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要　旨
現在、企業でのIT機器の環境負荷低減が課題となっています。NECディスプレイソリューションズでは、企業
向けの液晶ディスプレイの環境性能向上を目指し、“MultiSync+ECO”をキーワードに環境特化モデルとして
EXシリーズ（Office Cool ® ）を開発しました。当該開発では特に軽量化・小型化に重点を置いて取り組みまし
た。本稿では、従来モデルであるEAシリーズからどのような取り組みを経て軽量化・小型化を実現したEXシ
リーズを開発したかを紹介します。

キーワード

●軽量化  ●小型化  ●狭額縁  ●Office Cool®  ●EAシリーズ  ●EXシリーズ  

1. はじめに

弊社では液晶ディスプレイの環境性能向上を目指
し、“MultiSync+ECO”をキーワードに、環境特化モデルとし
てEXシリーズ（Office Cool ® ）を開発しました。本モデル
は、軽量化・狭額縁・省電力をコンセプトとして環境性能向
上に特化した開発モデルです（ 図図1 ）。
本稿では、本EXシリーズの開発における軽量化・小型化の
取り組みを紹介します。

2. 企業向け液晶ディスプレイ市場状況

企業向け液晶ディスプレイは成熟期の商品のため、各社の

図1   Office Cool®のコンセプト

商品は性能や機能が横並びとなっていて差別化が困難となっ
ています。このような状況下では、環境仕様・性能の強化は
重要な差別化要素となっています。
弊社では、2007年に企業向けエンタープライズモデルのEA
シリーズを開発し、環境性能の強化を行ってきました。しか
し、環境性能強化の1つとして省材料につながる軽量化・小型
化という観点で見た場合、競合他社と比較して仕様的な差別
ができていませんでした。これは、2007年以降に他社が軽量
化に注力したモデルを製品化し始めたことが大きな要因でし
た。
このような背景のなか、特に軽量化・小型化について早急
な改善が必要であると判断しました。

3. 業界トップクラスの軽量化・小型化を目指した開発

2010年企業向け液晶ディスプレイの新シリーズとしてEXシ
リーズの開発スタートにあたり、特にモニターヘッド部につ
いては質量を従来モデルから半減、狭額縁を業界トップ水準
に改善するべく取り組みました。開発スタート時に部位ごと
の目標質量を掲げ、目標値に向けた具体的な方策を実行しま
した。
スタンドにおいては、モニターヘッド部を従来モデルの50%
の質量目標としたことで剛性を必要最小限にすることが可能
となり、スタンドの設計自由度が向上しました。このことに
より、Office Cool ® のデザインコンセプトを目標に対応させる
ことが可能となりました。
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4. モニターヘッド部

大きくは下記の対応にて、構造的な軽量化と狭額縁を実現
しました。

4.1 軽量化

モニターヘッド部の軽量化については、モニターヘッド部
の目標質量を設定し、そのなかで更に個々の部品の目標質量
を部位ごとに明確化し、それぞれの目標質量達成に向けて対
応しました（ 図図2 ）。
機構部品の質量で考えると、内部板金部品及び、外装プラ
スチック部品の2つが重要となります。外装プラスチック部品
としては、コストアップにつながるような特殊な材料や工法
を採用せず、薄肉化にて軽量化を図りました。内部板金につ
いては軽量化取り付け構造を検討し、従来モデルとの比較で
は約55%の軽量化を実現しました。EXシリーズの構造部品と
しては、軽量化に最も大きな貢献を果たしています（ 図3 、
図4 ）。

図2   モニターヘッド部の質量の推移

図3   機構部品の質量の推移

図4   モニターヘッド部の構造比較

図5   フロント部嵌合リブ構造（パネル含む）

4.2 狭額縁

狭額縁はOffice Cool ® のコンセプトの1つであり、競合他社
との差別化のためにも重要な検討課題項目でした。
従来、LCDパネルの外形から外装キャビネットの外形まで
片側5mm以上必要であった嵌合構造を、デッドスペースの有
効活用による嵌合方式の見直しにより外装キャビネットの嵌
合構造の縮小化に成功しました。本対応により、片側3.5mmを
達成し、30%の縮小化が可能となりました（ 図5 ）。

