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要　旨
粉塵の多い工場内や風雨にさらされる野外でも、情報処理端末を活用して情報の入出力や加工を行うことがで
きれば、よりリアルタイムに情報を活用した効率的なシステムが実現できます。
こうしたニーズに応えるため、耐環境性を強化した堅牢ノートを開発し、市場に投入しました。
本稿では、顧客の声を製品強化に反映させるプロセスと、製品強化により新たに開拓できたマーケット、更に
新しい顧客価値を生み出す活動について紹介します。
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1. はじめに

NECは、1985年2月にPC-9800シリーズをベースにしたファ
クトリコンピュータ「FC-9801」を発売し、以来26年間にわた
り高信頼性・長期供給・長期保守を実現した産業用コン
ピュータとして、生産現場や社会インフラの制御・監視シス
テムの構築に貢献してきました。
こうしたなか、特に塵埃や振動の多い工場内や雨に濡れる
こともある野外においても、コンピュータを利用して生産管
理システムや業務システムの更なる効率アップを図るニーズ
があることが分かってきました。
本稿では、堅牢ノートの商品化のきっかけと、ユーザー中
心設計のプロセスに従って、どのように市場開拓及び製品強
化を実現したかについて論じています。

2. ファクトリコンピュータにおけるノート型のニーズ

産業用コンピュータは、従来、工場内の生産実績の収集や
制御用途の他、工作機械や医療機器に組み込んで入出力端末
として利用されてきましたが、工場内には、金属加工時に発
生する金属粉や水しぶき、粉末状の薬品など、装置内に入り
込むと故障を誘発する要因が数多くあります。また、屋外で
の利用は、基本的に風雨対策や温度対策を施す必要があり、
拡張性を重視した従来型のファクトリコンピュータでは十分

に対応できない領域です。
更に、可搬用途となると、デスクトップ型や省スペース型
が中心のファクトリコンピュータでは、対応しきれませんで
した。
そこで、持ち運びが可能で、温度・湿度・塵埃・水滴、更
には振動や落下時の衝撃にも耐えるオールインワンのファク
トリコンピュータ「FC-NOTE」の開発により、こうしたニー
ズに応えて新たな市場を形成しようと考えました。

2.1 堅牢ノート初代FC-NOTE の投入と市場の反応

2004年8月、堅牢ノート初代機となる「FC-NOTE N11F」を
発表しました。12.1インチのタッチパネル付LCD画面は、軍手
を着用したまま画面タッチ入力が可能です。また、防塵・防
滴性をIP51のレベル（ 図図1 ）で実現したため、塵埃の多い工
場内や野外での利用が可能になりました。高さ90cmからの落
下に耐えるマグネシウム合金製筐体を採用し、-20～55℃の動
作温度範囲をファンレス（冷却ファンなし）で実現しました。
スペック上ではユーザーニーズに十分応えられると思われ
たFC-NOTE N11Fでしたが、市場の反応は意外にも鈍いもの
でした。
まず、価格が市場ニーズをとらえたものではありませんで
した。価格対応力が弱く、数量の大きな商談の取りこぼしが
続きました。更に、ユーザーからの要望による細かな仕様変
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図1   IP表示と内容

更（カスタム仕様）についても対応が困難な設計でした。
そこで、NECは堅牢ノートの新規開発を決意し、2006年12
月に「ShieldPRO N21S」を投入しました。

2.2 ユーザーニーズの反映・ShieldPROの新規開発

ShieldPRO N21Sの開発に当たり、FC-NOTE N11Fユーザー
や見込み客の声を製品に反映させるため、次のように徹底し
たユーザーヒアリングと見込み客情報の共有を図りました。
まず1つ目は、販売促進部門といっしょに開発メンバーも
ユーザーの利用現場に行き、利用者の生の声や利用状況を直
接ヒアリングして課題を整理しました。
2つ目には、ユーザーやこれから購入を考えている顧客から
の問い合わせメールを関係者全員が閲覧することにより、今
何が問題になっているのか、何を求められているのかという
情報を日頃から共有していきました。
また、ユーザー登録している顧客には年1回定期的にアン
ケートを実施し、製品・販売・保守・トラブル対応など多角
的にユーザーの満足度を調査しています。3つ目には、こうし
た情報も参考にしていきました。
その結果、価格の問題の他にも、フィールドメンテナンス
や車両整備など主に屋外で利用する顧客には、防塵・防滴性
能のいっそうの向上とバッテリ駆動時間の延長、晴天時の画
面輝度の向上や軽量化などの要望が多く、工場内や防衛・消
防用途では、更に長期供給・長期保守といった産業用コン
ピュータ特有の要求などが確認されました（ 表表1 ）。

