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コストパフォーマンスを最大2.6惜上させた

〕NIX※)ワークステーションとサーバ
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クリエイティブステーション3050RX

｢クリエイティブステーション3050RXグループ+と

｢クリエイティブサーバ3500シリーズ+に,件能とコス

トパフォーマンスを向+二した計9モデルを追加しまし

た｡また低価格のクライアント専用ターミナル"VielV-

client''を製.訊イヒし,ラインアップを‾允実させました｡

1.主な特長

(1)｢クリエイティブステーション3∩50RXグループ+

デスクトップ3モテル

品人約2.6倍(当社比)のコストパフォーマンスを実

卑ユした,ミッドレンジからハイエンドの性能をカバー

するモデルです｡

(2)｢クリエイティブサーバ3500シリーズ+6モテル

デスクトップ3モテリレは崩大約2.3倍()-11朴比)を実

表l 主な仕様

(a)3050RX,3500新製品

現したエントリーレベル,デスクサイド3モデルは最

大約2倍(当社比)を実現したミッドレンジレベルです｡

(3)"Viewclient”

Ⅹターミナルの機能に加え,各種周辺装置が接続で

きるなど,整合性の高いCSSを構築可能にします｡

2.主な仕様

"3050RX''と｢305()シリーズ+の新9モデル,およ

び"Viewclient''の主な仕様を表lにホします｡

(Fニト立製作所オフィスシステム車濫部)

※)UNIXは,Ⅹ/Open Colllpany Linlitedがライセンス

してし-る米円ならびに他の凶における登録商標です｡

(b)Viewclient

項 目 仕 様

製品区分
クリエイティブステーション

3050RX
クリ工イティフサーバ3500

モデル名称 モテ'ル325 モデル335 モデル345 モデル325 モデル335 モテリレ345 モデル525 モテリレ535 モデル545

プロセッサ PA了108LC PA710DLC PA7180LC

MHz 60 8D 100 60 80 【00 60 80 10D

性能
SPECint92 61 9〔) 108 61 9D 108 66.5 9l.1 108

SPECfp92 91 lZl 140 gl 】21 14〔) 91 121 +4D

キャッシュ Z56kバイト 5+2kバイト Z56kバイト 512kバイト Z56kバイト 5】2k/(イト

主メモリ 32～384Mバイト 321384Mバイト 32～5ト2Mバイト

ハードディスク l-】02Gバイト l-102Gバイト l～】ZIGバイト

レ0拡張スロット 3 3 10

システム装置寸法

(幅メ奥行き＼高さ)
345二㍉412ゝ130(mm) 345ヾ.4L2㌧′130(mm) 3DO､､80D＼了00(mm)

本体価格(税別) 195万円- Z76万円～ 374万5干円､ 【了9万円- 260万円～ 325万円- 398万円- 562万円～ 了3Z万円～

項 目 仕 様

モデル名称 モデルl モデル2

プロセッサ PA/′50

グラフィクス性能 130′000×stone

主メモリ 16～川4Mバイト

内蔵リムーバブルファイル フロブテイカルディスク/DAT(卜台選択可)

標準レ■0インタフェース SCSト2ゝ】,シリアル1:L/†ラレルメl,Ethernet斗り

ディスプレイ
解像度 l.280刈′D24トント l′024ニイ768ドット

モニタサイズ 】7,】9,2トインチ 15インチ

システム装置寸法

(幅Y奥行きX高さ)
38ロン403)′74(mm)

本体価格(税別) 69万5千円～ 48万8千円～

注:* Ethernetは,富士ゼロックス株式会社の登録商標です
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業界トップの軽量化を実現した

新型モータ
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｢ザ･モートル+シリーズ 全閉外扇型(横型)(左)と立取付全閉外扇型(右)

これからのモータに求められている課題は,小型化･

軽量化です｡モータの理想とするこの二つの付こ,R

_､1二ならではの先進の開発技術を集約し,電気部設計の
㌻J盲 適正化とアルミ合食フレームを採用した｢ザ･モート

70

ル+シリーズ(標準三相モータ53機種)を発売しました｡

l.主な今寺長

(1)アルミ合金をフレームに採用し,電気部設計の適

‾【L化によって小型･怪異化を実現しました｡さらに,

CAE(Computer Aided Engineering)技術を用いたフ

レーム設計により,従来のフレーム強度を確保しなが

ら質量比を30%,容積比を1()%(どちらも当社比+F均)

低減しています｡

(2)定評ある従来の｢SILENTI)OWERシリーズ+の

技術を継承し,従来と同等以上の低騒音[3.7kW4極

で当社従来品比3dB(A)低減]と,同時に低振動化も

実現しました｡

(3)端子箱をモータ上部に月丈り付けたタイプもシリー

ズとして標準化しました｡4方向から配線できるため,

組み込み時の使い勝手が良くなりました｡

2.主な仕様

｢ザ･モートル+シリーズの主な什様を表1に示し

ます｡

(日東製作所在業機器事業部)

表l主な仕様

(a)主な仕様

項 目 仕 様

適用規格 +lSC4210,4004,+EC37,+EM1400,1401など

定 格 連 続

出力【極致 0.4～7.5kW(6Pは5.5kWまで)-2P,4P,6P

外被構造

保護方式

全閉外扇型,立取付全閉外厨型,

フランジ取付全閉外扇型

+P44(屋内設置)

口出方式 端子台(ねじ止め)式

口出本数
3.7kW以下 3本

5.5kW以上 6本(人-△始動はラグ式で可能)

絶縁の種別
枠番号 I12M以下･t･E種絶縁

】32S以上…B種絶縁

塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)

回転方向 反負荷側から見て時計方向

周囲条件

〔温度･湿度〕 -30-400C･全閉型95%RH以下

(b)標準価格(税別)

