMP(Simple NetⅥ70rk Management

Protocol)を採蛸し,マルチベンダ環境での障害管租,

構成管理,性能管稚,操作支援を実現するのが｢NETM

*Comet+である｡クリエイティブステーション3050

RX上で見やすい画面,使いやすい操作環境を提供し,

障害時の迅速な対応やシステム拡張時の一最適な構成の

把捉ができる｡

処理経過時間

2

1

2

務

務

兼

務

業

業

業

業

従
来
▲
万
式

P
R
E
S
T
方
式

出力処王聖

＼

出力処王璧

入力処理

メモリ

入力処理

スク

+些竺堅塁箪+
l I

PRESTの効果
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コンピュータ
ソフトウェア･ハードウエア技術

ハードウエア

窓口業務の効率化,顧客サービスの向上を目指して,利用者が直接操作できる端末装置を開発した｡また,分散シス

テム環境に対応した高遠･大容量磁気記憶装置および入出力制御のための新アーキテクチャを開発した｡

利用客が直接購入できる指定席券自動発券システム

旅客販売総合システムの端末として,利用客が直接

予約申し込み操作をし,指定席券を購入できる｢顧客操

作型マルス端末装置+を,鉄道情報システム株式会社

と共同で開発した｡この装置は,既開発のMR-2形窓

U端末にLAN構成で接続され,指定券の発券を行う｡

(1)カラーLCDとタッチパネルの組み合わせで,簡単に予約

操作ができ,指定券を購入できる｡

(2)料金の支払いには,現金およびクレジットカードが扱える｡

(3)設置場所によって,全国の切符を発売するものからワン

タッチで即売するものまで,販売形態を日出に設定できる｡

(4)指定席券･自由席券･寝台券･乗車券併売の取り扱いが

可能である｡

利用者が直接支払う料金自動受付機

一 ■■

｡巨頭｢
用

月■■

箋垂
i弘一-_⊥≡ミ_/

■■l■囁

L

固持静羞誓芸…
-

[三う
回

/二i可_L./
j晦芦r ノ

顧客操作型マルス端末装置

"HT-2857”料金自動受付機は,水道料金などの公共

料金や通信販売などの請求書を用いて,利用者の操作

によって料金の受取りを自動的に行う装置である｡

(1)イメージ処理機能によって請求書に記載されてい

る金額をOCRで認識し,請求金額を自動表示する｡

(2)ATMの紙幣,硬貨の入出金機能を備えている｡

(3)拡張機能としてオンライン業務も可能となり,金

融機関のキャッシュカードによる口座引き落としがで

きる｡

(4)請求書の手書き欄をイメージコピーして,受領証

として発行することができる｡

"Hト2857”料金自動受付機

利用者が直接操作できるトラベラーズチェック自動両替機

海外旅行ブームの高まりとともに,T/C(トラベラー

ズチェック)の利用者も年々増加してきている｡そこで

サービス向上と外貨両替手続きの効率化を図るため,

世界で初めてキャッシュカードでT/Cとドル紙幣が両

替できるオンライン型の装置,トラベラーズチェック

自動両替機を開発した｡

(1)サイン機構の搭載により,購入者サインが.取得で

きる｡

(2)T/Cとドル紙幣の金種の枚数調整が口丁能である｡

(3)T/C番号のOCR読取りによって発行管理が行える｡

このT/C自動両替機は,アメリカン･エキスプレス･

インターナショナル,Inc.と共同開発したものである｡
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コンピュータ
ソフトウェア･ハードウエア技術 署

高機能専門店POSターミナルシステム

専門店POSターミナルは,店舗情報システムを重視

する各種専門店でのJ占舗端末として使用するのに最適

で,ネットワーク機能の充実,フレキシビリティの確

保,運用･保守の容易性などを実現した｡

システム構成は,スタンドアロン,マスタ･サテラ

イト,標準LAN接続が可能で,オペレーター表示器は,

モノクローム液晶,カラー液晶,プリンタはラインサ

ーマル式,シリアルドット式を搭載し,通信機能は公

衆回線,専用回線,ISDN接続が可能である｡このほ

かファクシミリを直結できる内蔵アダプタや遠隔保守

機能などを備えている｡汎用マルチタスクOSを使用し,

標準レジソフトウェアとして5種類を用意している｡

高速･大容量の独立型拡張記憶装置

声音 l海

＼＼

㌧＼

専門店POSターミナルシステム570D

超大型汎用コンピュータM-880プロセッサグループ

では,大容量データの高速アクセスに対応するため,

従来CPUに内蔵される拡張記憶装置を提供してきた｡

今回,拡張記憶装置をCPUとは独立した装置として分

離し,高速･大容量(最大12Gバイト)の外部記憶装置

とした独立型拡張記憶装置を新たに製品化した｡

(1)複数CPU聞共有機能のサポート:高速アクセス

の共有データセット,高速ホットスタンバイ処理引き

継ぎデータ格納エリアなどとして利月一打能である｡

(2)高信頼性:バッテリーパックアップ機能および2

台の独立型拡張記憶装置による二重化機能をサポート

した｡

独立型拡張記憶装置

高速データ処理を支える高性能･大容量磁気ディスクサブシステム

コンピュータシステムで二取り扱うデータ量の急激な

増加を背景にした,ハイトランザクション環境に対応

する高性能ファイルサブシステムを開発した｡

このサブシステムは,最大93Gバイトの記憶容量を

持つ磁気ディスク装置"H-6588''と,最大1Gバイト

のキャッシュメモリを搭載可能な光チャネルインタフ

ェース(ACONARC)対応のディスク制御装置"H-

6582-C3''から成る｡データ転送速度を最大17Mバイ

ト/sへと高速化しており,またサブシステム最大構成

時(186Gバイト)で比較すると従来機に対し単位記憶

容量当たりの設置面積を45%,消費電ノJを33%へとそ

れぞれ大幅に低減している｡

彗 藍 百

"H-658Z-C3”ディスク制御装置と"H-6588”磁気ディスク装置
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震コンピュータ
ソフトウエア･ハードウエア技術

2Gバイトの大容量5.25インチ光磁気ディスク

2Gバイトの第2世代大容量光磁気ディスク装置

高速･大容量半導体記憶装置

大型コンピュータシステムでは,業務の拡大やデー

タ量の増大に伴い高速･大容量･高信束副生の記憶装置

が求められている｡この要求にこ仁えるためH-6916-7

型半導体記憶装置を開発した｡

(1)装置当たりの記憶容量を128Mバイト～2Gバイ

トまで128Mバイト単位で設立し,小容量から大容量ま

で,きめ細かな記憶容量の設定を可能にした｡さらに,

床面積を二呪行機比60%とし,省スペース化を実現した｡

(2)新型の光チャネル(ACONARC)サポートにより,

17Mバイト/sの高速データ転送を‾H一能とした｡

(3)不揮発用内蔵ディスクにディスクアレー構造を採

用して,いっそうの高信束則生を実現し7ご｡

大容量磁気テープサブシステムとライブラリ装置

｢
ト
r
ト
■
ト
ト
ト
ト

閻藩層圃.■■if

大容量磁気テープサブシステム
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光磁気ディスクは,大容量性と媒体可換性とを兼ね

