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オープン化対応機能を強化した

電子ファイリンクシステム

__諒
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PC-LAN環境で高性能ファイルサーバとして利用

できる,Windows NT削)ベースの｢HITFILE NTサ

ーバ+2モデルを製品化しました｡またクライアント側
の"HITFILE WN”に新たにOLE※2)(ObjectLinking

andEmbedding)サーバ機能を追加し,さらにWindows

PCを検索ステーションとして利用できるソフトウェ

ア｢FILEMATE/検索+を同時に発売しました｡

l.主な特長

(1)HITFILE NTサーバ:最新のPentium那)(90

MHz)を搭載した大規模ネットワーク対応のタワーモ

デルおよび小規模対応のデスクトップモデルの2モデ

ルがあり,利用目的に合わせて選べます｡

(2)HITFILE WN:OLEサーバ機能により,既存の

表l 主な仕様

光ディスクファイルシステム
｢HITFILE NTサーバ+

業務データとHITFILEの画像データを連携できます｡

(3)FILEMATE/検索:HITFILE WNと同等の検索

機能を支援し,低価格で本格的な利用を可能にしました｡

2.主な仕様

｢HITFILE NTサーバ+2モデル,"HITFILE

WN”,｢FILEMATE/検索+の主な仕様を表1に示し

ます｡

(日立製作所ストレージシステム事業部)

※1)windows NTは,米国MicrosoftCorp.の商標です｡

※2)OLEは,米国MicrosoftCorp.が開発したソフトウェ

ア名称です｡

※3)Pentiumは,米国IntelCorp.の商標です｡

項 目

仕 様

HITF=_ENT/H

(タワーモデル)

HITFILENT/S

(デスクトップモデル)

HITFILE WN 検索ソフトウエア

ワークステーション 検索ステーション (WindowsPC用)
CPU Pentium(90MHz) i486-11〕XⅡ i486 SX i486SX以上

M-RAM 3ZMバイト(2CPU時最大512Mバイト)20Mバイト(最大3ZMバイト) 8Mバイト(最大32M′てイト) 20Mバイト(最大32Mバイト) 32Mバイト以上

拡張ペイ数 5インチベ巾3低3.5インチベイX8個 5インチベイ×Z個 2個(l個は光ディスクて使用済み) Z個

ディスプレイ装置 14インチ横型カラーCRT(ソフトウエアインストール,保守用) Zlインチ横型または17インチ横型カラーCRT 〉GA対応

光ディスク 5インチ書換え型(54′ODO枚川2インチ追記型(ZOO′00D枚)
3.5インチ書換え型(Pシリーズ)または

5インチ書換え型(Eシリーズ)×l
光ディスク

ライブラリ装置

5インチ書換え型 収納タイプ:20枚(108万枚)/48枚(259万枚)/柑0枚(97Z万枚)

12インチ追記型 収納タイプ:47枚(940万枚)/64枚(l′280万枚)

ディスクアレーファイル装置 ll-68Gバイト

スキャナ装置 B4およぴA3スキャナ オプション

プリンタ装置 A3プリンタを接続可能(オプション) A3またはA4プリンタ

基本ソフトウエア
WindowsNT,F】LEMATENT基本ソフト, MS-DOS*25.0/VおよぴWindows3.l-3 FルEMATE/検索

NmPipeプリントサーぺSocketファイルサーバ F】LEMATEソフト (検索ソフト)

ネットワーク関連 ･LANmanager◆4v2.la(TCP/lPによるHlTFILE6500との接続が可能)

･LANWorkP】∂Ce◆5によるノベルのNetWare①-6環境での接続

標準価格(税別) 2′980,000円から l′940.000円から l.980′000円から し420.000円から 390-000円

注=*li486は･米国IntelCo｢p･の商標です0 *Z MS-DOSは.米国MicrosoftCorp･の登重責商標です｡ *3 Wjndowsは,米国MicrosoftCorp.の商標です｡
*4 LANm∂n∂ge｢は,米国MicrosoftCorp･の商品名称です｡ *5 LANWorkPl∂Ceは,米国でのNov釧.lnc.の登録商標です｡ *6 NetWare㊤は,米国Novell.】nc.の豊吉貴簡標です｡
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拡張性に優れた高性能パソコンサーバと

