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システム

インターネット･イントラネットの飛躍的な普及による情報

システムの発展は.新たな利便性の追求や多様な顧客サービス

の実現を目指して急速に進歩している｡

これらのニーズに迅速かつ的確にこたえるために,業種共通

の｢基盤ソリューション+として｢光IPネットワーク基盤ソリュ

ーション+,｢衛星イントラネットサービス+,情報セキュリティ

ソリューション"Secureplaza”などを開発した｡

業種ごとに最適な解を提供する｢アプリケーションソリュー

ション+としては.製造業用のトータルソリューション

"SolutionmaxforManufacturing”,金融機関用の｢営業店･

自動機システムソリューション+などがある｡｢ソリューショ

ンを支える製品群+としては,Linux*やWindows2000*を

はじめとする最新フラットフォtムに対応した統合システム運

用管理"JPlVersion5”∴顧客中心型ビジネスモデルに対応

した並列OLAPサーバ∵Cosmicube”などを,また,｢基盤製

品+としては,可用性と信頼性を追求したパソコンサーバ

｢HA8000シリーズ+,省スペース･省電力型の液晶デスクトッ

プパソコンーFLORA31(r,高性能と可用性を追求したエンタ

ープライズハイエンドサーバ瓜vT85(r,世界最高水準の性
能と高コストパフォーマンスを実現したギガビットルータ

"GR2000-,ストレージエリアネットワtクに対応した

ディスクアレーサブシステム血RAID30(rなどをそれぞれ開

発した｡

注∴*は｢他社竪録商標など+(150ページ)を参照
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顧客の新しい事業分野での経営課題や業務命題の適切な解の提案,およぴビジネス発展を支援する顧客

の業種,業務に対応した各種ソリューション･サービスの提供を開始した｡

企業間サプライチェーンマネジメントを実現するSCMソリューション

企業間のSCMの実現を支援し,企業が抱えるさまざまな経営課題を解決する｢日東SCMソリュ

ーション+を開発し,提供を開始した｡

SCM(Supply Chain九すanagement)とは,原材

札 部-‡もの調達から製造･配送･販売などの一連

の括動(サプライチェーン)を全体的に統合し,締

常戦略と連動させ,システム的に管押する考え〟

である｡

｢｢ll㌧SCMソリューション+では,サプライチェ

ーン乍体を｢拡張エンタープライズ+としてとらえ,

これらサプライチェーン全体を敲退化するための

ソリューションを捉供する｡このため,SCMを

｢戦略レイヤ+,

レイヤに分け,

ム分析,開発,

を捉供する｡

(1)戦略レイヤ

｢計画レイヤ+,｢実行レイヤ+の3

SCM導入の介画､∵架からシステ

適用まで一員したソリューション

牛虎･物流拠点の配置･統廃合

や/卜産方式･イl凋己ポイントの改革などの弔業戦略

を支援する｡独｢1に開発した｢SCM戟略シミュレ

ータ+による走吊的な評価を基に,きめ卿1かなコ

ンサルテーションを行い,

的確にサポートする｡

戦略レイヤ

顧客

サプライヤー

言十画レイヤ

実行レイヤ

サプライヤー

商社

事業戦略の意思決起を

妙

(2)計画レイヤ:市場の急激な変化に対んむでき

る計画業務を実現する｡n社研究所内での長年

の研究成果と社内事業所での豊吊な適用実績を

慮り込んだサプライ チェーン プランニングパッ

ケージ``scpLAN”や,消費財メーカーをLトいこ

全世界で350社の適川実践を持つ米I司ロジリティ

朴のパッケージ"I+VCS*”により,需要予測,製

造供給計l巾のスピーディな立案を支援する｡

(3)実行レイヤ:企業内･企業間の業務システ

ムを連携させ,情報の共有を実現する｡インタ

ーネット技術を利用して企業間にまたがる調達
系,敗北系,決析系の業務連携を実現した企業

間ビジネス メディアサービス"TWX-21''により,

リードタイムの短縮とビジネスチャンスの拡大

を実現する｡

(発衣時期:1999年3†1)

汁:*は｢他朴て更級輔標など+(15()ページ)を参照

経営戦略意思決定

生産拠点計画,在庫戦略,製品投入戦略.
全体リソース配軌 収益把握

督 漫
需要予軋 製造･供給計画,輸配送計画卜販売計画

曾 凝

ーパル

ストラネッ

プラストラクチャー

情報交横 情報共有 プnセス

連携

WebEDl,インターネットEDl

開発

注:略語説明 EDl伯ectronicDatalnterchange)

SCMを構成する三つのレイヤ

製造
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販売･保守

サプライチェーン

実績･分析情報

顧客

販売会社
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情
報
シ
ス
テ
ム 製造業用ソリューション"So山tionmaxforManufacturing”

情報戦略企業を支援するソリューション体系"Cyberfront”の第二弾として,製造業のビジネ

ス発展のために問題解決を図るソリューション群を"Solutionmax払r Manufacturing”として

体系化し,提供を開始した｡

"SolutionmaxbrManu血cturhgけは,製造業のた

めの情報システムソリューションを以下の九つのソ

リューション群に体系化し,併せて,ソリューショ

ン問を連携させるEAI(Enterprise Applicati()n

htegradon)を用意して,ビジネスフローに沿ったソ

リューション間の連携を実現するものである｡

(1)｢SCM(SupplyChahManagement)ソリューショ

ン+は,製造業の生命線である調達,生産,販売と

いったビジネスプロセスを統合管理する｡これはさ

らに,EAIを使ってCRM(CustomerRelationsllip

Management)やERP(総合業務パッケージ)と連携す

ることにより,タイムリーな納期回答や高精度の生

産計画_､ヒ案を支援する｡

(2)｢DA(Design Aut()mation)ソリューション+は,

回向や各種設計データなどの設計ノウハウを統合管

理し,開発･設計のプロセスを支援する｡

(3)｢CRMソリューション+は,顧客との接点である

フロントオフィス業務を統合管理し,顧客との長期

的関係の維持･改善を可能にする｡

(4)｢ERPソリューション+は,企業活動に伴う実績

SCMソリューション

続合管理

戦略決定支援コンサルテーション

SCMシステム分析･計画サービス群

SCPLAN適用サービス群

LVCS適用サービス群

インストールサービス群

SCM教育サービス群

SCM支援パッケージ群
SCPしAN

LVCS

NEUPLANET*

LoadCalc*

G｢0UPmaXEnterpriseVe｢sion5

情報を一元管理して共有化し,経営者が企業活動の

実態を的確に把握できるようにする｡

(5)｢EC(ElectronicCommerce)ソリューション+は,

企業にまたがる一受発注などのプロセスを支援し,企

業を超えた情報共有を可能にする｡

これらのソリューションが目指すのは,"E2S

(ExtendedEnterprise System)”である｡E2Sでは,

企業や部門の壁を越えてビジネスフロー全体をEAI

によって連携させ,情報を共有する｡従来,各業務

ごとのソリューションは個別に導入されていたが,

E2Sでは,ビジネスプロセスを中心に置き,EAIに

よって各アプリケーションを連携させることによ

り,個別のシステム導入では得られないビジネスフ

ロー全体のインテグレーションを実現する｡

さらに,EAI実現のため,CORBA*準拠のオープ

ンなインタフェースを備えたワークフローエンジン

"WorkCoordinator”やEAIに必要な製品群を目的別

に統合した｢口立アプリケーションサーバ+などの製

占古を用意し,柔軟なシステム構成を‾b+▲能にしている｡

(発表時期:1999年7月)

DAソリューション:

設計〆■ウJlウを統合管理

DA計画サービス

DAシステム構築サービス
DAサポートサービス

DA教育･テクニカルサービス

DA支援パッケージ群

HICAD/CADAS

HICAD/DRAFTforWindows

SolidWorks*

PDMACE

CRMソリューショ

フ･‾･日.箪･..ド.‾軒.誘.ギ･.莱湾ミ

日立SFAソt+ユーション群

日立コマースソリューション群

日立CTlソリューション

日立データウエアハウスソリューション

CRM支援パッケージ群
川TSENSER3

CTIFRIEND

SIEBEL

Va仙Ve*

ERPソリューション:

実績情報を

インテグレート

パッケージ選択サービス

ERP計画サービス

ERPシステム構築サービス

ERPサポートサービス

･ERP教育トレーニング
サービス

･ERP運用アウトソーシング
サービス

･海外サポートサービス

ERP支援パッケージ群
GEMPLANET

R/3*

OracleApplications*

BaanlV*

HITOP

ECソリューション:

企業間にまたがる

情報をインテグレート

･TWX-21ビジネスアプリケーションサービス群

･TWX-21エンジニアリングサービス

･TWX-21基盤提供サービス

･ネットワークサービス

E2S-EAl:

ビジネスプロセスを

インテグレート

EAlを支援する開発方法論･技法
HISAIM

B円

･EAlを支援する基盤ソフトウェア
Wo｢kCoo｢dinator

日立アプリケーションサーバ

分散オブジ工クト基盤ソフトウェア群

注:*は｢他社登銀商標など+(150ページ)を参照

E2Sコンセプトによる製造業用ソリューションの全体像
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クローズドループ型CRMマーケテイングを実現する｢キャンペーン管理ソリューション+

CRMを活用した効率的キャンペーン活動を実現するためのシステム対人己として,海外で実績

のある｢キャンペーン管理システム+と関連コンサルティングサービスを提供する｡

金融ビッグバンに対応して,金融機l対では

CRM(Customer Relationsllip Management)を活

用した収益力強化の検討を進めている｡そのため,

口立製作所は,CRMのトータルコンセプトに基

づくマーケテイングソリューションを開発した｡

このソリューションは,(1)CRMコンセプト,(2)