5.  Office Cool ® デザインコンセプトを目標に
軽量化・小型化したスタンド構造

Office Cool ® デザイン（EXシリーズ： 写真 ）として、スタ
ンドのデザインを守るための軽量化・小型化はとても重要な
課題でした。スタンド構造の一番の課題は、ハイトアジャス
ト機能をどのような構造でデザインに見合う小型化構造にす
るかという点でした。
図6 は従来モデルであるEAシリーズと、EXシリーズの支
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写真   EXシリーズ（Office Cool®デザイン）

図6   スタンド比較

柱部分の外形寸法比較になります。EAシリーズが約
120mm×55.6mmの断面積で約6,700mm 2 であるのに対し、EXシ
リーズはφ38.2mmの断面積で約1,150mm 2 となります。断面積
比較で約83％の削減となり、軽量化・小型化に貢献していま
す。本寸法を可能にしたのは下記の2点の対応によります。

5.1 スタンド部品削減による小型化

外装プラスチック部品を極力削除し、ダイキャスト外装部
品を取り入れて構造的な簡素化を実現しました。具体的に
は、EAシリーズでは外装部品として7点のプラスチック部品
を採用していましたが、EXシリーズでは1点となっています。
（底面ターンテーブル部品を除く）チルト部、支柱部、ベー
ス部の外装部品を金属部品とし、外装と強度の両方の目的で
対応することができる構造としました（ 図7 ）。

図7   EXシリーズのスタンド部品の構成図

5.2 ハイトアジャスト構造の小型化

ハイトアジャスト構造の小型化は、スタンドとしての小型
化に大きく貢献しました。EAシリーズではハイトアジャスト
構造として内部にスプリングを配置し、ガイドレール構造に
よりハイトアジャスト構造としました。EXシリーズでは内部
スプリングの寸法を極小化するとともに、ガイドレール構造
を削除して新たに内部スプリングをサポートする摩擦構造を

図8   ハイトアジャスト構造の部品比較
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追加することで、ハイトアジャスト構造の小型化に成功しま
した（ 図図8 ）。

6. 軽量化に伴う設計段階での応力解析

モニターヘッド部の軽量化とスタンドユニットの軽量化・
小型化に伴い、金型作成開始前に予想される応力解析及び実
機試験を実施しました。本対応により、板金部品の軽量化、
スタンド構造の小型化に対する技術的な裏付けを金型作成前
に明確にすることで、モデル開発をスムーズに行うことがで
きました。

7. EXシリーズ開発まとめ

前途のとおり、EXシリーズの開発ではOffice Cool ® コンセ
プトに基づく構造的な見直しにより、従来モデルであるEAシ
リーズとの比較では 図9 や 表 に示す改善が達成されました
（狭額縁については15mm以下で業界トップクラスを達成）。
また、製品の小型化及びスタンドベースの着脱構造の採用
により梱包形態の縮小化も実現しました。通常、40フィート

図9   EAシリーズからEXシリーズの改善結果

表   EAシリーズ（左）、EXシリーズ（右）の仕様比較

コンテナ入数は576台であったのが1,100台に積載数量が向上し、
輸送効率は91％向上しました。

8. 今後の展開

企業用ディスプレイについて、環境仕様の1つである軽量
化・小型化の他社との差別化、また、新しいコンセプトをお
客様に提供するために下記の項目を軸に、構造的な見直しを
進めていく予定です。
1) モニターヘッド部の軽量化･小型化への更なるチャレン
ジ
2) スタンドユニットの小型化への更なるチャレンジ
3) 更なる軽量化・小型化による新しい使用シーン
（コンセプト）の提案

9. おわりに

以上、弊社におけるEXシリーズの開発について紹介しまし
た。IT機器の軽量化・小型化は、省材料を実現しうる環境性
能の1つとして、今後も継続して取り組んでいく必要がある大
きな課題です。また、市場への新しい提案をするうえでも重
要な課題となっています。
企業向けディスプレイの差別化は、今後更に厳しいものに
なることが予想されます。この厳しい業界のなかで差別化を
するためにも、今後も新しいものにチャレンジする精神を忘
れずに新規商品の開発を行っていきたいと考えています。ま
た、NECグループ各社と連携し、関連技術の共有や開発の効
率化にも取り組んでいきたいと考えています。
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