備えた書き換え可能な記憶媒体である｡

すでに1988年に650Mバイトの第1世代光磁気ディ

スクを製品化したが,今回,記録波形制御や試し書き

制御などによるピットエッジ記録技術,波形等化や瞭

波形スライス制御などによる再牛補j｢ミ技術,さらには

ZCAV(Zoned Constant Angular Velocity)記録再生

技術などを開発し,第1世代の3倍容量の2Gバイト

の第2担イヒ光磁気ディスクを製品化した｡今後は,よ

り高度な再生信号処理技術,レーザのノ短波長化および

交換結合膜を川いた超解像技術などを核にして,超大

容量化技術の開発を推進する｡

H-6916-7型半導体記憶装置サブシステム

カートリッジ型磁気テープ装買のいっそうの大容量

化を図るため,IlITAC Mシリーズ大型システム向け

に,H-6488-1型磁気テープ装置,H-6483型磁気テープ

制御装置から成る磁気テープサブシステムを開発した｡

(1)拡張カートリッジテープを佐相すると,1巻当たり

2.4Gバイト(3イ剖主縮時)と従来の4倍の記憶容量を実

現するとともに,従来テープの読み取りを可能とした｡

(2)データ暗号機能を新たにサポートすることによ

り,テープに記録されたデータのセキュリティの強化

を凶っている｡

同時に開発したH-6952型磁気テープライブラリ装

置は,標準の磁気テープサブシステムを接続可能と

した｡



コンピュータ
ソフトウェア･ハードウエア技術 蔓

省スペース小型ディスクアレー

コンピュータシステムのダウンサイジング化･高速

化･高信頼化の要)ドにこたえるため,DFlOO型小型デ

ィスクアレーサブシステムとして2～23Gバイトの省

スペースモデルを開発した｡データサーバ椚WSや

王)C･LANサーバの外部記憶装置として最適である｡

(1)SCSI-2インタフェースを使用し,20Mバイト/s

のデータ転送を実現した｡

(2)データ分散方式としてRAID5(パリティ分散)を使

用することにより,高トランザクション性能を実三呪した｡

(3)従来の約‡の筐(きょう)体スペースで最大23Gバ
イト/装置の記憶容量を実現した｡

高性能ディスクアレ一装置

コンピュータネットワークの高速･大容量化に対応する高性能通信制御処理装置

情報化社会の進展に伴うコンピュータネットワーク

の高速･大容量化に対応したH-6655型通信制御処理

装置の新モデル(モデル10A･10B･20B･40B)を製

品化した｡

新モデルは,プロセッサ性能向卜(現行モデルの2

倍)による高速[叫線の収容能力の向上,ISDN綱やレス

ポンスタイムを短縮して,高速データを効率的に転送

するフレームリレー綱をはじめとする多様な通信網の

サポート,拡張光チャネルであるACONARCチャネル

のサポートによるホスト問データ転送能力の向上,マ

ルチホスト接続の容左利生,接続距離の延長,およびケ

ーブルニ仁事の辞去引生を実三呪し,接続性の強化を図った｡

H-6655型通信制御処理装置(モデル10A･10B･20B)

大型コンピュータシステム対応の新入出力接続アーキテクチャ

大型コンピュータシステムでは,業務の拡大やデー

タ量の増大などに伴い,システム構成は複雑化L,運

用の負担が増加する一方,グローバル化による24時間

連続稼動が必要になってきている｡

これらのニーズにこたえるため,CPUと周辺装買と

の高速データ転送や接続距離の延長,構成変更の容易

化,大規模ファイル共用など,人出ノJ接続性を飛躍的に

高める新しい入J出力接続アーキテクチャACONARC

を開発した｡

ACONARCは光技術を使用し,チャネルと周辺装置

間の接続距維を最大9kmまで延長吋能とし,右左人17

Mバイト/sの高速データ転送を実現する｡

ACOD

〔‡ヨACONARCデイレクタ

∈ヨACONARCコンバータ
ACOC

_威頭
二こ磨TW

E空≡こ琵詔冠冠コロ 日 日

罰;ヨ宍】E】一 日 8

血:≡】d ロ 8

Ⅷd 札 内 丘

l､′

匠ヨACONARC周辺装置

匠ヨ従来周辺装置

戦∨､‾､ 鮎..-.

b 淵 関 田 ∈1 8

艮 l関空可 8 8 d

打 田四頭 巾 H n

+

二二二二､】_.ミ,M-880

同屈霞≦琵;≧冨盛在野

Il｢丁問

I窮野I靂翳I空想

ACONARCのシステム構成
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悪オフィスシステム

オフィスシステム

オフィス環境に合わせた小型･高性能なハード機器および使い勝手の向上を目指し用途に合わせた,業務システム,

商品など,数々の新製品を開発した｡

パーソナルステーション｢FJORA3川0シリーズ+,｢FLORA3010DOS/V対応モデル+

パーソナルステーションFLORA3100は,業界最速

のPentium※1)プロセッサを搭載し,高性能･高信頼化

のための最新の技術を駆使した,コンパクトでパワフ

ルなマシンである｡PC-LANとして全世界に広く普及

しているNetWare耗2)3.11Jに対応可能である｡本格サ

ーバマシンとしてバスやⅠ/0の高速化を図るとともに
安心して利用できる高信頼のデータ処理(エラー自動

訂正可能なECC機能付きメモリを手采用),大容量ディ

スクの高速アクセス(SCSI-2インタフェースの採用)

などの機能が,オフィスの事務机の下に収まる小さな

ボディに凝縮されている｡PC-LANのサーバとしての

利用はもちろんのこと,CADマシンのエンジンとして

の要求にも十分こたえられる拡張性も兼ね備えている｡

FLORA3010シリーズに,DOS/V対応モデルをライ

ンアップした｡DOS/V専用の106配列キーボードを才采

用し,さらに高精細表示SVGA(デスクトップタイプだ●

け)を装備している｡OSとしてはMS-DOS※ニ弓)5.0/Vを

採用し,最新のWindows那)3.1にも対応しており,

DOS/VおよびWindows用として市販されている豊富

なハードやソフトが利用できる｡ホスト接続機能も

AXタイプと同様なメニューを提供している｡

1

2

3

※

※

※

Pentiumは,米国インテル社の商標である｡

NetWareは,米国でのノベル社の商標である｡

MS-DOSは,米国マイクロソフト社の登録商標であ

り,Windowsは,同社の商標である｡

高速OCRシリーズ

鞄

"Hト4197･4195''(右)と制御装置(左)
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3柑0シリーズ

"HT-4197･4195”は,FLORAシリーズなどのPCに

接続して動作するWS OCRであり,高速で安価な

OCR入力システムが構築できる｡

主な特長は次のとおりである｡

(1)Windows※環境で動作するOCR読取りプログラ

ムを準備しており,オープンなCSSが構築できる｡

(2)最高速度約270枚/分,A4･300字約42枚/分(HT¶

4197)であり,このクラス最高の処理速度を実現した｡

(3)帳票サイズはA8～A3,また普通紙･再生紙や

非OCR専用帳票も処理可能であり,広範囲な業務に対

ん芯できる｡

※)Windowsは,米国マイクロソフト社の商標である｡



オフィスシステム 夢

ワードパル"LF35()''はA4ブックサイズ,粛さ約2.8

1くgの小巧竺･酪与-1_呈二ながら,レーザプリンタへの接続を‾吋

A4ブック型のオフィス用日本語ワードプロセッサ

郡
部
軒

ワードパル"LF350''