チャネル支援,(3)本部企画支援,(4)顧客情報

基盤で構成しており,顧客のシステム化要件にん己こ

じて必要なソリューションを提供することによ

り,適切なシステム化対▲応を実現する｡

CRMを実現するには,仮説,分析,実行,検

証という四つの‾l二程を練り返し行うことにより,

マーケテイング活動の効率向上を図る｢クローズ

ドループ型マーケテイング+の実施を吋能とする

システム環境を必要とする｡このクローズドルー

プ型マーケテイングでは,仮説と分析の工程で効

果的なマーケテイング活動方針の立案とターゲッ

ト顧客の選定を実施し,顧客に応じたマーケテイ

ング活動の実施と結果の評価を行う｡このマーケ

テイング手法が特に有効となるのが,多くの顧客

を対象としてマーケテイング活動を実施するキャ

ンペーン宮古動である｡キャンペーン活動では,仮

説と分析のt程によって設定されたキャンペーン

対象顧客の情報を拙糾し,抽出した顧客情報を対

象キャンペーン･対象チャネルに割り当てて,実

施したキャンペーン結果を管押,分析し,次回キャ

ンペーン活動へ反映させる必安がある｡

l‾l立製作所は,キャンペーン管理ソリューショ

ンの強化として,米国Exchange Applicati()nS社

との提携により,何社が開発したキャンペーン管

押システムを提供することで,これらのキャンペ

ーン活動に必要な各機能のシステム化を支援す
る｡伺システムは,キャンペーン設計機能,デー

タ抽出機能,スケジューリング機能などを兼ね備

え,クローズドループ型キャンペーンのシステム

対応を叶能とし,キャンペーン活動の効率化と

キャンペーン周期の短縮化を支援する｡

また,キャンペーン管理ソリューションでは,

パッケージ提供だけでなく,キャンペーン設計,

システム活用トレーニング,運用支援などのコン

サルティングサービスを提供し,真のCRM実現

に向けた顧客サポートを実現する｡

(発売時期:1999年12月)

フ〆ル(8 編集く日 義売世〉 ツーん(p エ挿しわト喧〉ヘルプ○(抄

旦垣L由_壷卜幽.塾l連l』避J

旦卜主L出幽幽
rノ;L払 そr⊥

漆 ゥ等号ヱ+

喝 喝

‾●

1

附

抑/〆脚

【
-
リー7

て

準

官』
ヰ悔
貢直
冴

巨(一点○▼3%〉

(60-60)

比転用デー,

斡`
レスキッス有く0_2%〉

若シー
スフりワト5(50-50〉

比較用データ

21

泌
ヰ▼ンヘしン丘歴1

米国ExchangeApplications社のキャンペーン管理システムの画面例
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報
シ
ス
テ
ム 営業店･自動機システムソリューション

｢営業店･自動機システムソリューション+により,営業店･自動機チャネルでの新業務の短

期開発･顧客サービスの向上と,営業店事務の合理化･省力化を実現する｡

金融機関は,金融ビッグバンの進展に伴い,戦

略的な営業力の強化と営業店事務の合理化･効率

化を目指している｡1-1立製作所は,これらの金融

機関の経常課題を解決するために必要な戦略分野

の･つである,効率的チャネル戦略確立を実現す

る｢営業店･自動機システムソリューション+を提

供している｡1999年3月に発衣した｢営業JJi･n動

機システムソリューション+のいっそうの拡充を図

るため,以■卜の技術やサービス分野を強化した｡

(1)金融アプリケーションフレームワーク"FW/下F”

FW/FFは営業店･自動機システムのソフトウェ

ア基盤製品であり,ユーザーが必要とするコンポー

ネントを選択することにより,短期間でかつ容易に

システム構築ができる｡今回,開発基盤としてJava

アプレットをプログラミングレスで生戌する開発支

援ツール``RammWare丘)rJava*”をメニュー化した｡

このツールは,ユーザーが新規業務を構築する際,

ビジュアルに業務両面定義を行うだけでJavaアプレ

ットの自動生成を吋能にし,システムの開発効率と

メンテナンス性を大幅に向上させる｡

(2)統合イメージ処理システムソリューション

統介イメージ処理システムは,営業店系システ

勘定系

システム

囁

情報系

システム

新業務

システム

マーケテイング

システム

ムと集巾センター系システムとに大別される｡現

在,為替イメージ処理システム``pH-3000/IE”をベ

ースに,集中センター系システムの主要業務であ

る仕向け系集中処押の業務拡大への基盤整備を鋭

意推進中である(2000iF4月リリース予定)｡これに

より,新規業務の追加,常業店系システムやイメ

ージ保管システムなどの連携を容易に実現するこ
とができる｡

(3)アウトソーシングメニューの整備

営業店システムのTCO(TotalCost of()wner-

sllip)のいっそうの削減をl司るため,新金融サービ

スのアウトソーシング体制を提供する｡従来のシ

ステム開発では,計両,構築,導入,連用に至る

各フェーズの作業を,金融機関自身の体制で行っ

てきた｡今担l新たに全曲的なアウトソーシングの

メニューをラインアップし,今後急速に発展する

と予測される共同センター化に対応して,アウト

ソーシングにより,営業店システムでのシステム

開発への投資促進と運用経費の削減を支援する｡

(発売時期:1999年3月)

旺:*は｢他社登録商標など+(15()ページ)を参照

集中センター

イメージ

集中処理

印書監

検索

イメージ

保管

自動機
監視

遠隔相談

システム

Hubサーバ

日立アプリケーション

サーバ

営業店システム

ソリューション

統合イメージ処理システム

ソリューション

ネットワーク
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準
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営業店･自動機システムソリューションの全体像



lCカード製品･サービス体系｢日立ICカードシステムソリューションズ+

MULTOSハイブリッドカードを中心に各種ICカードをサポートし,ICカードシステムをトータ

ルに支援するソリューションメニューを,｢日立ICカードシステム ソリューションズ+として体
系化した｡

企業情報システムや社会･公共システムのイン

フラストラクチャーのキーコンポーネントとし

て,高いセキュリティ機能と携帯性を併せ持つIC

カードが注口されている｡また,電子マネー,ク

レジットカード,ポイントプログラム,人道山管

理など複数のアプリケーションを1枚のカードで

実現できるICカードシステムへのニーズが高まっ

てきている｡

口立製作所は,ソリューション体系``cyber血)nt''

をベースとして,各種ICカードシステムをトータ

ルに支援するソリューションメニューを｢日荘IC

カードシステムソリューションズ+として体系化

した｡このソリューションは,MULTOSハイブ

リッドカード(世界初のサポート)を中心に,接触

型･非接触型の各種ICカードをサポートし,ユー

ザーに適切なICカードシステムのプランニングか

ら構築･道川･保守に李るまで幅広い範州をカバ

ーする,サポートサービスから成るソリューショ

ン群である｡

今凶は,各業種に対んむするソリューションの節

一弾として,金融分野用｢決済ソリューション+,

文教分野用｢キャンパスカードソリューション+,

流通分野用｢会員カードソリューション+,菜種共

通の｢社員カードソリューション+の4ソリュー

ションを提案している｡さらに,ICカードの発行

と運営に必須な｢ICカード発行システムサービス+

や｢認証書発行･運営管理サービス+も提供する｡

これらのソリューションでは,MULTOSハイ

ブリッドカードの採用により,決済や認証などで

求められる高いセキュリティと,入退出管理で必

要な利便性を1枚のICカードで実現している｡ま

た,このソリューションと日立製作所のセキュリ

ティ製品･サービス体系"Secureplaza''を組み合

わせることにより,セキエアで利便性の高い情報

システムが実現できる｡

今後は,このソリューションの適用分野を,公

共分野の｢住比カード+,｢介護保険+,｢電子乗車

券+,サービス分野の｢アミューズメント+,物流

分野などへも拡充していく予定である｡

(発売時期:1999年7月)

カードタイプ
接触型

非接触型

密着 近接 近接,

マイクロ波ハイブリッドカード,コンビネーションカード

機能 特徴(国際規格) lSO7816 暮SOlO536 1SO14443 1SO15693ほか

プログラム蓄積

型ICカード

(カード

コンピュータ)

･マルチアプリケー 山OLTOS】

魯
転

生
特徴を､

､ヽ

∨ンヨノ

-ドタイプの

′-したソリ′､ユ′､

l司

低

ンヨノ

･アプリケーションの
追加･削除

･高セキュリティ

･標準OS

両肘≦ユーショ云･･--シ≡･1･…滋

･会員カードソリューション

･社員カードソリューション

･キャンパスカードソリューデータ蓄積型

lCカード
･固定アプリケーション

･アプリケーションの
ROM焼き付け

ショ

ト商店街ソリューシご;て＼も一･･≧ミ切･■アミューズメント【ソリ三-ションF
･個別OS

熊

ト介護保険ソリューショント等

l･住民カードソリューション【

l

･電子乗車
券ソリュー
ション

亀､

ロジックカード

(CPUなし)

･ワイヤードロジック ･使い捨てプリペイド ･パチンコ †テレ頒､ン､ ･物流シス妄
による制御

･単機能アプリケー
ンヨ/

カード カード ガー､ド′∧■､二′¥

F‾し-宣誓空コヱ‾遭

注:鞄(既発表)･[](計画中)

｢日立ICカードシステムソリューションズ+の体系
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情
報
シ
ス
テ
ム ファツションビジネス業界用ソリューショゾSolutionmaxforFashionBusiness”

