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ベンコンピュータの製品化と

オフィスプロセッサの機能強化

＼.
､･＼

ペンコンピュータ"elles PEN”(工ルペン)

t_l立製作所は,,92年末,ペンコンピュータの製品化

とオフィスプロセッサ中上位モデルの機能強化を行い

ました｡オープン化など時代のニーズにこたえたもの

で,これにより,一段と使いやすく,価格性能比の高

いシステムの構築が可能になりました｡

1.主な特長

(1)ペンコンピュータ"ellesPEN”(エルペン)

オペレーティングシステムに"WindowsforPens''※)

を採用し,業界で初めてオフィスプロセッサとの連携

を実現しました｡また,電子伝票プログラムを搭載で

きるので,場所を選ばずに伝票人力処理を行うことが

できます｡この電了一伝票プログラムは,機能強化した

新モデル｢HITAC L-750～790モデルE十(プラス)+

でサポートLている知的帳票認識機能"BELIEVE(ど

リーブ)”などと連携でき,現行｢FAXコネクション+

と同じアプリケーションプログラムでシステムの構築

ができます｡

(2)｢HITAC L-750～790モデルE＋(プラス)+

日立製作所のオフィスプロセッサの小･上位モデル

(b)HITAC L-750,760,770,780,了90モデルE＋

｢HITAC L-750～790モデルE+の基本ディスク容量を

約2倍に拡大するなどの機能強化を行い,価格性能比

を高めました｡

2.主な仕様

"ellesPEN''と｢HITAC L-750-790モデルE＋+の

仕様を表1に示します｡

川立製作所 コンピュータ事業本部)

※)WindowsforPensTMは米国マイクロソフト社の商標です｡

表l 主な仕様

(a)elles PEN

項 目 仕 様

CPU/メモリ j386TMsL*/8または4Mバイト

表示部
10インチモノクローム液晶(サイドラ

イト付き),640×480ドット,16階調

カードスロット +E旧Av4.1準拠×2スロット

入力部
電磁誘導式タブレット･ワイヤレス
ペン

寸法(幅×奥行き×高さ)･質量297×216×Z5.4(mm)･l.5kg
OS WindowsforPens

本体標準価格(税別)
メモリ8Mバイト版 460′000円

メモリ4Mバイト版 390,000円

*i386は米国インテル社の商標です｡

項 目 L-750モテリレE＋ L-760モデルE＋ L-770モデルE十 L-780モデルE十 L-790モデルE＋

メモリ容量 6～22Mバイト 6～38Mバイト 8～56Mバイト 】2～108Mバイト Z4～216Mバイト

ディスク容量 210Mバイト～l.47Gバイト 400Mバイトー3.6Gバイト 660Mバイトー7.Z6Gバイト l.3-16.9Gバイト 2.6-36.4Gバイト

価格(標準構成) 約2.050′000円から 約8.】40′000円から 約IZ′540.000円から 約柑,440′000円から 約33.420′000円から
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帳票データの直接登 を可能にした

プリントファイリンクシステム

ホストシステム(H汀AC Mシリーズ)

¶=ニー声望

=空

巨ヰ

竪

HITFルE6500シリーズ

≡≧

画像データ

に変換Lて

光ディスクに

登録します｡

■を

プリント

ファイリング装置

_■一題::::コS

HlTFルE6500シリーズ

検索ワークステーション

PFS(PHntFiI【ingSystem)

ホストコンピュータ(ⅠⅠITAC Mシリーズ)から汁.

