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多機能ニーズにこたえた

マルチファンクションOCR
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マルチファンクションOCR｢6000シリーズ+

Windows舟=パソコン機能を持ち,Windows対応の

各樺流通ソフトウェアによるOCIミ読み取り結果の即

時処押(集計,分析など)ができると同時に,光ディス

クによる帳票ファイリング機能も搭載したマルチファ

ンクションOCR｢60()0シリーズ+を製占占化しました｡

riij畔発光の｢50()nⅡシリーズ+とともに,5モテリレ7

タイプから[‾I的に合わせても左通なシステムを選択でき

ます｡

1.主な特長

(1)制御部とOCR部を一代しているため,導人が簡単

です｡さらに,制御部にはWind()WSパソコン機能を持

つエンジンを探1-l-Jしており,"OCR&‥…･”といった

多機能化へ柔軟に対人』できます｡

(2)OCRの照線柑帳票読取り機能に基づく帳票設計

表l 主な仕様

および作成を容易にできる,Windows対人古のソフト

"OCR forExcel紫2)”を開発しました｡

(3)Wind()WS対応の日立製作所｢光ディスクファイル

システム HITFILEWN+の一部アーキテクチャを採

用しており,帳票読取りとファイリングを同時に行え

ます｡

2.主な仕様

マルチファンクションOCR｢6000シリーズ+および

｢5000Ⅱシリーズ+の主な仕様を表1に示します｡

(tl止製作所ストレージシステム事業部)

※1)Windo＼lrSは,米国Microsoft Corp.の商標です｡

※2)Excelは,米国Microsoft Corp.の商品名称です｡

項 目

仕 様

6000シリーズ 5000Ⅲシリーズ

6070 6050 5070Ⅱ 5050Ⅱ 5020Ⅱ

文字読み取り速度
A8･活字数字10文字 約270枚/min 約270枚/mjn 約60枚/m汁1

A4･手書き数字300文字 約4Z枚/min 約20枚/min 約30枚/min 約14枚/min 約12枚/min

用 紙

大きさ A8～A3サイズ A8-B4サイズ

J享 さ 35～150kg 45-135kg

紙 質 OCR用紙,上質紙,普通紙,再生紙

ドロップアウトカラー 赤系統および青系統 赤系統および赤青混在 赤系統

帳票ファイリング機能 可 否 否

マルチセンサ機能 有･無の2タイプ なし

OCRforExcelの利用 可 否 可

本体標準価格(税別) 5′800′000円から 4′300′DOO円から 5′800′000円から 4′300,000円から 3′200′DOO円から
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通信コスト低減･回線効率アップを

実現するPBX用アダプタ
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高速ディジタルl専用線対応アダプタ"DM128”

情報通信分野ではアナログからディジタルへの変換

が進んでいますが,小回線数専用線では導入コストな

どの問題がありました｡そこで日立製作所は,最新の

音声圧縮方式であるLD-CELP(Low Delay Code,

Excited Linear Prediction)方式を採尉し,音声とデ

ータの通信網を統合する,高速ディジタルⅠ専用線(64

kビット/s･128kビット/s)対応のPBX用アダプタ

"DM128''を発売しました｡通信コストの低減や,上司線

効率アップを実現します｡

1.主な特長

(1)音声やデータなどの情報を一律のディジタル信号

に効果的に変換し,高速ディジタルⅠ専用線を使用した

情報伝送システムを構築できます｡

(2)音声圧縮方式に,遅延や符号化ひずみが少ない最

表l 主な仕様

新のLD-CELP方式(8kビット/s･16kビット/s)を

採用したことにより,従来のADPCM方式と比べて,効

率的な音声伝送を可能とするとともに,16kビット/s

で32kビット/sと同レベルの音声品質を確保しまし

た｡なお,音声チャネルはさらに8kビット/sまで圧縮

することにより,64kビット/sの回線に最大7回線ま

で収容が可能です｡

(3)専用線障害時にはターミナルアダプタ(別売)を介

し,INSネット64回線に迂(う)回できます｡

2.主な仕様

PBX用アダプタ"DM128”の主な仕様を表1に示し

ます｡

(日立製作所情報通信事業部)

項 目 仕 様

通信形態 ポイントーポイント

音声符号庄絹方式 LD-CELP 8kビット/s･柑kビット/s

適用回線 高速ディジタル回線 lインタフェース(64kビット/s,128kビット/s)

ポート数 最大8ポート

音声系端末インタフェース 4W SS/SR,2W TEL

データ系端末インタフェース lTUイ V.24,V.28

データ系通信速度 非同期:～19.2kピット/s,同期:～64kビット/s

外形寸法(幅×奥行き×高さ) 210mmX270mmx275mm

重 さ 10kg

電源条件 AC100V,50/60Hz

本体価格(税別) 2.900,000円(音声:6回線,データ:2回線)
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Pりアドレスバス

PA/KEYIN
P【∋/HIF

フラッシュメモリ内蔵の

F-ZTATマイコン新2品種
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動作モードコントロール
リセットスタンバイ,割込み

[二重仁]◇

｢一‾ニ
ポートA

(100ピンシリーズのみ)

(100ピンシリーズのみ)

P2/アドレスバス

ポ
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ポートB

(100ピンシリーズのみ)

P9/クロック,バス制御
A/D,割込み

ポート9

キーセンス割込み
(KEYIN)

ホストインタフェース
(HIF)