ファッションビジネス業界用ソリューション体

系``solutionmaxbrFashionBusiness”を提案する｡

クイックレスポンスを目指したトータル サプ

ライ チェーンを,まず生産業務から構築してい

くことをねらいとしている｡生産業務ソリュー

ションは次の三つで構成する｡

(1)生産管理システム``HITALPHA2ノ//WWW”

インターネットに対応し,海外を含めたグロー

バルな余業聞達携を実現する｡

(2)アウトソーシングサービス

システム運用を代行し,ローコスト運川と,顧

客の負担を軽減する｡

(3)ソリューションサービス

BPR(業務の抜本的改革)から,システム計画･

構築･運用までを支援する｡

今後,｢販売+と｢物流+を加えて,ファッション

ビジネスでのトータルソリューションを提案して

いく｡

(発売時期:1999年10月)

HITALPHA2/WWW

アウトソーシング

サービス

販売

SCM

ソリューション

サービス

物流

注:暗譜説明 声CM(SupplyChainManageme=t)

ファッションビジネス業界用ソリューション"Solutionmax
forFashionBusiness”

企業ネットワークの多様化に対応する｢Compasspo什衛星イントラネットサービス+

朽＼〇ompasspo｢t

運用センター

/`
送信局 Compassport

地上系ネットワーク

日立製作所運用

24

拠点A

LAN

拠点B

LAN

Compassport衛星イントラネットサービスの構成

イントラネットに流れるデータの容量は大きく

なる一方であり,ファイル同報配信や映像配信な

ど,その利用形態も多様化している｡

このような状況に対応するため,日立製作所の

企業ネットワーク アウトソーシング サービス

"Compassport”では,衛星イントラネットサービ

スを付加サービスメニューの一つに加えた｡

〔｢Compassport衛生イントラネットサービス+の

特徴〕

(1)全国拠点の端末までの,大容量データ高速同

報配信が叶能

(2)インターネットプロトコルを使用するので,

イントラネットとの親和性が高く,既存LANに

スムーズに接続が可能

(3)通信衛星放送用パラボラアンテナの使用によ

り,従来の衛星通信のような大規模受信設備が不要

(4)衛星･地上系ともに,ネットワークの設計･

構築から運用代行まで,高品質なサービスを提供

(発売時期:1999年7月)



エンタープライズWebコンピューティングソリューション

ーCosminexusとWo｢kCoo｢dinato｢一

ビジネス環境が激動する今口,企業では｢スピ

ード+,｢柔軟性+,｢高付加価値+という特性を持

つWeb基幹情報システムの構築が急務となってい

る｡日立製作所は,企業の基幹業務をまたがるビ

ジネスプロセス(業務の流れ)をバードビュー(鳥

観的)にとらえて構築,運用できるように,エン

タープライズWebのための基盤製品を提案する｡

この基盤であるアプリケーションサーバ

``cosminexus”では,基幹Webのアプリケーショ

ン開発･適用のスタイルを大幅に改善し,既存の

ソフトウェア資産も活用する｡メインフレームや

パッケージソフトウェアなどの多様なシステムを

統合的に連携させる豊富なラッピング製品群が利

用でき,``workCoordinator”を用いて企業の基幹

業務の構築･運用ができる｡また,あらかじめ用

意されたひな型(アプリケーションフレームワー

ク)を活用して業務アプリケーションを短期間に

開発できるので,大規模基幹システムにも対応し

たスケーラビリテイ,信頼件,性能が亨′受できる｡

(出荷時期:1999年10月)

ソリューション基盤｢plazaシリーズ+

1998年7月に発表したソリューション体系

``cyberfront''の基礎としてソリューションを支え

る基盤がソリューション基盤であり,｢plazaシリー

ズ+として体系化している｡

(1)統合ストレージ基盤"Storeplaza

データセントリック情報システムを実現するた

めのソリューションを提供する｡

(2)超高速光IPネットワーク基盤"IP&Optical

plaza

超高速･岳信頼･高品質の人規模ネットワーク

を構築するためのソリューションを提供する｡

(3)分散オブジェクト基盤"NetworkObjectplaza

次世代企業情報システムをオブジェク1､指向開

発技術で効率的に構築するためのソリューション

を提供する｡

(4)セキュリティ基盤``Secureplaza

コンサルティングから構築,運用･監視に生る

システムのトータルセキュリティを実現するため

のソリューションを提供する｡

(おのおの発売済み)

業務:

アプリケーション
フレームワーク･

EJBで開発

注1

｢WorkCoordinatorデファイナ+で
業務の流れを定義

トニて〝_].こ･弓

0(召三岩㌫諸宗詣)
⑳(写三三嘉謡三言と話ト)
○(ユーザー作成コンポーネント)

○(ラッピングコンポーネント)

●(ラッピングコンポーネント

妙(業務の流れ)

業務

パッケージ

脇筋
ルWebクライアント

(Java,ブラウザ)

鬱

エンタープライズ

囲

転逐

基幹業務システム

圃

注2:略語説明 EJB(EnterpriseJavaBeans)

"cosminexus”によるエンタープライズWebコンピューティング

Cybe｢front〔墓慧蒜造謡亡を許諾品遺賢抱える〕
′′･プ

‡､妻;≡三言ミはム･公共ビジネスソリューショ/

:去

′

宝

業種別
製造ビジネスソリューショ.ン

lJ､
罠 Sok舶nmaxforManufactu｢lng

毒藁藁ヲへ済警｡｡鑑M望:警｡茫‥
ダ

lC

Card

ゾリユーきヨン‾_≧

基盤､-…萱喜一〉､萱三､､･･
､‾､､‾宅:･ジ･お

､､一戸澄8抑由Iptaza三､
･､ご-$tor印旭之a

-′馳伽OrkObj昏CtPlaz畠≡S郎u嘩Plaき準

ソリューション体系"Cyberfront”とソリューション

基盤の位置づけ
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情
報
シ
ス
テ
ム セキュリティ製品･サービス体系"Secureplaza”

Pねn(企画)

･アプリケーションセキュリティコンサルテーション

･情報管理セキュリティコンサルテーション
･入退出管理セキュリティコンサルテーション
･ネットワークセキュリティコンサルテーション
･セキュリティホール診断サービス

♂製品群ソフトウェア

ハードウェア

See(運用･保守)

･ファイアウォール
サービス

･VPNサービス

･認証システムサービス

･不正アクセス監視
サービス

･ウイルス監視サービス

淘
Do(設計･構築)

･ファイアウォール
構築サポート

･VPN構築サポート
･認証システム構築

サポート

･ウイルスワクチン
サービス

注二略語説明 VPN(VjnualPrjvateNetwork)

"Secureplaza”の商品体系

情報社会を支える情報システムセキュリティへ

のニーズは年々高まっている｡これらのニーズに

こたえるために,"Plan(企痢)-Do(設計･構築)一

See(遠州･保守)”という情報システムのトータル

なライフサイクルの各場面での情報セキュリティ

ソリューションを``secureplaza''という体系として

提案している｡

具体的には,(1)ネットワークセキュリティに関

するサービス商■l占群(コンサルテーションなど),

(2)年々高まりを見せかつ多様化する情報セキュリ

ティへのニーズにこたえるための機密情報管理や

入退出管理といった｢情報管理セキュリティコン

サルテーション+,(3)入遊山管理セキュリティコ

ンサルテーションなどに関するサービス商品群な

どで構成している｡

さらに,1999年6月にISO巨l際標準(ISO15408)と

して採択されたセキュリティ評価基準"CC

(Common Criteria)”に対応したサービスについて

も,｢1立製作所が開発した計画技法に基づいたサ

ービスで掟供する｡

(発売予定時期:2000年3月)

超高速光IPネットワーク碁盤ソリューション"lP&Opticalplaza”

インターネットの急速な普及により,キャリヤ,

ISP(Internet Service Pr()Vider),企業でのIP

(Internet Protocol)基盤ネットワークの拡販が急

lPデータ･音声･映像伝送などの
大量,高トラヒック情報を安定
して伝送できる光肝ネットワー
クシステム

電子会議システム

亡殿VoiceoverlP

光バックボーン

320Gビット庖

光伝送装置

ルータ

キャリヤ,1SP,企業のインフ
ラストラクチャーネットワーク
に対する光とIPを核としたIP
トータルソリューション

ル∵タ

感
電子商取引

面
コンテンツ配信

注:略語説明 00S(Q]alityofSeⅣice)

超高速光IPネットワーク基盤ソリューション

"lP&Opticalplaza”のコンセプト
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速に進み,超人容環光伝送技術や超高速IPルータ

技術を組み合わせた大規模ネットワークへの要求

が高まりつつある｡

このような環境の下で,キャリヤ,ISP,企業

のインフラストラクチャーネットワークに対し

て,光とIPを核とした超高速光IPネットワーク基

盤ソリューションを提供するものとして,"IP&

()pticalplaza”を体系化した｡

これにより,WDM(波長分割多膚)という新し

いノブ式を用いた光伝送装置"AT6100''を通して,

音声･テキスト･動画データなどの火屋データの

光伝送が,業界トップクラスの320Gビット/sの

超高速で可能となる｡また,超高速ギガビットル

ータ"GR2000”により,高速なルーティング処理

と高イ言頼なシステム構築を可能とし,巨大なトラ

ヒックを安定して伝送する超高速光IPネットワー

クシステムを実現する｡

この超高速光IPネットワーク基盤ソリューショ

ンにより,竜子会議,``voice overIP'',電子商取
引,コンテンツ配信,データセンタなど,マルチ

メディアや巨人なトランザクションを扱う情報シ

ステムに適したネットワークを可能としている｡

(ヴ己売時期:1999年7月)