日日

tも
∴も

印
前
〆

§弐
:竜

能にし,オフィスでの一一人に1千丁の 妃 拙伏するブ

ック判11小.iJfワードプロセッサである｡

′J､1せ･軽品機のため,仙人の机の_卜をはじめ会議室

など,使=場巾を迷ばず,末位川暗も市スペースに収納

できる｡ま7ご,システムのROM化により,緬僅速度は

)l川二従水機比の約2伯に山卜しており,快適操作を実

り止する｡さい二,操作ステップを低減する｢ワンステッ

プキー+や,新たに探川した几1S-DOS※〉テキストファ

イルの巾二接‾山新機能など,文吉人力剖l‾J機とLてすぐ

子貨‾､■/二つ機能を数多く搭載Lた繭.一什--である｡

※)九ノIS-U()Sは,米川マイクロソフト社の_て圭組榊柴である｡

オープン化に対応した小型光ディスクファイルシステム

｢光ディスクファイルがⅠ)CとLても仕えたら+,そん

なビジネスの第一一線のニーズにこたえる小生りヒディス

クファイルシステムを開発した｡

この装i左の柑良は次のとおi)である｡

(1)3.5インチニJ_ミニきモ乍え光ディスクをl勺威したデスク

トップタイプをて夫ぢユした｡(2)カラーCRT(17,21イン

チ)を採川し,倣いやすさ,比やすさを仙卜した｡(3)′ト

刊iたi速スキャナ(45杖/111ilT)による文一井イメージが-1一丁j

速習鎚できる｡

この装i引ま,小型･■t■J州三能ファイルシステムとして

利IIJできる7ごけでなく,CSS環嶋卜で,汎=Ⅰ)Cとして

イメージ情報やコード怖､舶などの多様なメディアを効

率よく処理できる｡

CD-ROM応用｢電子公報システム+

葦
二===こ

頑酢

｢電子公報システム+パーソナルステーションモデル

B4呈
汎用3.5インチ

MO光ディスク

21インチWindov)S*憫ディスプレイ

＼

3.5イン

喜

一‾夢

＼

A4プリンタ

､/
1p

DOS/V叫PC

*)Wlrld州Sは,米国マイクロソフト社の商標である-･

**)DOS/Vは,日本アイ･ピー･工ム株式会社の商品名称である

光ディスクファイルシステム"H什FILE Wn”

CD-ROMを応川Lた1一にイー公糀システムは,1993年1

Jjから特許庁から雅子fされた｢CD-ROⅣⅠ公報+をⅠ)Cで

利川するためのシステムとして,財I叶法人ト1木枠許惜

糀機構と一光川で開発し7ご｡

電イー公純データのイメージ編集や衣ホ･印刷は,イ

メージROMドライブが処甥1しており,WSを=いたシ

ステムと卜ij等の機能をて丈現している｡

このシステムの利川により,J†1願八など15種のイン

デックスの利川によるスピーディな検索,公報文書の

縮悠やデータベースの肺築,保管場仰の省スペース化

などが[祁t,コストパフォーマンスのiで7jいシステムと

してこけ詐湘企業招の合判リヒを▲大槻する｡
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憂オフィスシステム

一度に最大4種顆の給紙が可能なレーザプリンタ
"Ll)-A3450”は,R本譜ワードプロセッサ｢ワード

パル+シリーズに対応した新タイプのレーザプリンタ

である｡オプションのレーザプリンタコントローラを

介して,最大8告のワードプロセッサが接続吋能なレ

ーザプリンタネットワークを構築できる｡

この製【枯の新しい特長は,拡張カセットを2段装着

すると4種類の川紙がセット叶能となり,カセットを

交検することなく,最大5書体のアウトラインフォン

トを駆使してl,3()0枚までの大量印刷ができることで

ある｡

また,トナーと感光体は長寿命のマガジンタイプを

採用したことで,メンテナンスがLやす〈なり,iiI憎

電力も低減した■■封生能普及型のレーザプリンタである｡

さし二二ゝ去二J

L遷

レーザプリンタ"LP-A3450''

5段の自動給紙付き単票ホッパを備えた単票プリンタ

鯵

軸i
箋

恥i

申中旬岳

●■

一由一

J

マルチホッパ付き単票プリンタ
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l

l

HITAC T-56()/20ターミナルシステム,オフィスコ

ンピュータなどに接続して使哨する単票プリンタを開

発した｡この単票プリンタは,手業Lに加えて,5段

の臼劫給紙機構付きの単票ホッパを備えている｡ホッ

パに収納した単票を選択して印字できるので,使川頻

度のi化し､単票をホッパにセットしておくことにより､

手差し操作l叶敗を人巾副二減らすことができる｡

_一主な特長は次のとおりである｡
(1)芥ホッパには200枚まで単票を収納でき,手動また

はオンラインで単票を選択できる｡

(2)多パーツ紙,非定形サイズにも対応でき,自動紙

惇調整機構によって手釣での紙序詞整は不要である｡

(3)印字速度は,270字/s(アルファニューメリック,高

速モード)と高速である｡

(4)55dB以下と低騒音である｡

(5)設講向枯は,B4保管キャビネットサイズの省ス

ペースである｡



オフィスシステム 蔓

建築業向けパーソナルCAD(GMM)用アプリケーション｢建築総合図+
｢建築総合lヌ】+は,建設会社および建築設計事務所が

作成する総合凶(平面詳細図･断面図･天井伏川など)

の作成を目的としたパーソナルCADシステム``GMM''

のアプリケーションソフトである｡

従来の建築CADシステムとは累なり,建築設計初心

者による分業作lズ】を吋能とさせている｡建築上(アドバ

イザー)の才旨導のもと複数のGMMオペレーターが,こ

のソフトを使丁l‾Jして分業作図を行うと,総介同作成で

手書きと比べて約3倍の作業効率向上が実現できる｡

二iミな機能としては,建築設計初心者でも操作ができ

る｢自動作図機能+,分業作図を可能とさせる｢巽八鹿･

自軌枚向管理機能+などがある｡

建築士
(アド′くイサー)

点

■-■■l■ヰ

オペレーターA

● B

匝き血

図面読み即J ゆ チェック

アトハイス

砂 検 証

疑問 アドハイス 疑問

仮作図 砂

熟練オペレークー

修 正

別個の集団を構成

* 詳細仕上げ

Dオペレーター

E ●

[魁周
F

♯ 図面完成

無線ハンディターミナルを用いた自動売上システム

無線ハンディターミナル

バーコードリーグ

勢
勢

光アダプタ

＼
ウ■

パーソナル

ステーション

FJORA

無線親局

.･._妄′
三三弓-ドー勺.

もメ

/10インチ漢字ドットプリンタ

鮮-/- (PD‾414)

StorePa川

無線自動売上システム構成

建築士(アドバイザー)の役割

FLORAパック｢無線自動売上システム+は卸売市場

など混雑した店頗での売卜業務が,無線ハンディター

ミナルを油川することで,顧客が支払のためレジで待

たされることなく買物ができるシステムである｡掛け

売りイ云票ヲ芭行,柑ほPL,購買垂帥い商.■‖-.の売れ筋･不

良在庫の把握といった業務もサポートしている｡

+三な特長は次のとおりである｡

(1)無線ハンディターミナルを使ffJしたフレキシブル

な運用が‾叶能である｡

(2)売上伝票の自動発行による定型業務の合理化が図

れる｡

(3)きめ細かな売上分析による品ぞろえ改善の把握が

できる｡

(4)機械化による迅速･止確な売__t二処理がロ丁能である｡

(5)使いやすさを追求したタッチパネル プラス メニ

ュー処和ができる｡

(開発允:U立京葉エンジニアリング株式会社)
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署情報映像メディア