表1   堅牢ノートに求められるマーケットニーズ

こうして把握されたマーケットニーズを基に、ShieldPRO
N21Sのユーザー中心設計の目標を、以下の6つに明確化しま
した。
1) 野外利用に耐えるIP54レベルの防塵・防滴性
2) バッテリによる長時間駆動（8時間以上）
3) 寒冷地や車載対応の-20～50℃の動作温度範囲
4) バックライト付キーボードなど豊富なセレクション設定
5) ノート・タブレット両方に使えるコンバーチブル型
6) 防衛用途や機器組込みに対応した長期の供給・保守体制
これらの目標の達成に向けて、数々の新設計にチャレンジ
しました。例えば、防塵・防滴性能については、防滴キー
ボードの新規開発やマグネシウム合金筐体の二重化により
IP54レベルにまで向上させ、更に、ケーブル接続時にも防
塵・防滴性が保てるよう、LAN、シリアル、電源コネクタに
は専用の防塵・防滴ケーブルやコネクタを用意しました。駆
動時間については、インテル Core Solo超低電圧版の採用によ
り、高性能と低消費電力を両立させ、従来の5時間から8時間
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へと大幅に延長させることに成功しました。
LCD画面については、NEC液晶テクノロジーと共同開発し
た、低温下でも即時に明るく表示するLEDバックライト方式
液晶ディスプレイをいち早く採用しました。従来の冷陰極管
方式のバックライトでは、零下の環境では輝度が著しく低下
し、低温倉庫や積雪環境での視認性に問題が生じていました
が、ShieldPROで採用したLEDバックライト方式により解決す
ることができました。更に、視野角は以前より左右で50度、
上下で60度アップしており、作業性が大幅に向上しました。
また、野外での利用には重量を少しでも軽くという声に応え
るため、12.1インチの堅牢ノートとしては最軽量の約2.5kgまで
軽量化を実現しました。
更に、ノート・タブレットの両方に使えるよう、画面を回
転ヒンジで固定するコンバーチブル型の実現には、回転ヒン
ジの強度設計の他、落下衝撃に耐えるようLCD画面のロック
機構も実際の落下試験を繰り返して作り上げました。
長期供給・長期保守については、前述のCPUにEmbedded品
（組込み機器用CPU）を採用して長期供給を確保するととも
に、回路設計に当たっては、極力長期供給を受けられる部品
を採用しました。更に、OSもマイクロソフト社の提供するな
かから、組込み機器用に長期供給を受けられる「Windows XP
Professional for Embedded Systems」を採用しました。
いずれもコストアップにつながる選択ですが、ファクトリ
コンピュータに対するユーザーの期待要件を満たすために他
社とは異なる道を敢えて選択しました。

図2   さまざまな用途で使われるShieldPRO N21S

また、バックライト付キーボードや英語版OS、メモリ容
量・ハードディスク・シリコンディスク・バッテリの種類の
選択、無線LANや指紋認証の有無など、多くのセレクション
メニューを用意し、用途に応じた細かな仕様選択が1台からで
もできる配慮を施しました。
こうして新規開発したShieldPRO N21Sは、防衛・消防・警
察など野外や車載での利用の他、薬品工場や製鉄関連工場の
生産管理端末、自動車開発・整備端末など、FC-NOTE N11F
に比べて用途が飛躍的に拡大しました（ 図図2 ）。
ちなみに、ShieldPROのネーミングはShield（盾）という意
味とSealed（密閉した）という両方の意味合いを持たせたネー
ミングで、更に、S.H.I.E.L.Dの6文字には次の英単語の頭文字
を用いています。
・ Security（安全）
・ Hard（硬い）
・ Innovative（革新的）
・ Environmental（環境に優しい）
・ Light（軽量）
・ Durability（耐久性のある）
こうしたネーミングを付けることにより、製品知名度を向
上させ、従来の産業用コンピュータとは違った新たなマー
ケットの開拓を狙いました。

