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第2部　商品技術の変遷

» タフブック

1996-1997

欧米のフィールドワーカーの
声から生まれた
堅牢パソコン「タフブック」の誕生

1990年代半ば、日本でノートPCと言えば、まだ
高価なオフィス機器のイメージが強かった頃、すで
に欧米ではオフィス以外での現場作業（フィールド
ワーク）へのIT投資が積極的かつ戦略的に行われ
ていた。埃まみれ、泥まみれの現場で使われている
ノートPCには、何よりも頑丈さと防塵性が必要と
されていた。通常のノートPCを導入した企業は、
相次ぐ故障に悩まされており、その修理コストは多
大なものになっていた。

欧米では、TCO（Total Cost of Ownership）
という考え方が早くから定着していた。経営陣に
とっては、経費削減が常に悩みのタネ。たとえ安い
機材を導入してもすぐに故障するならば、結局修
理代が高くつく。それでは「壊れない」ノートPCを
提供できれば、必ずヒットする。そのような確信か
ら開発がスタートした。
当時、すでに海外には「頑丈」をウリにしたノート
PCを発売しているGRiD社というメーカーがあっ
た。しかし、そのマシンは大きくてかさ張り、パ
フォーマンスも高くなかった。「海外製の頑丈な
ノートPCをはるかに超えるものを」。そう意気込ん
で、技術部は「タフなパソコン」の実現を目指し始め
る。「タフなモノ」と言わしめるためには次の四つが
欠かせない。耐衝撃・耐振動、防滴・防塵である。
PCが壊れる原因の第1位は「運搬中の落下」。
作業台の机から床までの距離が76cm。机上から
落としても壊れないように、キャビネット材料の検
討に着手した。カーボン樹脂、マグネシウム合金、
アルミニウム合金の三つである。最も強度が高いの
はアルミニウム合金であるが、比重が2.7と高く
セット重量が重すぎ、逆に落下時の衝撃が激しく
なる。そこで、比重1.8と軽量で、衝撃波の減衰特

性が優れているマグネシウム合金を使用すること
にした。液晶は剛体構造により耐久性を高めるとと
もに、衝撃をスポンジで吸収。さらに、たわみによる
破損を防ぐために、全面にインターナルダンパーを
採用した。最もダメージを受けやすく貴重なデータ
を保持するHDDには、新しく開発したゲル状の特
殊緩衝材で衝撃を吸収した。
塵埃や水滴が多い工事現場などの過酷な環境で

も使えるために重要なのが、防滴性と防塵性。CPU
の高性能化に伴いセット内部が熱くなるのを放熱す
るにはファンが必要だが、防滴・防塵構造のためには
放熱孔を開けることはできない。この相矛盾する課
題を解決する必要がある。
主要な部品の熱に対する課題を整理し、熱を発生

する部品をできるだけ分散し、熱に弱い部品も熱源
から遠ざけるようにセットのレイアウトを再検討し、
通気用ファンの廃止に成功。液晶はアクリルパネル
で表面を保護し、キャビネットとの隙間をパッキンで

顧客志向の徹底が生んだ、
2大ビジネスロングセラー

1996（平成8）年、当社はBtoB市場に狙

いを定め、現在まで続く二つの主力ノー

トパソコンの展開を始めた。堅牢性を重

視した「タフブック」と、モバイル性を追

求した「レッツノート」である。二つの成

功は、激化するPC市場の中で独自性を

発揮するという強い意志から始まった。

ここでは主力商品の誕生秘話を中心

に、現場重視のお客様ニーズに寄り

添った商品コンセプトの絞り込みと必要

なスペックの見極め、そして実現に向け

た果てしない試行錯誤がいかに大切か

を、過去のエピソードを基に再確認して

みたい。

概略

頑丈さの検証のため、落下試験を何度も重ねる

頑丈設計を実現した数々の新技術

当時の各キャビネット材料の比較

材　　料 カーボン樹脂 マグネシウム合金 アルミニウム合金

引張り強さ(Mpa) 157 235 289

耐力(Mpa） - 137 166

せん断強さ（Mpa) - 137 176

比　　重 1.45 1.8 2.7

熱伝導率（W/m℃） 0.54 71.2 237

表面は
アクリルパネルで
カバーし、
防滴性能を向上

たわみを防止、
衝撃を吸収する
インターナル
バンパー

埃や水滴の
侵入を防ぐ
パッキン付きの
カバー付FDD

新開発のゲル状特殊
緩衝材でHDDを保護

衝撃に強いマグネシウム
合金キャビネット

水滴が多い工事現場などの過酷な環境でも使えるために、防滴性の
充実を徹底
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カバーし、埃や水滴が本体内に侵入しにくくした。さ
らには、全てのジャックやポート部などにも防水パッキ
ンカバーを取り付け、防滴・防塵性能を高めた。
このようにして、米国国防総省の軍需品に採用す
る性能試験であるMIL規格において、80cmの自然
落下試験に合格、1996（平成8）年タフブック第1号
「CF-25」が誕生した。パソコンとしてもPentium
（100MHz）、10.4型TFT画面、HDD840MB、
Windows 95を搭載して、十分な性能を持っていた。
CF-25の完成と時期を同じくして、アメリカで警