さタd与′乞鼓さく姓■告L′′⊂7-

一■l
ヽ

金融ビッグバン,行政改邑インターネットイントラネットなどのネットワーク環境での電子商取引

に対応した顧客情報システムの構築や構築を支援するサブシステムを開発し,提供した｡

次世代大規模金融ネットワーク｢株式会社≡相銀行次期営業店ネットワークシステム+の構築

金融ビッグバンを背景に,金融業界では,綻争

力強化のための情報インフラストラクチャーの‾F奇

祭備が急務となっている｡

これに対応して,株式会社ニー三和銀行は,新サー

ビスを迅速かつ柔軟に掟供するための次期営業JJi

システムのインフラストラクチャーとして,全国

的な新ネットワークシステムを構築している｡

〔ネットワークのポイント〕

(1)大規模なルータネットワークを構築

(2)将来の通信帯域の増人に対して十分なスケー

ラビリティを持つATMネットワークを採川

(3)通爪経路の2系統化によって高仁i煩性を確保

し,24時間36511稼動に対応

(4)診断システムなどの整備による,安全かつ確

実なネットワーク維持管理の実現

(5)勘定系データと情報系データを統合し,凶線

コストを低減しつつ,業務の優先度にん占じたトラ

ヒック制御を実施し,業腐ごとのスループットと

レスポンスを確保

(システム稼動開始時期:1999年4月以降順次拡人)

センタ｢

(′/戌系LAN

ATMルータ

ANlOOO

(ATMスイッチ)

各種
サーバ

B系LAN

′ATMルータ

ANlOOO

(ATMスイッチ)

基幹系A

中継拠点

ANlOOOMN

(ATMスイッチ)

ATM

ルータ

集線

装置

AN30MN

(ATMスイッチ)

ATMルータ

A畢

ク譲アン

大規模営業店

AN30MN

(ATMスイッチ)

ATMルータ

ーーーーB系LAN

機(､観鼻葡忘アント

ANlOOOMN

(ATMスイッチ)

ルータ

A系

中継拠点
ATM

ルータ

集線

装置

ルータ

B系LAN

機 アン

中･ノJ､規模営業店

次期営業店ネットワークシステム構成の概要

自治体の行政変革に対応する新総合福祉システム｢ライフパートナー+

福祉業務窓口 ｢ライフパートナー+

嶽
直垂頭囲
[垂亘童画司

囲

[直垂亘]

珍

妙

相談受け付け

個人情報照会
申請書持出力

申請書受け付けl審査･登寿

台帳情報模索

履歴模索

審査結果登銀

効率化

事務処理

囲

[二重奏麺毎夏二二]

業務アプリケーション

高齢福祉

介護保険

障嘗福祉

児童福祉

鮒.……ノ‾‾‾‾‾一≦′嫌葦…

搾要望肝奪認芦琵霊覧欝∃
l財務システム】

新総合福祉システムの概念

関連施設･機関との
情幸随携

⑳
匝垂直亘亘]

経済の変動や,みぞうの少子･高齢化,地方分

権化の推進に伴い,わが何の自治体行政は大きな

行政変J巨の時期に来ている｡

開発した新総合福祉システムは,大きく変化し

ていくと考えられる自治体の福祉行政の事務処理

を情報システムとして支援し,住民が生まれてか

ら死ぬまでに一受けることのできる福祉サービスや

受けてきた福祉サービスを伽人情報として管理す

るものである｡その情報を活用した,住民が受け

ることのできるサービスを適切に紹介する相談支

援機能･情報提供機能を核として,各福祉制度で

の事務の効率化が図れる｡

介護保険｢ライフパートナー/P+を包含し,児童

福祉,障害者福祉,高齢者福祉の各制度に対応し

た個人情報を一元的に管理するために,｢ライフ

パートナー/P+と同一環境で稼動するこの新総合

福祉システムを,｢ライフパートナー+シリーズと

して製品化していく考えである｡

(発売予定時期:1999年12月から段階発売)
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情
報
シ
ス
テ
ム インターネットホームページの真正性証明を実現するインターネット･マークシステム

Web公開者

マークデザインの
作成

HITA ①

】M発行申請

転]②
コンテンツ制作
Webページ公開

⑤

≡=

実体:

日立製作所

HITACHl

HlmCHl

lM閲覧者

閲覧(マーク確認)

曲

⑥

lM主催者

lM発行審査 ③

【M生成･発行

日垂垂司
↓透かし込み

匝垂司 ④

lM認証 ⑦

認証局

公開かぎ証明書

発行冒
注:略語説明

IM(l〔ternet-Marks)

インターネット･マーク技術の適用イメージ

インターネットのホームページでは,一一部で不

正な商収引や情報発イ言などが行われるケースが生

じており,本格的な情報交流･電子商取引の場と

しての発展を妨げる状況が生じてきている｡

インターネット･マーク技術は,ホームページ

の内容や発信者情報などを,ホームページにはら

れたマーク画像によって利用者が視認し,確認す

る手段を提供するものであり,通信･放送機構の

委託研究として,1998年9月から2000年3月までの

期間で研究開発を行っている｡ホームページの認

証情報を小さな画像データに電子透かし技術で高

密度に埋め込むことにより,ホームページの検証

を吋能とする｡検証結果は,マーク画像に変化を

与えることで,利用者にわかりやすく伝えられる｡

H立製作所は,この真正件証明のほかにも,マ

ーク検索機能を用いたコミュニティ活動の形成な
ど,今後のネットワーク活動を前提とした応用機

能を開発し,安全かつ親しみやすいネットワーク

環境の構築に貢献している｡

(製品化予定時期:2000年4月)

たばこの受注･販売･在庫管理業務を支援する販売物流システムの構築

-H9000VとERPパッケージR/3を使用-

塾
(≡垂直奉郵

日用品

(亘重り
全国200か所

注文･

代金通知

全国30万店

＼＼

輸入品

営業所･受注センター

全国200か所

受注･代金通知
処理

誘瞼-ム

JTサーバ

〉C2200×11台
〉T800×2台

マ濱漠

EDlサーバ

VK370×2台

日用品

スーパーストア･

コンビニエンスストア

国産品 輸入品

ロ

⑪
全国200か所

出荷･入出庫処理

発注･代金

通知処理

TSサーバ

〉C2200×9台

〉T800×2台

EDlサーバ

VK370×2台

輸入品

DF350RA【D5

6,000Gバイト

転

販売物流システムの概念
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DF350RAID5

5,000Gバイト

TS販売物流システム

日本たばこ産業株式会社(JT)とタバコサービ

ス各社(TS)納めの販売物流システムを,株式会

社ジュイティソフトサービスと共同で開発した｡

これは,たばこの受汚から販売,在庫管理などの

JTグループの基幹業務を支援する,システムダ

ウンが許されない(ミッションクリティカル)シス

テムであり,1999年10ノ+から新システムとして稼

動を開始した｡

システムの実現に際しては,SAP社のERPパッ

ケージ``R/3''を核として,JTグループの固有要件

をl]立製作所のオープンミドルウェア``JPl･

OpenTPl”上で追加開発した｡

システム形態は,CPUとしてVC2200×20子?＋

VT800×4千丁,記憶装置としてDF350総計11Tバイ

トで構成する,世界最大級のオープンシステムで

ある｡

ミッションクリティカル業務を実現するため,

CPUに対しては"MC/ServiceGuard*''による交fE

機切換,データに対してはRAID5を二重化するこ

とで,高信頼牲を実現した｡

注:*は｢他社登録商標など+(150ページ)を参照



初任者に優しい｢日立戸籍総合システム+

Hl上戸籍総合システムでは,｢初任者に優しい

システム+をコンセプトに掲げ,戸籍事務を行う

初任者にとって,特に大きな負抑となる三種の主

要事務の負荷を大幅に軽減した｡

(1)文字機能の感化:戸籍で使用できる文字(止

字と通達で認められた俗字)は5ガ字以__Lあること

から,戸籍事務でこれらの文字を扱ううえでは戸

籍六法や漢和経典などで確認し,細心の注意を払

う必要がある｡口立製作所は戸籍専用竜ナ辞書

｢東商悦+を製品化し,初任者でも簡単に文字判断

ができるようにくふうを凝らした｡五萬悦では各

社のメーカーコードを標準保有し,他社接続が円

滑に行える｡

(2)審査機能の強化:届書の受理･不′受理の判断

には関連法規の知識を必要とするので,法務省湛

準システムの審査機能に審査解説機能と先例通達

参照機能を追加することにより,初任者でも簡単

に審奄ができるようにした｡

(3)記載機能の強化:届書情報をいかに簡削こ人

力できるかが記載の効率をスミ子iする｡このため,

すべての届書人力画向を紙の届書と同じレイアウ

トにすることにより,初任者でも簡単に記載でき

るようにした｡

(発売時期:1999年5月)

単漢字入力

検索条件

渋み1 ｢
!たみ2 ｢

渋み〇 ｢
‾‾‾‾

宅たみ4｢

】

｢】一ヨ｢‾▲‾T｢二当
｢‾‾‾コ｢｢ ｢:当
m｢±ゴ

一策紹
一
硝

榔
候

人名司拐Il ｢人名用漢字

｢変体かち

竜 致 ｢:∃･-｢:∃

抜手■正字軒｢ ｢
字 嘩｢ ｢

通達香色 阿‾‾∃

大帝内幸典番号 ｢

角川大寄席酌 ｢

旦竺:リガコ智出力 型L____+

紺衝｢｢
糊唇

⊥+

_竺聖_止
ヱ竺竺堅j

竺聖三二d

也

ヱ聖堅+

エ竺空也

空空旦+

･異体字の表示

｢非表示

行表 示

オ拓年前抄出

｢日立戸籍総合システム+による迅速･正確な文字判断
の画面例

商談業務の効率化を実現する電子商談システム"HITESP”