マルチメディアパソコン

パソコン｢FLORAシリーズ+に,サーバのハイエンドモデル,エントリーモデルをはじめ,

CD-ROMを内蔵したブック型やデスクトップ型マルチメディアパソコンが登場しました｡

また,ソリューションサービス"FOREFRONT/SS-Multimedia''を製品化し,

拡張性に優れたマルチメディアシステムの構築をサポートします｡

(1)ハイエンドデスクサイドサーバ"FJORA3tOOMP”

これまでオプションであったRAID5対応ディスク

アレーや無停電電源装置(USP)を標準装備し,高信頼

性を実現しました｡CPUは,マルチプロセッシング対

応によって2個まで増設でき,拡張スロットはPCIバ

ス3スロットにEISAバス6スロットを,拡張ストレ

ージベイは9個装備しているので,業務拡張に応じて

システムアップが容易にできます｡さらにノベルの

NetWare⑧削),Microsoft⑧windows′1'MNT※2)をサポ

ートし,今後はⅤINES※3),Solaris洋4),SCO那)Open

Desktop,NEXTSTEP※6),BSD OS那)などの流通OS

にも対応する予定です｡

(2)ミニタワーサー′i"FLORA3100BP”

ミニタワー型の小型筐体にもかかわらず拡張スロッ

トでは高速PCIバスを2スロット(うち1スロットは

EISAバスと兼用),EISAバスを3スロット,拡張スト

各システムの主な仕様

信頼性と

白

｢
一

卜

｢

デスクサイドサーバ ミニタワーサーバ

"FLORA3100MP'' "FLORA3100BP”

レージベイを4個装備しています｡CPUは2個まで搭

載でき,システムアッ70が簡単です｡また,NetWare㊧

をはじめMicrosoft⑧windows←l､MNTもサポートしてお

り,今後はSolaris,SCOOpenDesktop,NEXTSTEP,

BSD OSなどの流通OSにも対応予定です｡

項 目 仕 様

システム名 FLORA3100MP FLORA3100BP FLORA3010CT FLORA10柑DJ FLORA1010DG FしORA10IODE

モ デ ル
ディスクレス

モデル

ディスクアレー

モテリレ

ディスクレス

モデル
ディスクモデル マルチメテ'ィアモデル

CPU

(クロック周〕度数)
Pentium兼マイクロプロセッサ(90MHz)

SLEnhanced

i486DX2

マイクロプロセッサ

(50MHz)

lntelDX4

マイクロプロセッサ

(lDOMHz)

i4畠6DX2

マイクロプロセッサ

(66MHz)

i486SX

マイクロプロセッサ

(33MHz)

CPU搭載数 標準l(貴大2) 標準】

【標準
メインメモリl最大

3ZMバイト 8Mバイト 16Mバイト 8Mバイト 8Mバイト 8Mバイト 8Mバイト

512Mバイト 256Mバイト 32Mバイト 64Mバイト 64Mバイト 36Mバイト

表示モ】ド SVGへい′024:く768)/VGA(640×480) 640x480 VGA(640×480)/SVGA(l′024×768)

内蔵FDD 3.5インチXl台(l.44Mバイトハ,2Mバイト/720kバイト)

内蔵HDD オプション
4Gバイト

(lGバイトく5)

8Gバイト

(2Gバイトy5)
オプション lGバイト 2Gバイト 340Mバイト 340Mバイト 210Mノ(イト

CD-ROM(倍速)
オプション

(倍速)

標準内蔵

(トレー式)
オフ0ション

標準内蔵

(トレー式)

内蔵い2cm,

PhotoCD

マルチセッション対応)

内蔵

〔倍速,PhotoCDマルチセッション対応

(専用インタフェース)〕

ディスプレイ 瓜5インチTFTカラー濠晶

ディスクアレー 外付オプション 標準内蔵 外付オプション

無停電電源装置(UPS) 標準内蔵 外付オプション･

拡張スロット
PClX3, PClX2.