極 致 2 極 4 極 6 極

全閉外扇型

横型
29′900～ 22′800- 34′600～

14Z′000円 l柑′000円 13l′000円

立型
35,600～ 28.300～ 40′400～

168′000円 川3.000円 160′000円
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システム構成をコンパクトにできる

1Mピット高速スタティックRAM

lMビット高速スタティックRAM"HM67W柑64+P-10/12''

アドレスアクセス畔胤10/12ns(Max.)を達成した,

低電圧助作(3.3V)の1Mビット高速スタティック

RAM``IiM67W1664JP-10/12''(64kワード×1_6ビット

構成,/OE端子削)付き)を製｢榊ヒし,サンプル‖ポfを始め

ました｡

RISCプロセッサなどのCI)Uの高速化とシステムの

低屯JI三化･多ビット化へのこ-ズにこたえて開発した

もので,システムの高性能化に活躍します｡

l.主な特長

(1)低電口三でも岳駆動力を実現する低電J七0.5l⊥mHi-

BiCMOS※2)(High-PerformaIICe Bipolar CMOS)プ

ロセスと,従来よりも低電源電圧下でもざ女左しノた‖ノJ

の得られるバンドギャップ型電淑川路を採片Jし,`左左

した軌作をて尖鋭しました｡多ビット化で閃超となる汁.

ノJノイズに対しては,山ノJl叫路などに時間差垂仙1路を

加え,また,スイッチング時のチップl勺部電柱の揺ら

ぎを改造するために,パッケージのリードフレームを

低インダクタンス化しています｡

(2)×16ビット構成のため,キャッシュメモリシステ

ムを少ない部占㌔-で効率よく構成でき,システムのコン

パクト化が図れます｡

(3)面実装生りの400ミル幅,44ピンSOJパッケージです

から,高照度実装が必要な人容二疑メモリシステムに最

適です｡

2.主な仕様

"HM67W1664JP-1_n/12''の主な仕様を表1にホし

ます｡

(日‾中二製作所､ド導体二l拝業部)

※1)/OE端けは,人出ノJ端汀をデータバスに接続する際

に,データの競合をドり避できる機能です｡

※2)Hi-BiCMOSは,1ゲートを構成するとき,パイポー

ラ素-f-の高速性･高負荷馬1増力能ノJと,CMOSの高覧

樟･低消費電ノJを実現するプロセス技術です｡

表l 主な仕様

項 目
仕 様

HM67W1664+P一川ハ2

メモリ構成 64kワードニく16ビット/OE端子付き

入出力構成 LVTTLl/0コンパチブル

電ユ原電圧 3.3V⊥0.3〉

アドレスアクセス時間

(tAA)
川ハ2nsMax.

/OEアクセス時間

(toE)
5/6nsMin.

書込みパルス幅

(twp)
8/9nsMれ

消費電流 250mA/220mAMax.

プロセス 0.5トmシュリンクHトBiCMOS

パッケージ LOC構造44ピン 400ミル幅SO+

サン7〇ル価格(税別)
HM67W1664+P-10 HM67W1664+P-12

8′000円 6′000円
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重度障害者の意志伝達を

支援する装置

あ か な は ま や わ あ や 捌は

い き し ち に ひ み り を ゆ 抱椰

つ く す つ ぬ /S＼ む ゆ る ん よ mW

け せ て ね へ め れ つ 戯W

そ と の も よ ろ 凸W

日立のFLORAtO10

ノート

シリーズ

○

日立のFLORA川川

デスクトノブ

シリーズ

[コ
切替

鞭

無変

嶽嶽

変換 全半 Esc BS DE+

昏

英数 かな J]MP

砦接昏中 畿♯8蒋耕#勒♯替重度障害者用意志伝達装置

情報処理機器の利用が家庭にも浸透する中で,障害

者や高齢者にとっての使いやすさを備えることが重要

となっています｡口立製作所では,社会兵献の一端と

して,パソコンへのデータ入力を容易にする｢重度障

害者用意志伝達装置+を開発し,R東京葉エンジニア

リング株式会社を通じて提供(5セット/半年)を始め

ました｡

この装置は,動作‾吋能な身体部位で複数のスイッチ

を操作して文章を作成する機能を持ち,発声と筆記が

凶難な方(例えば,重度仇利生まひの‾方)の意志伝達を支

援するものです｡

1.主な特長

(1)入ノJは,文字遥択範囲内を見て手策している文字の

有無を判断する文字選択範囲絞り込み方式馴を採刑し

ています｡二つのスイッチを使い分け,目的の文字の

表l 主な仕様

;彗琵邑

○ 0

スイッチ1 スイッチ2

⊂=∃≡∃
こ=:===:::::::::::::::コ⊂=1⊂::::コ

範囲内に目的の文字があれ
ばスイッチ1を,なければ

スイッチ2を押す｡

範岡を狭めて最終的に一つの文字を遥訳するもので,

従来のカーソル自動走査方式と比べ画面を見続ける必

要はなく,自分のペースでスイッチを押すことができ

ます｡また,入力時間も約2削減少します｡

(2)頻繁に使用するキー(スペース,エンターなど)を,

三つめ以降のスイッチに割り付け,キーレイアウトか

らキーを選ばなくても,スイッチを押せばすぐにキー

が入ノJされるスイッチ直接入力機能をサポートしま

した｡

(3)スイッチはプッシュ型を標準としていますが,そ

れ以外のスイッチについては個別にご相談に応じます｡

2.主な仕様

｢重度障害‾右肘意志伝達装置+の主な仕様を表1に示

します｡

※)この方式を採川したソフ

トウェアの開発は,財団

法人コンピュータ教育開

発センターが情報処理振

興事業協会から委託を受

けて行ったものです｡