RAM

H8/3437,H8/3337Y:2.048バイ
H8/3436,H8/3336Y:2,048バイ
H8/3434,H8/3334Y:1,024バイ

ポート3

P3/データパス,川F

"H8/3437”シリーズ,"H8/3337”シリーズのブロック図

昨年,口立製作所では,オンボードで書換え可能な

フラッシュメモリ内蔵のF-ZTAT削)マイコン※2)を製

品化し,フィールドプログラマビリティの向上に力を

入れています｡その第2弾として,8ビットマイコン

H8/300シリーズCPUをコアにした,100ピンの"H8/

3434F''と80ピンの``H8/3334YF”をサンプル出荷し

ました｡

1.主な特長

(1)特別な書き込みツールを必要とせず,オンボード

でのプログラム書込み･書換えができます｡顧客製品

の開発から試作,生産,｢h荷彼のプログラム変更,およ

びバージョンアップまで広範かつ柔軟に対応します｡

(2)8ビットシングルチップマイコンでは,世界最高

クラスの動作J計渡である16MHz/5V,10MHz/3V

表l 主な仕様

P8/SCl,割込み,川F

ポート8

シリアルコミュニケ【ション

インタフェース(SCり2ch
8ビット
D/Aコンバータ2ch

PWMタイマ2ch
10ビット

A/Dコンバータ8ch

8ビットタイマ(TMR)
2ch

16ビットフリー

ランニングタイマ(FRT)

l2cインタフェース
lオプション】1ch

ウォッチトソグタイマ

(WDT)

フラッシュメモリ/PROM/マスクROM
H8/3437,H8/3337Y:60kバイト
H8/3436.H8/3336Y:48kバイト

H8/3434,H8/3334Y:32kバイト

ポート4 ポート5

P4/TMR,PWM P5/SCl

ポ
l

卜
7

ポ
l

ト
6

P7/アナログ入出力

P6/FRT
割込み･KEYIN

を実現し,AC電源駆動の応用機器だけでなく,電池駆

動の携帯機器の性能を大幅に向上させます｡

(3)ノート型パソコンのキーボードおよびバッテリー

制御や,ムービーカメラのモータ制御など,比較的小

規模なシステムへの応用に適しています｡

2.主な仕様

"H8/3434F”と"H8/3334YF”の主な仕様を表1に

示します｡

(日立製作所半導体事業部)

※1)F-ZTATは,株式会社日立製作所の商標です｡

※2)F-ZTATマイコンは,フラッシュメモリ(電気的に

ii守去･書込み可能な不揮発性メモリ)をプログラム

メモリとするマイコンを言います｡

項 目
仕 様

H8/3434F H8/3334YF

最高動作周波数 16MHz(5V±10%),10MHz(3.3V±10%)

フラッシュメモリ 32kバイト

RAM 1′OZ4バイト

タイマ 16ビット×lチャネル,8ビット×5チャネル

シリアルコミュニケーションインタフェース
調歩同期式･クロック同期式 ×2チャネル

l2cバスインタフェース(オプション)×lチャネル

ホストインタフェース 2チャネル

A/D変換器 分解能10ビット,8チャネル

D/A変換器 分解能8ビット,Zチャネル

パッケージ qFP-100 T()FP-柑0 QFP-80 丁()FP-80 PLCC-84

サンプル価格(税別) 6ノ100円 7′300円 6′000円 了′200円 6′300円
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手のひらサイズで高操作性を実現した

インテリジ工ント差圧･圧力伝送器
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インテリジェント差庄･圧力伝送器｢EDR/EPR510シリーズ+

プロセス計測の分野で,広く用いられている差止･

圧力伝送器(流量,液面,圧力などのセンサ)の新しい

シリーズとして,インテリジェント差n二･h;力伝送器

｢EDR/EPR510シリーズ+を開発しました｡プロセス

技術の安定性と信頼性に,新たにマイクロマシニング

技術を導入したもので,耐環境性･信頼性･操作性を

向上させると同時に,小型･軽量化を実現しました｡

プロセス産業分野をはじめ,広いニーズに対応します｡

1.主な今寺長

(1)小型･軽量化を実現しているので,狭い場所への

設置,配管への直接接続ができます｡また高所での作

業･メンテナンスも簡単です｡

(2)フランジ部分も含めた全溶接構造を採用してお

り,液漏れがありません｡また,垂心軸合わせによっ

表l 主な仕様

て共振榔度数を広域化でき,通常プラントでの振動に

もー卜分に対応するなど,高度な耐環境性を実現してい

ます｡

(3)コミュニケータの設定により,J‾I‡力入力方向を低

虹側･高庄側どちらにも自由に設定できるなど,設置

工事に配慮した設計となっています｡

(4)異常診断情報に基づいて出力信号をバーンアッ

プ,バーンダウンさせます｡またインテリジェント変

換器を介してEXシリーズ計装システムと結合でき,レ

ンジ変更や自己診断などのデータ利桐ができます｡

2.主な仕様

｢EDR/EPR510シリーズ+の主な仕様を表1に示し

ます｡

(口立製作所計測器事業部)

項 目
仕 様

差圧伝送器 圧力伝送器

型 式 EDR510型 EPR510型

基準レンジと測定スパン

800
0.78～7,8kPa

G 20
19.6～l.960kPa

180～800mmH20† 川.2-20kgf/cm21

8′000
0.78-78.4kP∂

G100
98～9′800kPa

‡80-8′000mmHコOt i卜IDOkg†/cm2〉

40′000
19.6～392kPa

G500
4.9～49MPa

ミ2′000～40′000mmH:0〉 く50-500kgf/cm2‡

精 度 ±0.Z%

材 質

接液ダイアフラム ハステロイC

接液部 SUS316

増幅部ケース アルミニウム合金

重 さ 約3.3kg 約2.8kg

本体標準価格(税別) 355′000円から 345′000円から