PCl.･.1

EISAゝ3

PCl..EISAメl

EISAx3 PCカードスロット 1SA〉(3
lSAx3

EISA〉く6 EISAX6 PCl/EISAXl (TypeⅡ)×2 (内スロットはVLバス対応)

拡張ストレージベイ 9 3 4 2 】 l l

サウンド機能
FMノサン列ンク篭原

(SoundBlaster互換)
Sound8laster16

標準価格(税別)
l′7】7′000

円

Z′553′DOO

円から

3′053.000

円から

639′000

円

880′ODD

円から

96了′000

円から
798′000円 408′000円 368,00D円 Z53′000円

* Pent山mは,米国lnte】Corp.の商標です｡
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ブック型パソコン"FLORA3010CT”

(3)ブック型パソコン"FJORA3010CT”新モデル

A4ファイルサイズで12cm倍速CD-ROMドライブ

を内蔵しており,動画や静止丙のCD-ROMタイトルを

快適に利用できます｡さらに,ステレオFM音源や業界

標準のSound Blaster※8)互換のステレオPCM音源を

装備しておr),ビジネスの多彩なシーンで活躍します｡

CPUにはSL Enhancedi486剛)DX2マイクロプロセッ

サ(50MHz)を採用し,省電力を実現します｡また,人

画面10.5インチTFTカラー液晶ディスプレイを採用

し,表示は640×480ドットで18‾万色中256色の同時表示

が‾吋能です｡

(4)デスクトップ乍+ORA川川DJ/DG/DE”新モデル

12cm倍速CD-ROMドライブやサウンド機能は,

業界標準のCreativeTechnology,Ltd.耗川)のマルチメ

ディアアップグレードキット(SoundBraster16を使用)

を標準内蔵しています｡CPUはそれぞれ,Intel削1)

DX4マイクロプロセッサ(100MHz),i486DX2マイク

ロプロセッサ(66MI-Iz),i486SXマイクロプロセッサ

(33MHz)を搭載しています｡またローカルバス対応

のグラフィックスアクセラレータを標準搭載してお

り,高性能化とともに快適なWindows環境を実現して

います｡

(5)+AN関連製品,周辺機器の強化

サーバの障害管理や遠隔地からの電源オン･オフを

実現するサーバ･マネジメントツール"FLORA

MANAGER'',その運用管理を行うための制御ボード

｢SVPボード+,WindowsNTの自動電源シャットダウ

ン機能に対応した｢無停電電源装置+,高速･高画質

｢A3ページプリンタ+,｢A4カラープリンタ+などの周

壷㌻

デスクトップパソコン"FLORA1010D+”

辺機器も強化しました｡

(6)マルチメディアソリューション"FOREFRONT/SS-

Multimedia”

マルチメディアシステムの構築をサポートするた

め,お客様のニーズに合わせた以下の4過りのソリュ

ーションから構成されています｡

(a)マルチメディアプラットフォーム応用ソリュー

ション:マルチメディアプラットフォームを活用

し,すばやく,経済的にシステムを構築するソリュ

ーションであり,各種システム構築サービスや開発,

学習支援サービスなどを川志しています｡

(b)マルチメディア プロデュース ソリューショ

ン:お客様個別システムの企痢･構築･運J‾lほ行う

サービスです｡

(c)マルチメディアタイトル制作ソリューション:

タイトルの企両･立案から,素材データの作成･編

集,オーサリングおよびメディアの制作までを行う

サービスです｡

(d)マルチメディアクリエイティブリソース提供ソ

リューション:タイトル制作やシステム構築に必要

な素材データの提供や加_tを行うサービスです｡

(口立製作所コンピュータ事業本部)
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※11)