配些璽 塑雲
靖
報

ハイビジョンの開発に端を発した大画面･高精細ディスプレイは,その高解像度特性により,映像とコンピュータ画像

を統一的に表示できる装置として注目され,表示システムとして広範囲の分野に利用され始めている｡

43型から250型までの豊富な晶ぞろえのハイビジョンシステム

て軸

yぜふ 燭株式会社アーバン･ルネサンス勝川におけるハイビジョン

シアターシステム

八F別の視覚心即効果を引きけ.す映像システムとし

て,ハイビジョンが柱ト1されつつある｡このシステム

は,縦横比9:16の鴨肉スクリーンとほぼ卜りじ横長内

向であり,追青線1,125本から成るきめ細かな映像は,

ワイドな迫ノJと彗かな表三呪力を実現できる｡

二のプロジェクタは,すべて背面投写型の43,55,

65,1川､15∩,2nO,250型およびマルチスクリーンと種

類が望富であり,かつiミ1i輝度,岳コントラスト,画面の

隅々までくっきりと映し.■t■.すシャープなフォーカス性が

桔1主である｡利什J分野は,美術館,博物館,市民ホール

などである｡このため,ハードはもとより設置乍間のl勺

普と,■- 映像ソフトを含む総介システムに対応する｡

コンピュータ･監視カメラなどの多系統映像を表示できる大画面監視システム
人l叫面を使っ7ごi榊嗣帥央像システムは,屯ノJ･ガス

プラント,芥種製造プラント,河川･ダム･__トド水など

の水利施設,ごみ焼却プラント,通信ネットワーク,r妨

犯･交通システム,退路監視システム,防災システム,

鉄道管制などに採用され始めている｡また,類似の分野

に電力系統シミュレータに代表される訓練分野がある｡

特長は,(1)系統の異なる数椎のコンピュータを,li‾り

一画面に去ホできる,(2)監視カメラなどの監視l叶像が

表示できる,(3)コンピュータデータと監視画像が川時

に監視できる,(4)盤面変更もコンピュータソフトウェ

アの変更で対応できる,(5)監視･訓練以外の庄涌汁占封i

表示やテレビ会議にも使える,ことである｡

1､ 〆

＼‾ヽ､/叫一

L;＼

琵

感ノ

題紆＼ノ勉虹
大阪ガス株式会社の中央指令室システム

高精細･高輝度･薄形ニーズにこたえるマルチスクリーン式大画面監視システム

監視･訓練分野をlトじ､に人内向バ■Jj精細ディスプレイ

が使われつつあi),r亡Ti精細･人向伯い岳輝度で,Lか

も奥行きが比較的薄い表′+1装置が求められている｡

産業別人型マルチスクリーンシステムは,70ナ与り系列で

は桟2向,31日i,4‾佃あるいは川のて一子:41巾のシステム,

58型系列では,縦2段で横2～5列の4‾血～1()‾血の系列,

50型系列では品人縦6段で横12列の72血奥行き1.7111の

3系列のシステムがある｡スクリーンは,高さおよび横

方向からの視野を品適にする設計を子fっている｡また,

スクリーンコントローラによってコンピュータ巾像や

テレビジョン映像を分割拡大･多毛走ホができる｡柑

に,iでごj精細な地1礼人刊プラントの去ホに過している｡
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情報映像メディア 墓

高輝度･薄形･高精細の70型4面マルチスクリーンディスプレイ

15()型クラスの大l叫｢自了をより高精糾,■:■デi輝怯,滞形化し

た新矧1ナ.である｡構成は､7昭りを縦2一段で桟2列に配置し

た4何であり,精細度は1内向2Mピクセル,4仲山ナナ

計で,従来15()インチ比4倍の8Mピクセルが表示でき

る｡輝度は従来150インチ比3倍の5()Ocd/m2である｡

構造的には,2機椎あり,托㌔二部からスクリーンに此

接拉㌔:するl自二様方式と,反射鏡を鞘いて折り返し接写

するミラー反射方式がある｡奥行きは,此接投ニウニ方式

で2.8m(従来150インチ比0.7イ汗),ミラー放射‾ガJ〔で

1.8m(従来150インチ比().5倍)の薄形となっている｡

4繭マルチスクリーンは,視野の高さ,広がりを損適に

する光′､jキ設計を行い,見やすさへの配慮をlツlっている｡ 70型縦2段で横2列の4革マルチスクリーンディスプレイ"CMX-702-22''

大型横長の110型2面マルチスクリーンディスプレイ

l10型横2面マルチスクリーンディスプレイ"CMX▼l川0''

21型高画質マルチスキャンCRTディスプレイ

21型フラットフェースCRTをイ利一Jし,PCやWS庁才の

高画質･高機能なディジタルコントロールマルチスキ

ャンディスプレイを開発した｡

多様化するコンピュータやグラフィックスボード

の,各種のビデオ信号に対応するマイクロコンピュー

タ内戚ディスプレイであり,フォーカスや色巾現性に

優れた臼に優しい表ホができるとともに,通常の由向

凋節機能に加え,カラーDTPなどに有効な色介いの調

節機能や,省エネルギーの要求に対応した機能を備え

ている｡また,コンピュータからディスプレイの機能

を制御できるコンピュータコントロール機能を手ニトって

おり,顧苓のシステム作りに使用できる｡

大ヂi竺横良の内向ニーズにこたえたマルチスクリーン

である｡川途は監視･会議･プレゼンテーションと幅

広い｡

継ぎ=は21Tュm以卜と′J､さ〈,奥行きも2.2111と薄い一･∴(が

特注である｡構成はスクリーン,技コj二部,反射続の3ノ∴く

が独ll/二しており,設吊スペースに合わせた.取り付けが吋

能である｡キャビネット収納タイプも個別に対応する｡

拉ニリ:部は9ナEリCRT6符J〔を探川し,横から見ても色調

ずれ(カラーシフト)のない推J-一な大内痢を実現している｡

スクリーンは外部反射光に強く,めりはりのある映

像を州税できるブラックストライプを採川し,縦横比

9:16のハイビジョンタイプも対仏こできる｡

Zl型高画質マルチスキャンCRTディスプレイ"CM2188M”

37



墓情報通信システム

配望璽聖塑璽空室塑垂彗望望生m椰醜肋雌細胞団Ⅷ
高度情報化社会のインフラストラクチャとなる公衆通信網を構成するディジタル交換機,ATM交換機･多重化装置･

伝送装置,光加入者緑伝送装置,SONET伝送装置,通信プラットフォームなどを開発した｡

通信網のディジタル化を支える改良D70交換機

+魚｡.-.､
ン=;打

卜_＼＼､
改良D70交換機(一部開扉状態)

計+

マルチメディア通信の世界を開くATM交換機

広帯域ISDNを実現するATM交挟機を,口本電信電

話株式会社の什様に基づき開発した｡この交操機は,

次の特長を備えている｡

(1)交挽不束:156Mビット/sx64川縁

(2)【叫練達度:6.3～156Mビット/s

(3)トラヒック柑性に優れたATMスイッチの才采川

(4)NTT過信システム別リアルタイムOSインタフェ

ース(IROS:Interfacefor RealtimeOperatingSys-

tenてS)に準拠

ニーi初はLAN一札由†.言などi亡Jj辿データ通f話に伏され,さ

らに芹声,映像を含むマルチメディア通信への需要拡

人が期待される｡

日本電信電話株式会社は,通信網ディジタル化のた

め1983年からD70交換機の導入を進めてきた｡このた

び,保守性のlら1.L,通信線路の光ケーブル化および小

型･省電ノJ化を臼的とした改良を図った｡

主な特長は次のとおりである｡

(1)自律試験機能の向上と,電源遠隔投入,切断制御

機能の付加

(2)国際標準に準拠した光インタフェース機能の付加

(3)LSIの適用拡大,機能の統合による小型･省電力

化の実現

改良D70交換機は,1993年7月から標準機種として

導入が開始された｡

公衆網向けATM交換機

海外における広帯域ISDNニーズを支えるATM集線装置

出山盛軒

■

}

■lコ■

､せ淵Il=‖llIl川1m‖l111=‖lllll‖
L J
-.