ノJされる帳票データをイメージ情事削こ変検し,｢HIl､-

FILE6500シリーズ+の光ディスクに直接登録できる

PFS(PrintFi11ingSystem:プリントファイリングシ

ステム)を開発し,'92年11月から碓売を開始しました｡

データのペーパーレス化,データ督録･検索作業の効

率化といった要求にこたえ,OA化の進丘引こ人きく′脊

-リーするものと子_‾i÷臼されています｡

1.主な特長

ホストコンピュータ側に｢PFS支援プログラムプロ

ダクト+,｢HITFILE6500シリーズ+側に｢プリントフ

ァイリング装置+などを搭載して構成するもので,次

のような特長を備えています｡

(1)大量のホストパリJ帳票データを直接｢HITFILE

60

65()0シリーズ+の光ディスクに日勤常録することがで

きます｡従来のように,一度紙出力されたデータをス

キャナ入力する必要がありません｡

(2)人葺のホスト出力帳票データを光ディスクにコン

パクトに収納できるので,保管スペースを人幅に削減

できます｡

(3)HITFILEに登鈷される帳票データには,検索の

ためのタイトル情報が自動的に付加1され,必要な情報

をすばやく検索できます｡

(`4)ホスト.L†1力帳票データの書式データおよび外字デ

ータは,ホストコンピュータ側に一一元管理されており,

方式の変更や外字の追加も容拐です｡

2.主な仕様

1〕FSグ)-i三な仕様を表1に示します｡

川東製作所 コンピュータ事業本部)

表l 主な仕様

項 目 内 容

システム構

成

･H汀ACMシリーズ(〉OS3,VOSl/ES2,VOSKシステム)

に対応

･H汀FlしE6500シリーズ仝モデルで実現可能

光ディスク

への登毒剥性

能

約15枚/min(A4,200dpl時)

プリントデ

一夕ストリ

ーム上の取

り扱い文字

および書式

文字種:半角127文字

全角8′000種KEIS'83(+lS第l,第2水準漢字

文字パターン)

字 体:明朝体

外字はプレロードにより,9′024文字登録可能

文字サイズ(全角時):7ポ(Z4二くZ4ドット)

9ポ(32×32ドット)

帳票サイズ:A3.A4,A5,B4,B5

綿密度:対ホスト240dpi

光ディスク登享景時ZOO･400dpi

けい線:線種2種(実線,破線)

線幅4種(極太,太,中,細)

BOXけい線(ラウンドコーナあり)

書 式:端末書式オーバレイ

本体標準価

格(税別)

プリントファイリング装置‥4′500′000円T(H什F】LE側)
FルEMATE/′pFS:400′000円

PFS支援ソフトウエア VOS3:33′000円/月から

(HlTACMシリーズ側)vosl/ES2=15.000円/月から

VOSK:川.000円/月から
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世界初の高温動作仕様の1.3卜m帯

分布帰還 レーザダイオード

詫

ノメ/

レーザダイオード"HL1352MF''

光通信の尉途が,長距離光幹線から光加人‾荷系など

の中･如抑離光通信へと広がるにつれて,セットの小

判化,システムコスト･消雪電力の低減などが要求さ

れてきました｡適用されるレーザダイオードについて

も氾度コントロールの必要のない,より動作温度範岡

の広いものが求められるようになってきました｡レー

ザダイオード"Ⅰ寸L1352MF''は,こうしたニーズにこ

たえるもので,L-l■肘碓川1.3トLlll借分布帰還型削)とLて

は仙界で初めて劫作址度範同一40～十850c川立製作

バ斤従来.も∫,の約2倍)の否j温垂州三仕様を実々=ノました｡

l.主な特長

(1)発光領域にMQW(多車量了･井戸)削)構造を抹f口

することで,高iた且動作イ__L様を実現しました｡温度コン

トロールなLで位什Jでき,機岩:与のコストダウン,′ト巧竺

化,低消費電力化に人きく茹献します｡

(2)T=25℃,々)=51て1Wでの軌作電流ム♪=3()mA

表l 主な仕様

(a)絶対最大定格(1I=Z50C)

項 目
定格値 単位

記号

光出力 P`ノ 10 mW

動作温度 1,わr 40-＋85 OC

保存温度 丁ヾ′g -40～十100
8c

サンプル価格:150.000円

(typ.)と,消費電力をR‾打製作所従来品の40%に低減

しました｡機器の低消費電力化を図ることができます｡

(3)TT=850c,高速変調時(622Mビット/s)のサイド

モード抑圧比約は40dB(typ.)です｡常温動作と同等

の仕送特性のシステム設計ができます｡

(4)"HL1352MF''は迫二径6.6nlmの小型パッケージを

採朋Lており,伝送モジュールの小型化が‾叶能です｡

2.主な仕様

``HL1352MF''の主な什様を表=二示します｡

=卜)■土製作所半導体設計用発センタ)