供給企業と購入余業間の商談業務の効率化を図

る,電子商談システム"HITESP(Hitachi

Electronic Sales Promotion&Merchandising

System)''を開発した｡

HITESPにより,インターネットを介して接続

された供給企業と購入企業が,提案書の配信と回

答,新商品の情報,提案要求の発信とそれに応じ

た提案書の送付といった機能を掟供し合うことが

できる｡提案書の送受信や新商品の発録通知,提

案要求通知などの機能を実現するために,マルチ

エージェント機能と,提案送付先の属性に応じた

提案書内容を自動生成するマスカスタマイゼー

ション機能を採用している｡マーケテイング デ

ータ センターが商品情報や提案書情報を一元管

理し,供給余業と購入余業はWebブラウザの操作

だけで商談業務を行うことができる｡特に小売業

から,これまでばく大なコストがかかっていたバ

イヤー業務の効率化とコスト削減を実現するシス

テムとして注目されている｡

(発売時期:1999年8月)

供給企業

⑳ 闘

提案要求

提案

どわ
インターネット

圃

購入企業

○

マーケテイングデータセンター

提案作成
リアクション

履歴管理

セキュリティ闇⑳霊室彊萱
HITESPの概要
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情
報
シ
ス
テ
ム 顧客指向の戦略的店舗経営を支援する店舗情報システム"H汀SMAP”

店
舗
シ
ス
テ
ム

巨､≡一三当■;HローSMAPl済…蓋≦FSPサブシステム

l顧客管理lf妻菱.
基本パッケージ

l 売上管理 l l ポイント管理 l

l 価格管理 l lプロモーション管理l

l特売管理l

lマスタ管理l

lクレジット管理l

lPOS管理l

l本部間い合わせl

バックヤードサブシステム

lマスタ管理l

l仕入れ･格品･発注管理l

ll租ほ口し管理lCAFIS対応機能
(クレジットデビット ≡こ■日割予算管理 し=巨

l切 P

本
部
シ
ス
テ
ム

30

圧更至≡･亘萱∋

⊂二重萱萱萱::コ
⊂田聖コ
匹璽璽

⊂:::憂重臣璽蛮匿二::⊃

⊂亘萱璽璽選匿=)

データ分析

商品情報分析
パッケージ

[云三重遍]
[重量亘匠]
国

顧客管理分析
バッケ】ジ

[≡亘巨蚕豆l
圏
[二団

巧頭重)巨姦悪､′

並列OLAPサ】バ

⊂亘壷亘遍⊃

本部基幹業務システム

⊂:喜王∃≡萱萱萱コ
⊂=亘≡夏至逗二二]
ロ≡三三璽亘三重覇≡璽]
[二:二墾萱巨萱璽ニコ

GEMPLANET

財務･会計

人事･労務

注:略語説明

RFM(Recency,
F｢equency,Moneta｢y

Va】ue)
MD(Merchandise)
LTV(LifetimeVa山e)

CAFIS(Creditand
Finance】ntormation

System)

店舗情報システムのトータルイメージ

量販ルー1J店舗情報システム"HITSMAP”を巾心

とした店舗･本部システムにより,戦略的なマー

ケテイングを支援する｡

〔上な特徴〕

(1)FSP(FrequentShopperProgram)機能では,

店舗･本部での顧客情報･ポイント･プロモー

ション管押により,戦略的な顧客管押を支援する｡

また,顧客情報分析パッケージとの連携により,

優良顧客を識別し,l叫定化をl判る｡これにより,

顧苓の優待意識を向上させ,固定客の拡大や来店

頻度の向t二,収益の増加につながるマーケテイン

グが可能となる｡

(2)本部基幹業務パッケージとの連携により,′受

発拝管理･商品管理･マスタ管理をトータルに支

援する｡

(3)豊富な運用管押機能により,本部から各店舗

に対する運用状況の把掘や障害発生時の情報取

得,メンテナンスが可能であり,迅速な対応が行

える‾｡

(4)クレジット･デビットカード対応機能や,電

子ジャーナル機能も支援し,またWindowsの採川

により,オープンプラットフォームのC/Sシステ

ムの構築が行える｡

(発表時期:1999句三11Il)

HITRMD/HITGMDによる流通デマンドチェーンの確立

小売業m情報システム"HITRMD”は,消費者

との接点である′ト先業の店舗･本部･倉樺の業務

をトータルに支援するパッケージである｡販売時

点で購買履歴や倉庫の在席状況,商.冒-の入荷予定

などをリアルタイムで提供できる顧客指向のシス

テムである｡敗北･在樺データの即時把握により,

品ぞろえの強化と,適時･適正な商品発注を実現

する｡

商品予算管押システム"HITGMD''は,鵜幹業

務の実績データを活用し,予算策定･予実算管理

を行う業務パッケージである｡"HITRMD''との

連携により,商品管理でのPLAN-DO-SEEのマー

チャンダイジングサイクルを確立する｡

流通業では,デマンドチェーン･サプライチェ

ーンの構築が活発化しており,今後,需要情報で

ある商品計痢･販売データの企業間での共有化を

岡る｡

(発売時期:ⅠⅠITRMI)1鮒7年9月,HITGMI)1999年11月)

仕入れ先
メーカー 小売り 消費者

商品
予算く､

本部 店舗

…丘ⅨHITGMD

需要予測

貴需要情報j
l商品予算l

∠宕謬≡
琶､′泡

生産･調達
計画情報

ミ販売
データ

ロ ･寸1 圭

発注
データ ＼.商品管理 ダ L

lサプライチェーン
ダ■‾

流通デマンドチェーンの概念



MPEG-4映像情報システム"MEDIAHALL”

MPEG-4は,MPEG-1,MPEG-2に続く,新たな

マルチメディア動画像の規格である｡高い情報庄

縮率･低ビットレートという特徴に加えて,電送

誤りに対する岳耐性と,コンテントベース符≒Hヒ

という新機能も備えている｡

この規格をインターネット･イントラネット分

野へ適用した映像情報システム``MEDIAHALL''

は,動向像の人力(デイジクイズ)から,編集,滞

積･配イi‾言,検索･利川までを-一一貫して凍える製品

群の総称である｡これらの製品群を観み合わせる

ことにより,遠隔教育システムや動画像データベ

ースの構築ができるほか,監祝システムや,将来
的には次世代携帯電話などのモバイル機器への適

用も可能になる見込みである｡

〔発売時期:MPE(;ノンリニア編集ソフトウェア1999

年7月,VideonetIV(F()ur)1999i仁9月,ⅠIiRDB File

Link Stream Optionほか20()()年3月末の予定,Video

IndexingSystem2000年3月末の予定〕

闇若

夢

闇

葛

入力ソース

(ビデオカメラ,

VT札テレビ放

衛星放送など)

MPEGノンリニア編集ソフトウエア

盟
･映像を編集.圧縮するソフトウエアであ
る′.MPEG映憶を編集することができ.

保存にはMPEG-4形式も採用し.映像
データをコン/叩トにできる.-

映像ファイル
(MPEG-4)

VideonetlV

インターネットイントラネットを利用

して映憮データを配信するサーバで

ある〔MPEG-4に対応し,システム管
理機能が充実している-サーバを地理
的分乱拡張することが可能である.｢

アナログ映像

車齢

映憮ファイル

(MPEG-4)

脚療

(■MPEG-4)

く十-うト

連携

唄像ファイ/レ
(.MPEG-4)

□

利用者

㍉

映像データの模索

Viqeo什1dexingSystem

盈
映像をディジタルに変換し,

同時に,映傾模索に使う情朝

を自動生成する._.
情鰍まXMLに準拠して掛∴

後の利用に便利である..

ト温
HiRD8F始Ljnk

St｢eamOptjon

HiRD6〕[i〉erSalS肌erと

〉ideo[et】Vをつなぐ部品である

HiRDBUniversalSeⅣer

VideoDatabas(きAccess

酎象データをテータへ-スからi架す

楼能などを提供する吾6品である-

凪

i主:略語説明 ×Mし〔ExtensibleMarkupLang】age;拡張可能なマーク付け言語(W3C))

映像情報システム"MEDIAHALL”の全体像

大規模文書管理システム"DocumentBroker”

企業や組織の業務は,文吉のやり取りを束ねる

ことによって遂行される｡このような業務の進ちょ

くをA三石する文書の作成･更新,審奄･承認など

のプロセスや検索･参照を支援することによって

業務全体をコーディネートする文吉管理基盤

"DocumentBroker''を開発した｡

情報公開法が施行され,官公げや自治体での文吉

管理が注目を集めている｡許認吋･巾請などに使用

される膨人な文書は記録として正しく保管され,必

要なときに即座に取り出せなければならない｡

このようなニーズに合わせて,DocumentI∋roker

Version2では,これまでの版管理やアクセス制御,

全文検索などの機能に加え,(1)文吉のプロセスの

遷移を支援する機能,(2)概念検索機能,(3)

ⅩML管理機能など,文書を中核とした業務システ

ム構築に必要な機能を提供する｡

(発売予定時期:2000年3月)

業務アプリケーション

医薬業

創薬管理 囲 印刷出版
審査

許認可 巨轟∃

文書管理のためのミドルウエア

｢
DocumentBrokerWebC】jentLifeCycleOptionVersion2

DocumentBrokerWebCIientVersion2

CORBA

文書管理基盤DocumentBrokerV(汀Sion2

匡麺]
⊂垂肇亘二]