J

さ毎外向けATM集線装置
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臨

米同を初めとする海外の広帯域ISDN市場向けに

ATM集線装置を開発した｡この装置はATMセルの多

重分離とスイッチング機能を備え,LAN間接続装置か

ら広域網のアクセスノードにまで幅広く対応できる｡

この装買は,次の特長を備えている｡

(1)交換容量:600Mビット/s

(2)回線速度:加入者側1.5,45Mビット/s

綱 側 45,156Mビット/s

(3)インタフェースカードの追加,交換でフレームリ

レーや600Mビット/sの回線速度にも拡張可能

(4)標準LAN管一哩プロトコル(SNMP)による細管理

システムとの通信機能を提供



情報通信システム 憂

マルチメディアニーズに対応したATM加入者線伝送システム

情報化社会の進展に伴い,過信サービスに対する要

求は高度化,多様化Lている｡近jF,WS,LAN,テ

レビ会議システムなどの普及進掛二よってデータ通信

呆は年々増加1しており,既存の電話サービスを含めた

マルチメディア情対立を効率的に伝送するための過信方

式,および通信網の実現が急がれている｡こうした背景

のもと,各種情報をセルと呼ばれる情報jji位に一元化

して伝送するATM方式が,怒気通信標準化部門(ITU-

TSS:International TelecommunicatioII Union-

Telecommunication StandardizatiollSector)で軌デf

化された｡このシステムは,これに適合Lた加人者系

の伝送システムであり,LJ木電信電話株式会社の指導

を受けて開ヲ芭した｡

ATM加入者線伝送装置

高速･大容量のデータ通信に対応したフレームリレー交換機

DNSSへ

システム

管主里部
保守コンソール

プロセッサ開通信バス(256Mビット/s)

ユーザー

対応部
ユーザー
対応部

ユーザー

対応部

(予備)

中 継

対応部

中 継

対応部

ユーザーインタフェース 中継インタフェース

注:略語説明 DNSS(DDX網監視システム)

フレームリレー交換機

光通信技術を生かした光加入者線多重伝送装置

クロスバ交換機などの小規模アナログ交接J式を碇改

し,ディジタル化と局統合を実現するために,口本電

信電話株式会社と共同で大容量光加人省線多重伝送装

置を開発した｡従来装置〔32M-CT/RT(CentralTer-

minal/Remote Terminal)〕と比較して4倍以__Lの加

入者を収容でき,1加人者当たりの容量,価格の人幅

な低減を実現した｡

システムは,電話局に設置するCT部と遠隔局に設置

するRT部で構成される｡CTとRT間は光ファイバで

接続され,156Mビット/sでディジタル伝送される｡

RT部は,塙舎設置だけでなく屋外用BOXタイプに

も収容可能である｡

壬最近の‾高速データ通信需要の高まりにこたえるた

め,【-I本電信電話株式会社と‾Jヒ同でフレームリレー交

挽機を問ヲ邑した｡この交換機の動作憤理は従来のパケ

ット交換機と同じであるが,通信プロトコルを簡単化

L最人24倍の過信速度を実現する｡

特長は次のとおりである｡

(1)回線ごとに高速通信制御LSIと32ビットプロセッ

サを備え,最高1.5Mビット/sの回線を処理

(2)ユーザーおよび■い継線インタフェースにITU-TS

世1際標準を手采用

この交換機は全l吐主要部巾に導入され,フレームリ

レー細を構成することになる｡

■市ニ

還
d参
腐

囲
テレビ

電話

注:略

小規模交換局
156

Mビット/s

D70交操局

SLIE

大容量
RT

大容量 現行D70･

改良D70
AlUNT

遠隔試馬兵
装置

CT

光

ファイバ
ケーブル 盗浣管l

端局試験
装置

語説明

大容量光加入者線多重伝送装置

S+忙(SubscriberLinelnterfaceEquipment)

AlUNT(AnaloguelnterねceUserNetworkTerminateEquipment)

大容量光加入者線多重伝送装置
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光スターカプラで経済化を図った光加入者伝送装置

次牡代の加人前系インフラストラクチャとして期付

されるFTTII(Fiber to The Home)の基礎となる光

スターカプラで経済化を図った光加入者f云送装吊を11

本電信電話株式会社の指導を受けて開発した｡このシ

ステムは,光ファイバと光スターカプラによってし1ナナ

と加入者を1:∧Jに接続するPDS(Passive I〕ouble

Star)方式を採別している｡このため,光伝送路を複数

加人者で共和できる｡

INSネット64とINSネット1500のディジタルサービ

スを基本に,光波長分割多重方式によって映像情事【iな

どの映像信号を同一光ファイノ斗｢.に多重して伝送する

ことも吋能である｡

北米標準に準拠した新同期光伝送装置

NMS

DS-1

DS-3

DS-†

DS-3

OC-12

ADM

OC-3

ADM

OC-12

0C-12

OC-3

0C 3

′主:鴫三言三栄.明も‾と
SONET(■sy=Chr{一[OUSOpt･〔泊INヒ†･･､･りrk

NMSしN巳山一汀k Ma=agementSyslビnlノ

ADM･Al比′ノD｢しJ【】Multり)lexれ

MUX｢MultlPl亡Xe=

OC-12

0C-12

DC3

0Cこ!

OC12

ADM

OC3

ADM

OC-12

ADM

OC12
ADM

OC-3

ADM

｢
OC-3

Mリズ

OC-1

MLJX

CSI

DS-3

DS-ト′し5Mヒノト･′5インタフェース)

DS-3｢45Mヒ･ソト5インタフェース:･

OC-3･.‾150Mヒ･ノト′s尤インタフ上--ス･

OC-12.600Mヒ･ノト■s光インタフt一ス

新同期光伝送ネットワーク(リング形)

OSにCTRONを採用した通信用プラットフォーム

通信用■曽i信相プラットフォームは,ますます高度化

する情報化社会を構築する通信網のさまざまな分野で

要求される高性能･高信頼一性を満足するリアルタイム

フォールトトレラント システムである｡

将来のアップグレードを可能とするアーキテクチャ

を採別するとともに,つぎの特長を持っている｡

(1)リアルタイム処理に優れたCTRON削

(2)高性能32ビットマイクロプロセッサG5()0

(3)価格性能比に優れたデュプレックス方式

(4)24時間連続運転

(5)無中断ファイル更新

※)CrI'RONは,"Comnlunicati()nandCentrall､RON''の略
称である｡rI｢RONは,"TheRealrI'imeOperatingSysteIn

Nucleus''の略称である｡
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TV電話

帽

TV

[]

一服家庭
ONU

こ司t■十

⊥1二馬1

耳ヒシ

〉ノ†こ芦=2

町隻毛内妄置

事業所
T＼′会議

[ブ

ONU

リ+t-亡

l`■■:糸

軒象宅内装蓋

rNSネット
64

スター

カ7う

光ファイバ

】NSネット
1500

日本電信電話株式会社事業所

桓1
繰

′と

映像絹報センタ

ロ70

繰
幾

制f卸確WS

注:略語説明なと■

[](開発装置)

ONU(0叫Ca-NetvJOrkUnlt)

SJT(SubscrlberLineTerminaり

OSU(Optica-Subscr■ber山t)

WDM(Wavelength-DivisionMultiplexlng)

光スターカプラを用いた光加入者伝送装置

SONET製ん-.シリーズは,公衆通信網のバックボー

ンを形成するものである｡米田標準化機関(ANSI:

AITlerican NatioITalStandardslnstitute)の新同期光

伝送標準に準拠し,次の特長を持っている｡

(1)従米の非ドり期型の多重変換装置,光端拍装置やク

ロスコネクト装置を置検することによる網の簡素化

(2)1対l,リングなどの多様な細形態への柔軟な対応

(3)rI+略綬彗竺リングアーキテクチャによる■亡;信頼化

(4)ユーザーフレンドリーな運用保守システムの提供

(5)′ト巧り,低消費電力化

ぢユ在,150Mビット/s,600Mビット/sの2品種で対

ん』Lている｡

コンソール端末

G-MICrO/500
中央制御部

(CPU部)
バス制御部

システム/(ス

ファイル
制御

00

シリアル

通信制御
LAN制御

ト品CMT
RS232C LAN

l l

X25制御 lSDN制御

DDXパケット網 INSネット1500

プラットフォームのシステム構成

情
報



情報通信システム 匿
企業内通信システム

高度情報社会の企業経営で,戦略上きわめて重要な役割を担っている企業情報ネットワークを構成する新たな製品

群を,PLANET(Platfo｢mfo｢Advanced Netwロrk)コンセプトのもとに開発した｡

統合ネットワークの構築が容易なセル多重化装置

｢1_布製作所は,新しい仲代の多重化装吊として

ATM(Asynchr()nOuS Transfer M〔)de)多皐化技術を

附いたFDDI(FiberI)istributed DataInterface)リピ

ータ片=:ル多重化装置"AN-1000”をl利発した｡

AN-1()()()はATMセル多重化ノJ式を川い,lll継線イ

ンタフェースとして,150Mビット/sのディジタル布

川線インタフェースを持つ多卓化装-【買である｡AN-

1000は,FDl)Ⅰリピータ機能およびPBX,11DM(Time

Divisi()nMultiplexer)接続機能を持つ｡朴抑よ,離れ

た2か所に設吊されたFDDILANを15()Mビット/s

ディジタル専I‾rJ線を倣朋することによって-一一つの

FDDILANに統合することを吋能とし,後一抑ま,既存

のネットワーク装吊をセル化することによって占二声,

データなどを一つのネットワークに統合することを可

能とする｡すなわち,統一的にATM化することによっ

て総介ネットワークの構築を谷島とする｡

データ端末

盛

コンピュータ

簡田

支線+AN

FDDlJAN

T

D

M

AN-1000

本 社

AN-1000

150Mヒ･ノト/s

】50Mヒット′■`s

AN一川00を用いたネットワーク例

多彩なアプリケーションを提供するコンピュータ･PBXインタフェース

CXシリーズ川コンピュータ･l)BXインタフェース

(OCXI)は,PC,WSおよびホストコンピュータから

PI∃Xの制御や課余情報の収脹を‾叶能としている｡

PBX

WS

匠]
ロ選茎ミ…華罵ロ

Ethernet

(TCPハP)

課金情報

指 示

コンピュータ･PBXインタフェース

データ端末

盛

支 社

盛

支線LAN

T

D

M

近咋の情報横芝旨のダウンサイジング,ネットワーク

化により,接続されるコンピュータも汎用ホストコン

ピュータからWS,Ⅰ)Cにシフトしている｡これに伴い

OCXIのインタフェースも,現前三のシリアルインタフ

ェース_卜のベーシック手順から,WS,PCで広く使川

されているLANへのl自二指摘続が望まれていた｡

この‾要望にこたえて,CX5nOOシリーズ用に新たに

TCP/IPインタフェースを開発し,Etherllet※)のLAN

に泊二接接続を叫能とした｡WSからは業界標準である

TCP/IPプロトコルにより,OCXIを利用してPBXを

制御するクライアントサーバ型のアプリケーションを

構築することができる｡また,Ethernetの高速性を利

椚した新たなアプリケーションが閑雅可能である｡

1､Cl)/Il)の採拝=二より,WS,PCとの接続性が向上した

ため,今後,既存の応川ソフトウェアと連携したシス

テム化が期待できる｡

#)Ethel-11etは,米いミ1Ⅹer()Ⅹ社の向品㌫称である｡
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覇情報通信システム

充実した情報案内サービスを提供する音声メールシステム

辱珍

DP-PB

変換楼

市役所

@

公衆電話網

岳
川MAIL

50V/70V

構内
電話網 @ク

異響
音声メールシステム

音声メールシステム｢Ⅰ･ⅠIMAIL-Ⅴシリーズ+をベー

スとした｢持氏情報案内システムは,｢打役仰が提供する

行椎の情報を,電話機から聞きたい項【+のコード番号

を人力することにより,手軽にアクセスできるシステ

ムである｡+三な特長は,次のとおりである｡

(1)r｢f子父所へのんii出や手続方法,休【ドIi番L尖や施設の

案内,催し物情報などを7ごれでも気軽に閃くことがで

きる｡

(2)ヤ‖はもちろんのこと,l_川副_1や祝【_l,夜間でも

24=判別利一†Jができる｡

(3)DPまたはPB電話機のどちらからでも利川がで

きる｡

(4)案l人Jサービスの途中でも,別の聞きたい項卜才のコ

ード番り-を人力することにより,その情刊i案Ⅰ勺を聞く

ことができる｡

(5)システム管理者がPCからコマンド技人によって

I一別,サービスコード別など各種統計データの収集が

できる｡

これらにより,-一卜曜閉‥:時の‾l打出サービス向_卜,お

よび心行上牧の†ナf削ヒなどに黄献できる｡

デスクトノブセクレタリのディジタル電子ボタン電話

｢ET-Viシリーズ+は,小･小規校オフィスの装荷効

率Iiり上を支接する新ボタン1-E講システムである｡‾う三潜

な機能は次のとおりである｡

(1)ボイスメモシステム

(こ1)外Jl+.小にかかってきた屯f言ゎをそのまますべて銀

行し,仕えたい人にワンタッチで転送する機能

(1))‖分あてのメッセージを受け.取ると,｢1軌的に

携辟屯訪機やポケットベルを呼び汁1す機能

(2)外線ボタン付きハンドルコードレスt旨講機

ハンドセットにランプ去/J川▲きの外線ボタンを6個

付けて保留転送操作をより簡単化する機能

(3)外線お待たせメッセージ

外線前信時,手が離せず応芥できない場合に日勤応

答Lてメッセージを流すとともに,子が空きしプごいお

待たせ小の着信に応答する機能

(4)屯話,ファクシミリ1′1重力切り替え

外線者f三峰,和子)とがファクシミリの場fナは内紡とに

収容したファクシミリに,電話の場介は電話にそれぞ

れ着信させる機能

以_卜により,発着信時の利†射生が人帖に向_卜できる｡
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電子ボタン電話｢EトViシリーズ+
〔主装置(上)とハンドルコードレス電話1幾(下)〕



情報通信システム 覇

Dチャネル共通線信号によるPBXネットワーク

他PBX

ディジタル

専用線(SDり

多機能
電話機

廟
lSDN端末

盛盛蓼ヲ

一般電話機

CX5000/
2000

ディジタル

専用線(SDY)

lSDN

公衆網

CX5000/豊警告2000

腰
rSDN端末

遜

(表夢
一姫電話機

Dチャネル共通緑信号によるPBXネットワーク

■たi速ディジタルIL-1線の一汁及にf半い,企業l勺通イ上i細で
通仁iサービス正一占度化のニーズが高まっている｡裡介

PBX CX5()()()シリーズは,専ノー-J線接続に標準PBX間イこ;