NetWare㊦は,米田N()Vell,Inc.の弓至錬痢標です｡

WiIldows NTは,米田MicrosoftC()rp.の商標です｡

ⅤINESは,米国BANYANSystenl社のて至鉢底標です｡

Solarisは,米国SullMicrosystenlS,I11C.の商品名称です｡

SCOは,TheSantaCruz()perati()n,1nc.の登録商標です｡

NEXrrSTEPは,米国NeXTComputer,1nc.の商標です｡

BSD OSは,米国BerkeleySoftwareDesig11,lllC.の商標および

登録商標です｡

SoundBlasterは,米同CreativeTechn()l()gy,Ltd.の商標です｡

i486は,米同IntelCorp.の商標です｡

CreativeTechno】ogy,Ltd+よ 米国Creativerl'ech110】(‾)g〉7,Ltd.

の会社名です｡

Intelは,米国IntelCnrp.の会社名です｡

69



202

70

日立評論

成東小==喜呈
邑玖盈一.包_.こ与こ_

〉OL.77 No.2(1995-2)

高性能,低価格を実現した

パーソナルCAD

､､､_

J

Lここニー二･雷

パーソナルCAD"GMM-V320''

最新のPC/AT※1)互換機(CPU:iDX4※2)/100MHz)

をエンジンに採用して従来機の約2倍の高速処理を

可能とし,かつコストパフォーマンスを向上させた

"GMM-V320''を発売しました｡さらに一部をオプシ

ョンソフトとしたシンプルモデル"GMM-V320/S''と

ともに,パーソナルCAD｢GMMシリーズ+のライン

アップを強化し,ニーズにあわせた選択の幅を広げま

した｡

1.主な特長

(1)CPUに最新のiDX4(100MHz)を搭載したPC/AT

互換機を採用,720Mバイトの大容量ハードディスク

を内蔵しています｡またマルチタスク･マルチウイン

ドウOSであるIBM OS/2※3)J2.11を採用しており,

同一画面でGMMとDOS/V滋3)やWindows※4)対応の豊

富な流通ソフトを利用でき,ハードウェアを有効に活

用できます｡

(2)最新のハードウェアを採用しながら,従来機"GMM-

V300''よりも44万円ほど価格を抑えています｡

(3)GMMではモデルの違いを意識せずにLANの構

築が可能です｡また,アプリケーションソフトもオプ

ションとして準備しています｡

(4)GMMの優れた操作性,作図機能,さらにカスタマ

イズ機能を継承しており,ユーザー独自の操作環境を

設定することによって作業の効率化が図れます｡

(5)"GMM-V320/S”は,作図に必要な基本機能だけ

を搭載し,マクロドライバ,プロッタドライバなどの他

機能はオプションとしており,コストを低減できます｡

2.主な仕様

"GMM-V320'',"GMM-V320/S''の主な仕様を表1

に示します｡

(日立製作所マルチメディアシステム事業部)

※1)PC/ATは,米国InternationalBusiness Machines,

Corp.の商品名称です｡

※2)iDX4は,米国IntelCorp.の商標です｡

※3)IBMOS/2,DOS/Vは,米国InternationalBusiness

Machines,Corp.の商標です｡

※4)Windowsは,米国MicrosoftCorp.の商標です｡

表1 主な仕様

項 目
仕 様

GMM-V320,GMM-V320/S

C P U 旧X4/川OMHz

O S lBMOS/2+2.11

メ イ ン メ モ リ 16Mバイト

7【]ツピーディスク
3.5インチ(l.2Mバイト,720kバイト,

l.44Mバイト)lドライブ

ハ
ードディ スク 720Mバイト

外 形 寸 法

(幅×奥行き×高さ)
405mmX42ZmmX144mm

消 費 電 力 150W

重 さ 10.Zkg

標 準 価 格(税別)
GMM-V320 :2′540′000円

GMM-V320/S:l′880′000円