文書管理
機能

ロ垂二重垂二]
匡夏蚕奉車重]

ロ直垂垂二]

[亘;亘重要]

匡≡亘;童画

HiRDBVersion5.0＋HiRDBObjectOption

大規模文書管理システム"DocumentBroker”の概要
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情
報
シ
ス
テ
ム 顧客中心型ビジネスモデル対応の並列OLAPサーバ"Cosmicube”

顧客ひとりひとりに何を提供すべきなのかを早

期に割り出す｢顧客中心型ビジネスモデル+では,

対象顧客10万人,分析指標1万件,顧客属性300バ

イトと想定すると,総データ竜は300Gバイト以

ヒになる｡このような大量のデータの検索速度を

上げるには,並列処理が人きな効果を発揮する｡

多次元分析は,さいころの形をしたデータ構造で

表現される｡

今回,さいころの対角方向に並ぶデータをまと

めてサーバに格納する｢ハッシュブロック分割機

能(対角分割)+と呼ぶ独自の新技術を開発し,高

い並列処理を実現する並列OLAPサーバ

"Cosmicube''を製品化した｡今後は,この大規模,

高速性を生かし,分析業務の多様化と迅速化のニ

ーズにこたえるため,｢顧客情報分析+をはじめと
するテンプレート群を開発し,各業種用のソリュ

ーションの支援を展開していく計画である｡この
製品は,情報処理振興事業協会(IPA)での｢創造

的ソフトウェア育成事業+の一環として技術開発

された内容を含むものである｡

(発売時期:1999年8月)

POSデータ 在庫データ

仕入れデータ
(垂蚕豆垂ら

顧客データ

セントラルウェアハウス

在庫･仕入れ･売上げ
顧客属性

並列ローデインク･
並列事前集約

全国

地区別

店舗別

月別

期別

年
度
別

商
品
別

事
業
部
別

全社

大規模データマート

並列模索･並列要求集約

〔謁
並列OLAPサーバ"Cosmicube”のコンセプト

ECビジネスの根幹を成す｢電子認証公証システム+

転∃

〔過

認証局

=‖

電子署名の確認

に使用する証明
書を事前に取得

蔀膠驚
暗号データ

(電子署名付き実約書を暗号化したもの)

lll‖

契約書

(電子署名付き)

AB
公証局

威

頂

契約時に契約書

の保管を依頼

ECでの電子認証公証システムの仕組み
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近年,インターネットは,単なるコミュニケー

ションの手段からEC(ElectronicCommerce)ビジ

ネスのインフラストラクチャーとしての機能を果

たすようになりつつある｡このように,インター

ネットをECビジネスのインフラストラクチャー

としてとらえた場合,通信相手(取引相手となる

企業や個人)を止しく確認したり,通信データ(契

約文書など)の漏えいや改ざんを防止したりでき

る機能が求められる｡また,契約行為自体を事後

否認されないようにすることも重要な要件の-一一つ

である｡

そのため,このようなECビジネスの根幹を成

す,セキュリティ基盤としての｢電子認証公証シ

ステム+を開発した｡このシステムでは暗号技術

や電子署名技術を用いており,このシステムを利

用することにより,インターネットのようなオー

プンな環境でもセキエアなECシステムを構築す

ることができる｡

(システム稼動開始予定時期:2000年度)



デビット決済サポートセンタシステム

蒜鮎
店舗 移動店舗

決漬センタ

携帯端末

転表別

公衆網･専用線

引っ越し

モバイル環境引受業者)

携帯電話網

感
∈ヨ

キャッシュカード

決済ネットワークインタフェース

スイッチンク機能 プロセシング機能

デビット決済 ターミナル管理
クリアリング

カード管理機能

企業センター
代行機能

決済ネットワークインタフェース

CAFIS

都市銀行 地方銀行 信用金庫など 垂馴垂貯金

デビットカード決済センタの概念

店舗で商占占を購人する際,金融機関発行のキャッ

シュカードでの支払いを叶能とするデビット決済

用サポート センタ システムを開発した｡このシ

ステムでは,Jき言舗内の有線を利川した決済端末だ

けでなく,携帯電話の無線を利用した決済弱品末に

も対応させることにより,利便性が高く低コスト

な決描サービスを提供できるようにした｡

わが国のデビット決済(J-Debit)では,決済端末

を決坊センタ経由で株式会朴NT′rデータの

CAFIS(Credit and FinanceInfornlation

Switcllillg System)というネットワークに接続す

る必要がある｡第1フェーズ(1999年1月以降)では,

決済センタシステムを保有する百貨店などの大規

模店舗だけがサービスを開始した｡節2フェーズ

(2000勺ミ3月以降)に向けて,一一般の小規模店舗で

もこのサービスに容易に参入できるようにするた

め,CAFISへの接続サービスを,自社の決済セン

タ経由で掟供する事業が二幸∑ち上がりつつある｡l-1

立製作所も,口社システムによるアウトソーシン

グサービスを展開している｡

(サービス開始予定時期:2()()0勺ミ3月)

大規模ワークフローシステムを実現する統合型グループウエア"Groupmax

Ente｢p｢iseVe｢sion5”

"Groupmax Enterprise Version5''では,ワー

クフローシステムの大規模化に対応するため,従

来のマルチサーバ機能に加え,全社レベル,問連

会社や収引先企業などのインターネット･イント

ラネットで接続されたシステム閃で情報を交換す

るワークフロー間接続機能を実現した｡これによ

り,企業間の情報連携が必要となる電J･購買シス

テムなどを容易に構築でき,情報資産の有効活用,

経営の効率化,生産件の向上などが凶れる｡

ワークフロー間接続は,W爪†C(ワークフローの

国際標準化団体)が規定した標準什様に準拠してお

り,標準仕様を採用している他社のワークフロー

システムとの援続も実現できる｡また,電子帳票

に人力したデータをⅩML(Extemsible Markup

Language)形式にマッピングする機能により,企

業間でのワークフロー接続時での標準的なデータ

交換を実現した｡さらに,WWWブラウザからワ

ークフローを操作する機能も鹿化している｡
(発売開始時期:1999年5†1)

A社

ワークフロー

サーバ

WfMChteroperabi】jty

XMLによるデータ交換

見積依頼書

日

[亘≡亘]一匝壷司一匡璽

→圏→匡司一区⊇亘]

ワークフローシステムa

日
見積回答書

B社

ワークフロー

サーバ*

同一匝亘司

一[≡司一国一[≡Z互享]

ワークフローシステムb

注:*は,GroupmaxWorkflowまたはWfMClnteroperability準拠
のワークフロー

大規楓Webベースのワークフローを実現する"Groupmax

EnterpriseVersion5”の仕組み
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ム ■･情報システムの運用管理の最適化を実現する統合システム運用管理

UNIXやWindows NT*に代表される情報システムのトータルな運用管理コストの最適化を実
現するソフトウェア管理ツールとして,統合システム運用管理"JPlVersion5''を開発し,発売

した｡

近年の企業情報システムの分散化や人規模化に

伴い,システムの運用管理コストの最適化が重安

課題となってきており,運用管理ソフトウェアの

需要が急速に拡人している｡

他社に先駆けて開発した統合システム運用管理

"JPlVersion5”は,従来のジョブ運用ベースの

分野から,ネットワーク管理やソフトウェア配布

管理,デスクトップ管理,ERP管理などを加え,

フレームワークで統合的に管理するトータルな運

用管理へと進展した｡

ユーザーは,それぞれの分野の独立した運用管

理を越えて,(1)システム全体を統合的に管理し

たい,(2)信頼性を重視する基幹システムの道川

管理を行いたい,(3)運用管理が乏しい分野もう

まく運用したい,(4)新しい機器やプラットフォ

ームも管理対象にしたい,(5)もっと効率の良い
運用を実現したいなど,多様化と範囲の拡大を求

めている｡

JPlVersion5は,5.0,5.1,5.2と発腱し,さら

に充実した運用管理ツールに成長し続けている｡

Jl}llhttl¢ratdV弓OW

ll一･･ノト屯机 蔑みJトワーク甘机屯仙ケープ℡甘

●■ウリ一

口転ヨ

日℡巧者峨
エコーサ巾l
hFⅧ

喜昏吉丁琵…慧

1‾リモ‾トコントn‾且･

日日”9山嘲

■tウイルつ】†l¶l

叫＼＼｢呵一ウイノーウに和′ 伊芳･lケ1ノドゥ･こ巾一

dl小ぶごづ叫■l

底ン 輿

[コ

夏‾羞‾軍

野蒜芯㌻
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統合管理
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[コ

⊂】

岳汀:;‾∴′

Eコ

〔tな特徴〕

(1)Linuxをはじめとする最新プラットフォーム

への対応

(2)ERP管理の拡大(Oracle Applicationsサポー

ト)とR/3連携の強化

(3)StoreplazaのSAN(Storage Area Network)

のJPlによる統合運用管理の実現

(4)UNIXやWindows NTシステムとメインフレ

ーム連携の強化(VOSシリーズ,MVS*)
(5)拉新プリンタのサポート

(6)資産管理の強化

(7)Windows NT環境でのサーバアプリケーショ

ン管理のサポート(管理サーバは,Microsoft

Exchange Server*,Lotus*Domino*,Microsoft

SQLServer*,ORACLEDatabaseServer*など)

(8)JPlと開発環境連携による運用サービスレベ

ルの向上により,さらに高度な運用を実現するた

めの部品を,作成時にアプリケーションに容易に

組み込める｡

(発売時期:1999年4月)