-り･‾ん式のDチャネル共通繰信号を使川し,これをベー

スに応刷サービスを充実させたインテリジェントネッ

トワークを掟伏しており,次の特良を持つ｡

(1)■キノLり一滴六,サブレート多重による1､DM機能内臓に

よって一女仙なシステム構築,通信コストの低減を図る｡

(2)軒IJ線から公衆網へのう川機能により,ピーク時の

トラヒック対策を行ってランニングコストの低減を閉る｡

(3)【′1軌呼び返し,メッセージウェイティングなどの

内線サービスを,ネットワーク内のPBX問で提供する｡

マルチメディアシステムを構築する新PBXシリーズ

ディジタル交換機｢CX25()n/CX5()nOシリーズ+をモ

デルチェンジLた機椎として｢CX3000MS+,｢CX5()()()

MS+を開発した｡主な特長は次のとおりである｡

(1)Ⅰ)C,テレビ公議システムなど,データ･何像系を

介めたマルチメディアに柔軟に,効率f伽二対応

(2)TDM(多卓化装置)の内戚によって経済一1■.平に優れ

たi亡占度ネットワークサービスを提供

(3)CX3000MSはスタッカブル(積み束ね)〟式の抹

川により,llり繰も端末も才戸島に増設吋能であり,llり線

増設は最大2,048ポートまで対Jふ

今後の.抑生情報通仁システムの核とLて,OA化の

進んプご事業所のニーズに十分こたえるシステムである｡

オフィスの効率向上を図る小容量電話交換機

小容量電話交換機｢MVシリーズ+

j
l

き

妻

事

弓

を
!

j

勇壬
ij
毒
圭

う

i

章
l

】 主義
j

!
≦ ‡

と言㌍頭

∴ムi

ディジタルPBX"CX3000MS”

介業情事】iシステム構築の基盤となる′ト春立電話交挟

機｢MVシリーズ+を【うH発した｡この装置はBS-b2シリ

ーズの後継機で,主な機能は次のとおりである｡
(1)1ニー車弔の低減,既設電話ケーブルの油川がI父Iれる

2線式マルチ接続

(2)初期導入の低コスト化とriil線増設を可能とするス

タッカブル方式

(3)伝.-;を1‾三辟,簡妨に行える井戸メールシステム

(4)既/≠の`■E訪l口I繰を利frJしてLANとEther11et馴端

末を接続するEtherlTetアダプタ機能

この装岩引こより,_介業業務効率の大幅なIfり_卜が‾叶能

である｡

※)Ⅰ王thビr11etは,1(l-りⅩerox礼のl払打.新株である｡
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置情報通信システム

画像通信システム

情
報

tSDN苦及に伴って画像通信への期待が拡大している｡業界初のテレビ電話,デスクトップテレビ会議で築いた

CODEC技術をさらに発展させ,新しいテレビ電話,テレビ会議と多地点会議制御装置,応用システムを開発した｡

コンパクトなオールインワンタイプのディジタルテレビ電話

近年,ISDNの普及に加えテレビ竜訪,テレビ台誠に

関する過信方式の出際標準軌言†iが制定され,映像,fう二

声,データによるマルチメディア端末の開発が進めら

れている｡これを背景に【-I_1-J二製作所は,ISDNに対応し

たINSネット64川テレビ電.活を開発した｡このテレビ

電話はINSネット64を利別することにより,【土】際標準

に準拠しているテレビ電訪,テレビ台試であればどこ

でも接続でき,1対1の通信が‾吋能である｡このテレ

ビ電話の柑艮は次のとおりである｡

(1)仙界歳小の卓上オールインワンディジタルカラー

軌画像テレビ電話である｡

(a)外形､J▲法:24nmnl(巾副×230111m(奥行き)×

227mIIT(高さ)

(b)容 ムを:4ゼ

(C)質 量:約2.5kg

(2)岳精細静_ll∴両機能を利川することにより,鮮明な

幽像を送ることができる｡

解像度:7()4(水平)×48(_)(垂直)

で書

康一

ディジタルテレビ電話(試作品)

ワイド画面のエグゼクティブ向けテレビ会議システム

嘗

ワイド画面のエグゼクティブ向けテレビ会議システム

44

この装置は,デスクトップテレビ合議の上位版とし

て,28型ワイドモニタを採用し,高級感ある専別キャ

ビネットで役員室などトータルコーディネートされた

部斥蔓にもマッチするファニチャータイプのテレビ台議

システムである｡

1三な特長は次のとおりである｡

(1)見やすい大きな横長L叶血(縦横比9:16)で人三物を

ワイドに映すとともに,会議内両としては不要な犬

一什,足元の両像をカットして,リアル感ある会議を映

し出す｡

(2)1秒間に最大15フレームの上映像を伝送できるの

で,軌きのあるカラー映像で相手の表情や物を見なが

ら会議が吋能である｡

(3)国際標準(CCITT)に準拠した機種であれば,他社

機を含め,田l川ょもとより海外との通信もISDNを通

じて‾吋能である｡

(4)本体にG3ファクシミリ,PCなどを接続すれば,会

議中に文吉やデータの送′受信ができる｡

(5)相子の呼山し,カメラのズーム制御などの操作を

手元で簡単に行うことができる｡



情報通信システム 琶

4地点間同時に会議ができるテレビ会議制御装置

高度情事馴ヒ社会を迎え,テレビ公議は従来の1対1

の会議から複数の地∴-ご(を結んで川=キに会議を行うネッ

トワーク構築の段階に入り始めた｡この普及版多地∴ヒ

合議制御装置(MC4)は,故人4地一L∴(を結んで構築す

る小規模なテレビ公議ネットワークを簡単に実現する

ためのfbり御装置である｡この装置の開発により,先に

発売した低価格なデスクトップテレビ会議を利川し

て,簡単で低価格な多地点テレビ会議ネットワークの

提供が叫能となった｡主な特長は次のとおりである｡

(1)最大4地点のテレビ台議端末をINSネット64で結

び,同一の会議を開くことができる｡

(2)テレビ合議端末からMC4に巾二接ダイヤルして多

地ノこ(公議に参加する方式を採川しているので,三拝別な

牒録を必要とせず,手軽に,かつ口巾に合議に参加す

ることができる｡

(3)テレビ会議端末は,[fJ会‾名▲-りJ子守によって一〟杓に

送られてくるl映像のほかに,臼分で選択した他地′rごよの

映像を選択することができる(リクエストりJ乍乍)｡

リモート映像による動画像モニタ･対話システム

映像信号

カメラ1
映像信号

号音P
櫛比而

猷
カメラN

聖駅

号信象晰

号号口胤≠而

映
像
切
替
制
御
ユ
ニ
ッ
ト

接点信号

自動着信機能付き

VCS

PB信号

P[】 操作器

コントローラー

(a)

】NS

ネット

64

VCS

[コ

カメラ1

カメラ2

カメラN

映像信号

号

三
二
R椰生而

号信侵攻

号章日
脚止而

号信象晰

制御信号

映
像
切
替
制
御
ユ
ニ
ッ
ト

映像信号

占
甘
ち

拝信

自動着信機能付き
VCS

RS232C

接点信号

RS232C

コントローラー

監視センサー

lNS

ネット

64

操作器

VCS

[コ

操作器

○

○

RS

232C

遠隔制御

ユニット

操作器

(b)RS-232C方式

動画像モニタ･対話システム

(4)参加芥乍員の一打声を閃くことのできる音声加算ん

式を採什J｡

lNSネット64

国
DP-200

[コ
CA-200

(モニター別売)