2.3 ShieldPROの用途分析と製品強化への取り組み

こうして、ShieldPROによる新マーケット開拓は第一歩を踏
み出しましたが、次第に個々のユーザーにおける問題点も明
らかになってきました。
例えば、野外や工場内での持ち歩き用途では、バッテリの
交換がワンタッチでできない、バッテリ駆動時間がもっと欲
しい、画面をもっと明るくして欲しい、本体底面に収まって
いるタッチペンが無くなりやすい、ノートからタブレットに
変える際に画面を回す向きが分かりにくい、長時間の持ち歩
きには肩掛けベルトが欲しい、雨天でもFOMAカードなどを
使って通信を利用したいといった改善要望がありました。ま
た、工場内設置では、本体からACアダプタが抜け落ちないよ
うにしたい、アームに固定できる仕組みが欲しい、キーボー
ドを長く使っていると熱くなる部分がある、パネル型コン
ピュータの代わりに使うのでソフトウェアキーボードが欲し
いなど、ユーザーならではの細かな要望が出されました。更
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に、車載や防衛用途では、振動に強いシリコンディスクを使
いたいが容量が足りない、リムーバブルな固定方法が欲しい
などが強く求められました。
そこで、ShieldPROの次機種N22A（ 写写真 ）の開発では利便
性の追求を行い、以下の改良を加えました。
1) 筐体の新設計
野外・工場内・車載などでの更なる使いやすさを実現する
ため、ShieldPRO N22Aでは筐体を新たに設計し直しました。
まず、防塵・防滴性を損なうこと無く、バッテリやHDDを
本体側面の蓋を開けることで容易に交換できる仕組みを作
りました。蓋の周囲にはシーリング材を塗布することで防
滴性を高め、軍手着用時にも開閉ができるよう、ロック部
の機構・形状を工夫しました。なお、容易に開閉できない
ことを望むユーザー向けに、ネジによるロック機構も設け
ました（ 図3 ）。

写真   ShieldPRO N22A

図3   HDD/バッテリ取り出し口カバーの構造

また、12時間のバッテリ駆動を実現する長時間バッテリモ
デルと、標準バッテリと外形寸法の変わらないオプション
の長時間バッテリを用意しました。
この新筐体により、フィールドメンテナンスや駐車違反車
両の取り締まり端末のように、長時間のバッテリ駆動を要
求される野外利用でも簡単にバッテリ交換ができるように
なり、更にHDD交換のメンテナンス性も飛躍的に向上しま
した。
2) インタフェースカバーの改良
ShieldPRO N22Aでは、従来機よりも更に上位ランクの防
塵・防滴性（IP65レベル）を実現するため、インタフェー
ス部のカバーにはより密着度の高いものが必要となりまし
たが、その反面、開けにくいというデメリットも出てきま
した。そこで、NECデザイン&プロモーションと連携して
ShieldPROの本体デザインとのバランスを考慮しつつ、軍手
を着用した状態でも開けやすいカバーの形状を検討しまし
た。
結果的に、落下時の側面のダメージも軽減されるカバーを
作り上げることに成功しました。
更に、PCカードスロット用カバーをオプションで用意し、
FOMAカードなど通信カードの利用時にも防塵・防滴性が
保たれるようにしました（ 図4 ）。
これらの改良で、工場内で軍手着用のままUSBケーブルを
着脱したり、雨や埃の多い現場での通信カードを利用した
画像伝送などが実現できるようになりました。

図4   防塵・防滴性を向上したインタフェースカバー類
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33) LCDの輝度範囲の拡大
ShieldPRO N22Aでは、最大750cd/m 2 まで輝度を向上さ
せ、更に最小で1cd/m 2 まで16段階の輝度調整を可能にしま
した。これにより、明るい昼光下での利用から、夜間や倉
庫内のように暗い場所での利用まで、目に優しい画面表示
を実現しています。最小1cd/m 2 の輝度を輝度ムラ無く実現
するのにLEDバックライトが大きく寄与しています。
明るい野外で携帯電話の画面が見にくく使いにくいという
経験を持っている方は、画面輝度の向上が重要であること
が分かると思います。一方、夜間に野外で利用する防衛や
警察用途では、できるだけ輝度を暗くしないと、目を画面
から周辺に移した際に周囲が見えなくなるという現象に陥
ります。LCDの輝度範囲の拡大によりこうした課題を解決
しました。
4) 更に利便性を向上させた細部の改良
従来機ではタッチペンが本体底面に格納されていたため、
利用する際に本体を持ち上げる必要があったり、紛失しや
すい形状だったので、ShieldPRO N22Aでは画面の左下に
タッチペンを収納し、取り出しやすく、また紐などで本体
と結んで紛失を防ぐことができるように改良しました。
また、ノート型とタブレット型を利用シーンによって使い
分けるユーザーにとってモニタの回転方向が分かりやすい
ように、回転ヒンジ部に矢印を設け、ノート/タブレットど
ちらの形状からも正しい画面の回転方向を示すようにしま
した（ 図5 ）。