注:*は｢他社登録商標など+(15()ページ)を参照

⊂コ

=

[コ

[コ

声＼
●統合ユーザー管理●大規模システム対応

●マルチプラットフォーム対応

●メインフレーム連携●プロセス監視
統合管理

口

ヰ【√

【コ
ロ ロ

Q

●ソフトウェア配布管理･資産管理
● ウイルス管理システム(Trend〉CS)連携

●Ⅳ3連携 ●ヘルプデスク蓮

●ネットワークを含めた集中管理●サーバアプリケーション管理●OracleApplication$連携

サーバの電源投入から菓務運凰切断までの.一日の運用ベースで対応

"JPIVersion5.2”を用いたシステムの統合運用



基盤製品

ネットワーク環境に対応し,最新の技術を採用した高性能パソコン,PCサーバ,ルータ,データウエ

アハウスを支援するエンタープライズサーバ,およびストレージエリアネットワークに対応したディスク

アレーサブシステムを開発した｡

■･エンタープライズシステムに対応するPCサーバ:アドバンストサーバ

｢HA8000シリーズ+

基幹業務システムの中核となるPCサーバとし

て,｢HA8000シリーズ+をエンハンスした｡最新

CPU対応だけでなく,DVD-RAMドライブ･チェ

ンジャを全機種でサポートする｡"SystemManager

によるきめ細かな運用支援など,可用性と信頼性

の向上も実現した｡

(1)HA8000/380は,Intel社のProfusion*アーキ

テクチャに基づいて日立製作所が開発したチップ

セットにより,PentiumⅢ Ⅹeon*の8台マルチプ

ロセッシングを実現し,UNIXサーバクラスの高

性能をコンパクト(高さ約45cm)に凝縮したエン

タープライズモデルである｡

(2)HA8000/70は,最大2台のPentiumⅢのマル

チプロセッシングが可能なキャビネットタイプで

あり,ファイルサーバやメールサーバなど向けの

ワーク グループサーバである｡

(3)HA8000/30は,Celerom*を搭載したデスクト

ップサイズの小型キャビネットタイプで,プリン

タサーバなど向けのプライス パフォーマンス モ

デルである｡

(出荷時期:1999年7月)

注:*は｢他社登録商標など+(15r)ページ)を参照
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厨･-一壷
HA8000/30

アドバンストサーバ｢HA8000シリーズ+

液晶一体型デスクトップパソコン"FLORA310”

葡

⊂喜⊆≡言
■

-j--ノ..二+_J∴ノ
′-･γ,-

プ∴/｡+人

液晶一体型デスクトップパソコンHFLORA310”

FLORA310は,広視野角のスーパーTFT液晶

(15型,14.1型)を一体化した省スペースデスクト

ップモデルである｡

〔主な特徴〕

(1)画面を上下左右に調節できるなど,置き場所

が自在

(2)高密度実装技術と液晶技術との組合せによっ

て筐(きょう)体の奥行き19cmを実現

(3)FDやCD-ROMなどのファイル装置を前面に

配備し,操作性を向上

(4)オプションのディジタル液晶モニタの増設に

よって2両面をワイド画面として使用できたり,

別々の画面を表示して使用できる,マルチディス

プレイ機能を持つ｡

(5)スーパーTFTの採用により,口に優しく,

省電力

(6)最新のPentiumⅢ(600/500/450MHz)とIntel

Celeron(466MHz)の搭載により,パワフルでか

つ高性能･高機能を実現

(発売時期:1999年11月)

35

情
報
シ
ス
テ
ム



情
報
シ
ス
テ
ム

36

ペン入力型パソコン``FLORA220MP”

･■≧ 11

′■■■題･叱和一一夕圭一-_≡…
二L20p･･･■･･一芸

ノ

⊂王蛾
-l､

ご詔lヨ司

▼

義∀;ら～

ペン入力型パソコン"FLORA220MP”

FLORA220MPは,タッチパネルの採用により,

キーボードやマウスがなくてもペンを使ってアイ

コンをクリックすれば,アプリケーションの起動

や印刷,保存などの制御も行え,文字の人力も手

書きでできる,ペン入力型パソコンである｡

〔主な特徴〕

(1)手書き丈ノ子:人力ソフトウェア｢てが～る+によ

り,書き順の違いや続け書きも認識できるなど凶

内トップレベルの認識率を実現し,画向のどこか

らでも書けるなど,文字人力が白在に行える｡

(2)IBM社の音声認識ソフトウェア｢Via Voice

Proミレニアム*+に対応しており,手書き入力と

音声入力を併用することで,より快適な人力環境

を実現

(3)液晶カバーをスタンド代わりにし,キーボー

ドやマウスを接続すれば,デスクトノブ機として

の使用が叶能

(4)外光の映り込みをカットする液晶の採用によ

り,野外でも見やすい両面を提供(当社従来機比

で約80%の反射率カットを実現)

(出荷時期:1999年10月)

注:*は｢他社億録繭標など+(15〔〉ページ)を参照

B5ファイルサイズパソコン"FLORA220FX”

■■托○尺A

220軟

三.ニ‾シノ
ダ 〆

ノ_ノ〆ノ

B5ファイルサイズパソコン"FLORA220FX”

FLORA220FXは,ⅩGA(1,024×768ドット)解

像度の12.1型TFTを搭載した,B5ファイルサイズ

のパソコンである｡

〔tな特徴〕

(1)パーソナルプレゼンテーションモードⅢは,

ボインティグパッド左卜にあるPスイッチを押す

だけで画面が180度担l転するだけでなく,輝度も

アップ｡商談などの対面業務での顧客へのプレゼ

ンテーションなどに適している｡

(2)LANとモデムを標準で同時内蔵しているほ

か,カスタムメイドで携帯電話･PHS兼用ポート

を搭載することが可能｡PCカードスロットを占

有することなく,LANや電話を使川できる｡

(3)ハロゲン系難燃材を含まないプリント基板の

採用による有害ガスの抑制や,マグネシウム合金

筐(きょう)体の採川でリサイクルをしやすくする

など,環境を配慮｡L】‾i工グループの｢環境情報衷

ホ市り度+を適用している｡

(出荷時期:1999年12月)



世界最高クラスの｢MP6000プロセッサ+

本格化するインターネット時代に対応するエン

タープライズサーバ｢MPシリーズ+のハイエンド

機として,ノンストップ指向を追求した世界最高

クラスの｢MP6000プロセッサ+を開発した｡

0.2はmのプロセスと先進の銅配線技術を採川し

たACE2(Advanced CM()S-ECL2)テクノロジー

を新たに開発し,ワールドワイドで高い評価を得

ている現行のMP5800に比べて演算処理性能を2倍

以卜に向上し,単体プロセッサ性能とシステム件

能で世界最高速(1999年12月時点)の演算処理性能

と高信頼性を実現した｡また,現行比約4倍の性

能を持つ人州カブロセッサを新たに開発し,ネッ

トワークコンピューティングによるトランザクシ

ョンの急増やデータウェアハウスなどによるデー

タ規模の拡人にも,高いシステムスループットを

実現する｡

さらに,命令プロセッサや記憶装置,人州カブ

ロセッサなど主要部位の二重化,冗長化を図り,

24時間365l‾l運転を強化したほか,高速インター

ネットに対応するギガビットイーサネット*や,

セキュリティの高度化に対ん占する内蔵暗号機構を

搭載した｡

(発売時期:1999年10月)

ず1ミ:*は｢他社常録商標など+(15()ページ)を参照
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ノンストップ指向を追求した世界最高クラスのエンタープラ

イズサーバ｢MP6000プロセッサ+

幅広いスケーラビリティを持つ｢MP5600EX/SXプロセッサ+

ll■

芦…夢

CMOS技術を採用し,幅広いスケーラビリティを持つ
｢MP5600EXプロセッサ+(上)と｢MP5600SXプロセッサ+
(下)

エンタープライズサーバ｢MPシリーズ+のミッ

ドレンジ機であり,EC(電子商取引)とインター

ネット時代の基幹サーバとして,新ビジネス･新

サービスのスピーディな構築,運用,大幅な負荷

の増加に即応し,145倍の幅広いスケーラビリテ

ィを持つ｢MP5600EX/SXプロセッサ+を開発した｡

CMOS技術を採用した大型コンピュータとして,

EXモデルとSXモデルを合わせて全20モデルで構

成する｡

MP5600EX/SXプロセッサでは,インターネッ

ト時代の基幹サーバとして,(1)Webアプリケー

ションを高速化する内蔵LANアダプタの高性能

化を図り,高性能な内蔵ディスクをサポート,(2)

無停IL指向システムでのシステム負荷の増大に対

応するキャパシティ オン デマンドをサポート,

(3)セキュリティの高度化に対応する内蔵暗号機

構のサポートを行うとともに,交代プロセッサを

標準で搭載するなど,信頼性と可用性の強化も図

っている｡

(発売時期:1999年10月)
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ム インターネット時代のエンタープライズサーバ"MP5400EX”

インターネットを利用したネットワークコン

ピューティングが進展する中で,基幹システムに

は安定した性能と信頼性が求められている｡この

要求にこたえ,エンタープライズサーバ｢MPシ

リーズ+の下位機種として,｢MP5400EXプロセッ

サグループ+を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)インターネット時代に対応する100Mビット/s

のLANに直結するアダプタを内蔵

(2)ミラーディスクの標準装備と自動回復機能強

化により,高い信頼性,可用性を実現

(3)DDS-3対応DAT装置のサポートにより,容易

なファイルバックアップ

(4)オープンシステムの連携を強化しだVOSK/FS''