□

⊂コ
[コ

国
ワイドVCS HITVISUAJ1500

多地点会議システムの構成

近年,サービス業や金融横間,公共機関などで,事

務所に居ながら離れた場所の状況をリアルなカラー軌

由像と音声でモニタしたり,相手と対話しながらサー

ビスアップを行うニーズが高まっている｡

映像と音)王子で遠隔地の状況をモニタLたり,刷手と

の対話や打ち合わせができる垂加叫象モニタ･対話シス

テムを閑雅Lた｡

このシステムは,出際恭準CCITT軌告準拠ISDN

(例えばNTTのINSネット64)に接続して映像と音声

による遠隔地の状況の効率的モニタはもちろんのこと

お客様との対話が可能である｡

(1)ディスプレイを搭載していながらむ;どなスペース

をとらないオールインワンタイプ

(2)映像機器,音響機器,さらにG3ファクシミリやPC

など,さまざまな機器に接続吋能

(3)INSネット64を利rl‾Jし,複数地点の遠隔モニタ･

対話を実現
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覆光伝送モジュール

光伝送モジュール

債′-′､
光伝送は長距離幹線通信からユーザー近傍のネットワークに展開していく｡この動向にこたえて,並列伝送によるス

ループット向上,コンピュータと周辺機器の接続,FA用途をねらった光伝送モジュールを開発した｡

通信装置間などの高スループット情報伝送を可能にする多チャネル光インタコネクトモジュール

光祐列†よ送ノノJてによる光インタコネクトは,大王亡リコン

ピュータや通イ主i装苗などでの何影人な`i一己妄も配線のボトル

ネックを解消し,システムの高性能化をl刈る新技術とL

てさ主‖されている｡【1_)■J二製作戸斤は装石引手朋妾続を‖的とL

た2nnMビット/s,10チャネルの光インタコネクトモジ

ュールMCS2101(送仁),MCR2101(′受信)を閲兆した｡

シングルモードファイバアレーをf†い,400nlまでの

†ム送がリー能である｡8ビットデータのほか,クロック,フ

レーム仁一リザ同時に仕送できる｡電気インタフェースは

ECLレベルである｡送信器,一三伝器ともに体積は行1cc,

消費1旨プJは行1Wと,従来の【ホ】一のスループットの光モ

ジュールに比べて非常に小さく,甘射生ノ美装に適している｡

つ

0

光インタコネクトモジュール

光接続によってコンピュータシステム性能を高める光デーダノンクモジュール

点て

J′1番号 【

急襲嘗'ギ‾丁二‾ソ

200Mビット/s光データリンクモジュール

〔奥がTR〉5604(最大2km伝送),手前がTR〉5614(最大20km伝送)〕

人刊コンピュータとその糊辺装買を接続する高速光

チャネルfH200Mビット/s一光データリンクモジュール

を開発した｡モジュールは送ノ受一体型で送信部光源に

LEDを糊いたTRV56()4と,1ド導体レーザを用いた

TR＼′r5614の2ん-∫秤である｡′受f主招ドにはPINホトダイオ

ードを円い,5V単一電源で動作する｡TRV5604は消
菅～屯力1.1W以卜でMMF(MultiMode Fiber)との組

み介わせにより絃人2km,TRV5614はSMF(Single

Mode Fiber)との組み合わせでも主人20kmの伝送がそ

れぞれ叶能である｡

2.訂,裡のモジュール間発により,接続蹄離の延伸化

とボスペース化配線が叫能となり,フレキシブルなコ

ンピュータネットワークが実現できる｡

FAシステムのサービスの多様化を可能にする中速光伝送リンクモジュール

FA機芸:妄間ネットワークでの制御情封iの高速化に対

応する双‾ノブ向光伝送モジュールDC9203と光コネクタ

CA7シリーズを開発した｡DC9203はDCから10Mビッ

ト/sのバーストデータの伝送が可能で,伝送距離は多

成分ガラスファイバで500nl,石一笑ファイバ佐田で1

kmである｡安七抑IJは1チップOEIC,送信側はLEDと

ドライバICで構成し,それぞれをプラスチックモール

ド化し,小型･経済化を阿った｡

CA7シリーズ光コネクタは,光ファイバをばねで伸

一性保排する弾件保持型フユルールを才采用L,デ削文略間

の短縮とコネクタ苫臥V.の一再使刷が吋能である｡
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中速光伝送リンクモジュール

〔双方向光伝送モジュールDC9203(右上)と光コネクタCA7003(左下)〕



衛星通信蔓
衛星通信

衛星通信の特長を生かした映像･音声の放映と,地上回線を組み合わせることにより,受講者ガ質問できる双方向教

育システムを構築した｡さらに,データ通信を効率よく行う実験用衛星通信地球局システムを開発した｡

全国一斉教育の経済的実現を図る簡易遠隔教育システム

f妃在,衛星過fさ‡は映像分野を小心に応川が拡人され

つつあるが,教子fシステムとして満別するには一受講満

の矧!りを総括的に返送することが求められていた｡‖

_‾l†二製作所は,従火の街j引‖1紡とによる講義と,従二らと肘jの
地上卜り線(ISDN)による詐l王り(1映像･拝)1i)を甜.み合わ

せ,r】r仙i合成装1‾こ引二よって矧ぎり‾榊火像をfi成し街仙lり

視で､Ili送することによi),効米的かつ筒中に矧子りカ丁で

きる簡易遠帖数台システムを構築した｡

講義会場からは,衛星州線によって講帥の映像･打

声を放映する｡′受講会場からの矧!り雅子l三峰には,テレ

ビ会議ユニットによってISDN経Ilげ､講義会場へ矧!り

者の映像･一汗声を伝送する｡講義会場に仕送された宮子f

閑話の映像･汗j王fは,4い-ほ泉まで休符け､き,プ己こi仙窒

択装置によって作意の111り紡とを選択する｡選択された

質問満の映像は講師映像とい叶Ifli付戊装i;r壬で付戊され,

街劉=1視で各地の受講会場に放映される｡放送局など

で佐川されているプロンプタカメラを講義会場で使けJ

すれば,矧H川寺に講帥は質問者の何像を見ながらカメ

ラと視線を一致することができる｡また同時に,発言

J‖1遥択装吊で選択された質rF一三卜芹のいる一受講会場に対

し,矧7汁斤の街仙l-り患如▲らの出り一打声をカットする制

御十l絹枝を送り､ハウリングなどを防止する｡このシス

テムは,テレビ会議ユニットが人導入の受講会場でも

講義Ⅰ勺?さを視聴できる｡さらに,rイ搬型の発言Ji,1選択

装荷と小我J｡1を利J‾1Jすれば,全ll]芥地からの講義が‾叶

能である｡

このシステムは,′榊交は八駿河子㍗子1那受台P備学校

に納人L,1993年4J]から船台サテネット21として様

別している｡′卜後,外分町での心付Jが期付される｡

ノ′√‾く汐浣

‾領主u∠∠､､〕

＼
/(＼＼

､＼＼講義会場
ゝも′■

受講会場

‾▼こ====≡≡空1

l
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簡易遠隔教育システム

新たなアプリケーションの開発を目指す実験用衛星通信地球局システム

′大儀川街故地信地,球J.‾.1システムは,NTTデータ油イ｢-‡

株式会社で,センタJ‖)と端+上f‥;との問でTI)MA(′1｢illle

Deヽrisi〔)11Multiple Access)ノノ式によるデータ旭†F言ネ

ットワークを構成するためのシステムである｡このシ

ステムは,′一に文良によって触てE又はランダムアクセス

〟式,1ミ1一に文は一了1約アクセスノノー⊥〔に｢1軌的に朋り竹え

てそれぞれ適fi-iを行い､′1｢D恥IAぃり紙との佐川効率を山__卜

している｡‾jl約アクセスカ`J(は,センタし)と端末川王IJ

でJ二約手続きを行ってデータの衝実･付送を防ぐもの

である｡このシステムは,街仙由仁の持氏を牛かす通

ぃノノ式の研究や実刑化をIl指Lたシステムの】-‡=料二利

川されている｡

弧
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衛星通信地球局5.6m¢アンテナ装置