図5   モニタの回転方向の明示

表2   ユーザーニーズに応えたShieldPROの改善ポイント

5) 長期供給・長期保守の実現
ShieldPRO N22Aでは、新たに開発した筐体を今後長期間に
わたって基本的な構造を変えずに利用していく前提で設計
しました。これは、ユーザーのなかに組込みなどで、筐体
の変更によるシステムの見直しを短期間に繰り返すことに
不満を感じる方が多いのと、ファクトリコンピュータ伝統
の長期供給・長期保守へ対応するためです。ShieldPRO
N22Aは2008年6月から2012年12月までの4年半の供給と2018
年12月までの保守対応を実施しています。供給期間や保守
期限はFCシリーズのホームページに明示しているので、
ユーザーは安心して継続採用ができるようになっています。
これらも含めて、ShieldPROユーザーからの声で改善した
数々の内容を一覧にしました（ 表2 ）。

3. ShieldPROの新たな用途開拓成果

こうして2008年5月に発売したShieldPRO N22Aは、従来に
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無い新たな用途の顧客を開拓することができました。
例えば、簡易画像伝送端末としての利用です。FOMAなど
の回線を利用して、事故・災害現場に急行した記者がその場
で動画を配信するシステムが、ShieldPROとビデオカメラ、専
用ソフトウェアの導入で実現しました。自治体の災害対策本
部での利用も検討されています。
また、警視庁や県警での放置駐車処理システム端末として
も多数採用されました。監視員が肩掛けベルトに装着された
ShieldPROを片手に、違法駐車のチェックをしている光景を目
にした方もいると思います。
更に、シリコンディスクの大容量化によって、その優れた
耐振性を利用してフォークリフトや工場内の部品ピックアッ
プカートへの搭載事例も増えました。
加えて、カスタム対応によって、24時間連続運転対応の大
容量HDDやサーバOSを搭載したShieldPROが、ファースト
フード店舗内のサーバや高速道路のETCで利用されるように
なりました。防塵性・耐振動性・耐温度特性の優れた
ShieldPROは、埃や大型車両による振動、高温・低温といった、
通常のサーバでは設置しにくい環境でのサーバ・端末にも安
心して利用することが可能です。
このようにShieldPROは、ユーザーニーズに応える製品改良
を行うことで非常に広範囲な用途を開拓してきましたが、更
に、営業とともにユーザーを訪問し、用途や成果を深く理解
したうえで、その活用事例をまた広く営業やお客様に紹介す
ることを継続しています。これにより、また新しい用途が開
拓でき、お客様にとっての新しい価値（=イノベーション）を
常に生み出しています。

4. おわりに

ノートパソコンに代表される情報端末は今、大きな転換点
を迎えています。モバイル性と操作性に優れたタブレットPC
が安価に提供されるようになり、OSにAndroidを採用したス
マートフォンやタブレット端末が急速に市場を形成しつつあ
ります。20年以上の歴史を持つノートPCがすべてこれらに置
き換わることはありませんが、特定業務用の端末はよりシン
プルで安価な端末に置き換わっていく可能性は高いと思われ
ます。
こうした動きのなかで、堅牢ノートのShieldPROも従来とは
異なるカテゴリの製品を加えながら、悪環境下でも安心して

利用できる情報処理端末を提供し続けることで、社会に貢献
していきたいと思います。
*Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
*インテル、インテル Coreは米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標
または登録商標です。
*FOMAは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
*Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
*Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセ
ンスに基づきこのマークを使用しています。
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ユーザー中心設計による人と地球にやさしい商品の開発特集によせて
NECグループにおけるユーザー中心設計への取り組み

◇ 特集論文
実践を支える基盤活動
ユーザー中心設計の全社推進活動
ユーザー中心設計におけるデザインの役割
SI/ソフトウェア開発におけるユーザー中心設計
HI設計におけるデザインパターン開発
アクセシビリティ関連ツールの開発と社内での適用

商品開発事例／アクセシビリティ
羽田空港国際線旅客ターミナルのフライトインフォメーションシステムのデザイン
お客さま視点での利便性と環境性能を追求した新型ATMの開発
ユニバーサルデザインフォント開発の取り組み
NECインフロンティアにおけるユーザー中心設計活動

商品開発事例／ユーザビリティ
サーバ管理ソフトウェア「ESMPRO/ServerManager」のユーザー中心設計開発
音声認識技術による議事録作成支援ソリューション「VoiceGraphy」のUI設計
スマートフォン「MEDIAS(N-04C)」のユーザー中心設計
クラウドコミュニケーター「LifeTouch」の人にやさしいUI設計
パーソナルコンピュータのユーザー中心設計活動

商品開発事例／イノベーション
プロジェクターの商品企画のためのユーザー中心設計
堅牢ノート「ShieldPRO」のユーザー中心設計による市場開拓
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