と"VOSl/FS''オペレーティングシステムで稼動

(発売時期:1999年12月)

エンタープライズサーバ"MP5400EX”

科学技術計算分野用の高性能サーバ:スーパーテクニカルサーバ｢SR8000シリーズ+のラインアップ強化

スーパーテクニカルサーバ｢SR8000シリーズ+の
モデルC(コンパクトモデル)
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科学技術計算分野用の高性能サーバであるスー

パーテクニカルサーバ｢SR8000シリーズ+のライ

ンアップに,新モデルとしての｢モデルEl+,｢モ

デルFl+,コンパクトモデルの｢モデルC+を追加

した｡｢モデルEl+と｢モデルFl+は,最小4ノード

から最大512ノードまでの構成が可能で,最大理

論演算性能はそれぞれ,4.9TFLOPS,6.1

TFLOPSを実現した｡｢モデルC+では,最大理論

演算性能12GFLOPSを実現した｡

〔主な特徴〕

(1)現行の``sR8000''用に日立製作所が開発した

高牲能RISCマイクロプロセッサの性能を強化し,

ノード当たりの理論演算性能を現行の``sR8000”

の1.5倍化(モデルFl,モデルC)

(2)｢モデルEl+,｢モデルFl+:128倍の幅広いス

ケーラビリティを実現し,｢SR8000シリーズ+全

体では,4GFLOPSから6.1TFLOPSまで1,500倍

強の性能レンジをカバー

(3)｢モデルC+:キャビネットタイプの大きさで,

案内空調による運転を実現(研究室,オフィス設

置用)

(4)高性能かつ柔軟な運用を実現したUNIXオペ

レーティングシステム``HI-UX/MPP for SR8000''

で稼動

(発売時期:1999年9月)



クリエイティブサーバ｢3500シリーズ+"E540PS”,``E540RM”

E540シリーズは,最新のPA-RISCプロセッサ

"PA-8500''を搭載し,システムバスにはクロスバ

スイッチを採用した,ラックマウントタイプの

UNIXサーバである｡

E540RMは最大4プロセッサまで,E540PSは,

HS-Link接続で1,024ノード,4,096プロセッサまで

それぞれ拡張が‾叶能である｡

3種類(高さ:1m,1.4m,1.9m)のラックマウ

ント筐(きょう)体を用意しており,システム規模

に合わせた選択が可能である｡信頼性や可用件が

要求されるフロントエンドプロセッサや大規模な

基幹業務システムに適している｡

(発売時期:1999年12月)
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クリエイティブサーバ｢3500シリーズ+"E540PS':
"E540RM”

｢HITACH19000Vシリーズ+のEnterpriseハイエンドサーバ"VT850”

モデルVT850は,最新の64ビットプロセッサ

``pA-8500”(440MHz)を最大16個搭載可能なハイ

エンドUNIXサーバである｡

システムバスに最大26.8Gバイト/sの性能を持

つクロスバスイッチを採用し,マルチプロセッサ

性能をスケーラブルに向_じさせ,さらに,大容量

2次キャッシュメモリ(プロセッサ当たり64Mバ

イト)や最大64Gバイトのメモリを搭載することに

より,高件能を実現した｡電源やフアンの北辰化

をⅠ実lり,耐障害性と可用性も向上した｡オペレー

ティングシステムには最新のHP-UXll.0*を採用

し,･監富なミドルウェアや流通プロダクトを利用

することにより,基幹業務などに威力を発揮する｡

(発売時期:1999年7月)

子i三:*は｢他社登鎚商標など+(15()ページ)を参月弔
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モデル"VT850”の外観とシステム構成の概要

次世代･高性能"GR2000”の機能エンハンス
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GR2000-4(小型) 槻

GR2000-20(大型)

GR2000-10(中型)

機能をエンハンスした次世代･高性能"GR2000”

CPU CPU

GR2000は,l吐界最高水準の性能と高コストパ

フォーマンスを実現するギガビットルータである｡

企業綱バックボーンとインターネットエッジルータ

への機能強化として卜記のエンハンスを行った｡

(1)IP上で高速･高品質なデータ伝送を実現する

ため,国際標準が進められているDifトServ機能を

ハードウェアで実現

(2)トラヒックを分散転送するロードバランス機能

(3)凶線障害時にISDN回線への自動切換機能

(4)放送型サービスを容易にするマルチキャスト

機能

今後さらに,キャリヤ用に高機能化〔MPLS

(Multi-ProtocoILabelSwitching),IPv6〕,高速

インタフェース化〔OC-48POS(PacketoverSonet)

など〕,および輸出対応機能のエンハンスを図る｡

〔エンハンス機能(1)～(4)の発売予定時期:2000年1月〕
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ム ストレージエリアネットワークに対応したディスクアレーサブシステム

"RAID300”

ディスクアレーサブシステム"RAID300”

これまでのシステムでは,ストレージシステム

は各サーバの配下にそれぞれ接続され,データの

相#利川の際はネットワークを通じて交換されて

いた｡しかし,データの有効活用に対するニーズ

の高まりから,ネットワークの負荷は増大し,シ

ステム性能に影響を与える紫因となっている｡こ

のような背景からストレージエリア ネットワー

クの概念が生まれ,その実現が望まれている｡

このようなニーズにこたえるため,ディスク

アレー サブシステム"RAID300”では,サーバと

ディスク アレー サプシステムをファイバチャネ

ルで接続する場で㌻のデータ転送能力を巌大約4倍

(当朴従来機比)に向卜させた｡また,サーバを樺

山せずにデータをコピーする機能や,システム運

用管稗ソフトウェアと連携してサーバと複数のデ

ィスク アレーサブシステムを統合管理する機能

を搭載するなど,ストレージエリア ネットワー

ク対応の頗化を図った｡これにより,ネットワー

クに負荷をかけずに膨大なデータを有効活用する

ことができる｡

(発売時期:1999年2月)

文字･画像データの一括混在入力に対応する"lmagingOCR”

r--

磯室聖璽空室甑

LJL⊥+ ⊥++++上+_+L+__上++l土=l肌L+～-′:ヨー._

"lmagingOCR”スキャナ(上)とパソコン上の

"lmagi咽OCR”ソフトウエア画面(下)
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新開発の"ImagingOCR”スキャナは,文字だけ

でなくイメージデータの人力に対応できる｡

〔主な特徴〕

(1)高機能イメージOCRスキャナとしては業界初

の節型スタイルで,背柏了を壁に着けられるなどの

省スペースを実現

(2)読取りのフォーマット定義を持つ定花里帳票

(=文字認識)に加え,未定義の非定型帳票(=イ

メージ人力)の一一括混在人力が吋能

(3)両向に記載のある帳票もワンパスで処坤(両

血モデル)

(4)通常のOCRセンサに加え,イメージ入力用の

センサでドロップアウトカラーの違う画像データ

人力も可能(マルチセンサ機構)

(5)手書き文字を中心とした高精度な認識を必要

とする｢帳票OCR+用に,業界トノブクラスの豊富

な実績を持つ本格的な文字認識ソフトウェアと業

虜パッケージを提供

(発売時期:1999年7月)



小型･軽量･高速の学校用証明書自動発行機｢新スチューデンツステーション+

学校窓∩業務の∩動化のための証明書自動発行

機｢新スチエーデンツステーション+を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)小型･軽量(当社従来機比:設置面積40%減)

(2)証明書の高速発行(同従来機比:約2倍)

(3)朱印印刷機能と学割証発行機能

(4)岳鶴現金(1ガ･5丁一円札)対応(オプション)

(5)停電や瞬時停電対応のUPS(無停電電源)内蔵

(6)操作部の高さは弔いすでの画面挫作を配慮し,

視覚障害者用ユニット搭載(オブショ■ン)

(7)外国人留学/ト川の英語版ガイダンス画面

(8)MicrosoftExcel*により,帳票設計が容易

(発売時期:1999年1()月)

托:*は｢他社登録腐標など+(150ページ)を参照

一物■

小型･軽量･高速の学校用証明書自動発行機
｢新スチューデンツステーション+

さイメージエントリサブシステム"QR-S300”

対向窓11での帳票入力に適しているイメージ

エントリサブシステム``QR-S300”を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)QR-S(Quick Reader-Stand)による効率的な

イメージ読み込みを実現した｡ディジタルカメラ

のように,垢稿から離れた位置からスキャニング

し,A4原稿を約1秒で読取り可能

(2)イメージ処理ソフトウェアにより,文字認識

のほか,非定型帳票の識別や印鑑照合などが叶能

(3)Micr()SOftExcelとの連携により,容易に帳票

データエントリシステムを実現

(4)豊富なAPIにより,認識ソフトウェアと組み

合わせた業務アプリケーションを構築

(発売時期:1999年8月) イメージエントリサブシステム"QR-S300”

大型画面,汎用OS搭載の現金自動支払装置｢マルチメディアCD+

マルチメディアCDは,人型画廊と汎用()Sの抗

践によって情報系サービスの従僕を可能にした,

新しい現金自動支払装置である｡

爵 〔トな特徴〕

(1)立位での操作に対応できる大掛軸由実装とデ
//

ザイン

(2)マルチメディア機能(動画･テロップ表示な

ど)により,顧客に対するガイダンス表示を向卜

(3)媒体の大容量化(紙幣6,000枚,別釧票2,400件)

により,媒体補充などを行う運用係員の負抑を軽減

(4)H本日動販売機⊥業会規格｢レベル2+対んbの

堅牢な筐(きょう)体を採用することにより,セキュ

リティを向上

(発売時期:1999年9月)

現金自動支払装置｢マルチメディアCD+
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