#1)分イ仙才道代リ1+L):チップlノ淵;にl叶析手許f･を作り込み,卑卜一壮J主だ

けを1†叱りけ-す出城ユ主LD(レーザダイオード)です｡

黙2)MQⅥ･r:ⅠノⅠ)の発光祖城を帖=ニレベルの数ナノメートルの指先

朋と 汀人されナごキャリヤが効率よく氾に変脾で

きるようにした構造を三三います｡

※3)サイドモード抑J__l二比:l-r)が碓光するスペクトルの純吐を′Jこし

ます｡この他が悪いと辿イji拙緋が伸びません｡

(b)光学的･電気的特性(1>=Z50C)

項 目 記号 測 定 条 件 単位 Min. typ. Max.

し き い 値 電 涜 /"1 mA 15 30

ス ロ
ー プ 効 率 ワゴ

仁.二250C
mw/mA

0.25 0.35

Tr･=850C 0.】 0.15

発 振 波 長 1ゎ P｡=5mW nm l′290 l′3川 l′330

サイドモード抑圧比 5,･ P.)=5mW dB 30 40

立上り･立下がり時間 fr･f′- 】0～90%･90-柑% nS 0.5

モ ニ タ 電 流 /.て P｡=5mW.VR(PD)=5V けA 】00
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小 ･軽量タイプのギヤモータ
｢CXシリーズ+

ギヤモータ｢CXシリーズ+

日立製作所従来品に比べて容量で約30%,質量で約

25%の小型･軽量化を実現したギヤモータを開発し,

'92年12月から｢CXシリーズ(0.2～1.5kW)+として全

88機種の発売を開始しました｡

｢CXシリーズ+は,食品用･小荷物用コンベヤやシ

ートシャッタなど,短時間の運車云や衝撃負荷の少ない

機械の駆動用を主な用途としています｡これによって,

日立製作所の産業株器用モータは,鉄鋼用コンベヤや

金属加工機など,衝撃負荷が大きく始動頻度の高い川

途を主な対象とする｢HXシリーズ+,その他の多様な

一頃産業機器を主な対象とする｢GXシリーズ+および
｢CXシリーズ+の3シリーズとなり,市場のニーズに

こたえたきめ細かな対応が可能となりました｡

1,主な特長

(1)減速機･モータの小型･軽量化を図るための専用

設計を行い,0.2～0,4kW(減速比‡から志)の減速
機枠にアルミフレームを採用Lました｡｢GXシリー

ズ+に比べて,容量が約30%の小型化,質量で約25%

の軽量化を実現したのは,こうした専用設計によるも

のです｡

(2)｢GXシリーズ+のノウハウを受け継ぎ,高水準の

低騒音を実現Lました｡コンピュータ解析による最適

歯面設計と,高精度工作機械の導入による製品各部の

工作精度の向_Lによるものです｡

(3)グリースシールを複列にし,その間に専用のブリ

ースを充てんする日立製作所独自の複列シール構造を

才采用しています｡早くから取り組んできたグリース漏

れ対策の成果で,従来型シールに比べ,約4倍の長寿

命を実現しています｡不意のグリース漏れも起こりに

くく,メンテナンスコストも大幅に軽減できます｡

2.主な仕様

｢CXシリーズ+の主な仕様を表1に示します｡

(日立製作所産業機器事業部)

表l 主な仕様

項 目 仕 様

枚種

範囲

出 力 0.2-l.5kW(ブレーキ付き･不付き)

減速比
ll

丁～200(ブレーキ付き･不付き)

電 i原 3相:200V50/60Hz,220V60Hz:4極

定 格 連 続

絶 縁 級 B 種

始 動 方 式 直入れ始動

取 イ寸 方 式 横型(脚取付型)

塗 装 色 ライトグレー(マンセル7.5BG7/2)

標準価格(税別)

ブレーキ不付き 2了′200-Z38.000円

ブレーキ付き 6l,400-337′000円
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