察車両にPCを搭載し情報化しようという国家プロ
ジェクトが立ち上がったという情報が入ってきた。
タフなPCにはぴったりな相手（顧客）。当社は早速
営業部隊を立ち上げたが、連邦制のアメリカでは
各州、各自治体がどの機材を採用するかを判断し
ていたため、アメリカ全土におよぶ2,000ヵ所以上
の警察にアプローチをかけることになった。タフな
世界をつくり上げるという開発陣の思いと、それを
実現しようとする営業部隊の熱意の結果、CF-25
は多くの警察で採用されることになった。またその
タフさが評判を呼んだことで、過酷な工事現場など
にも続々と採用が決まっていった。

1998-

より現場ニーズに応えタフさを強化。
業界別のソリューション提案で
リピートオーダーを獲得

タフブックは堅牢性だけで支持されてきたわけ
ではない。さまざまな現場の声を営業だけでなく、

技術部隊が現地に出向き、直にお客様のお話を
伺って製品づくりに反映する「現場主義」を貫き続
けたことにある。堅牢PC市場に他社が参入してく
る中、より高い次元の耐衝撃・耐振動性を実現し、
さらには防滴・防塵性を向上し続けてきた。
フィールドワークはほとんどが屋外での仕事。液
晶の視認性を高めるため、1998（平成10）年発売
の「CF-27」では、AR（Anti-Reflection）コー
ティングを液晶に施し、後にオプションでワイヤレ
スモデムを選択できるようにした。2001年発売の
「CF-28」では防滴性を強化し、IEC（国際電気標
準会議）の防水・防塵規格でIP54まで対応。いか
なる方向からの水の飛沫にも耐えられる性能を達
成した。また、アリゾナの砂漠地帯で故障が多いと
報告があれば、開発スタッフが現地に赴いて調査
し、熱を集めないようボディカラーを黒から銀に変
更した。
2007年発売の「CF-30」では、1,000カンデラ/

㎡という高輝度な液晶を搭載。屋外での作業時に
液晶が見にくいという現場の声を反映した。2010
年発売の「CF-31」では、タフの原点の一つでもあ
るMIL規格の自然落下試験も90cmから120cm

まで性能を向上。さらに、防水・防塵性能も一段と
向上させ、IP65をクリアし、完全な防塵性能と
30kpaの噴流水にも耐えられる性能を確保した。
タフブックの強さのもう一つの要因は、常にお客
様と向き合い、お客様のニーズの本質をつかみ、ソ
リューション提案に成功してきたからに他ならな
い。ターゲットとしてきたのは四つの業界。警察、消
防、救急などの「パブリックセーフティ」。自動車の
修理、整備向けの「オートモーティブ」。電気、ガス、
水道などの「ユーティリティ」。電話業界の「テレコ
ム」の四つである。例えば、オートモーティブでは、
車は常に状態を記録し続けているので、車とタフ
ブックをケーブルで接続させ診断プログラムにより
修理箇所を調べることが可能となる。メジャーなグ
ローバルメーカーに一旦採用されると、全世界に
タフブックが拡がっていく。また、車の寿命は長い
ため、一度納入できるとリピートオーダーが続くこ
とになる。
このように、幅広い顧客のニーズに応えるのでは
なく、特定の顧客の課題を解決するソリューション
ビジネスで成功し、頑丈ノートPCとして現在16年
連続で世界No.1シェアを獲得している。

» レッツノート

1996-1999

ビジネスマンの期待に応えろ。
誕生、レッツノート

タフブックを開発・発売する一方、当社はビジネ
スマン向けにも独自性のあるノートパソコンの開
発を目指していた。今では当たり前に使われている
「モバイル」という言葉が一般化していなかった
1996（平成8）年、初代レッツノート「AL-N1」は誕
生した。ターゲット顧客を最新のプラットフォーム、
最新のデバイスを使うパワーユーザーに絞り込み、
彼らが屋外に気軽に持ち出しても使える軽量パソ

1996年に発売された、タフブック第1号「CF-25」。米国国防総省の
厳しい性能試験に合格した 1998年、第1号に引き続いて発売された「CF-27」。液晶の視認性を

さらに高めた

1996年に発売された、
初代レッツノート「AL-
N1」

左から「テレコム」、「オートモーティ
ブ」、「パブリックセーフティ」、「ユー
ティリティ」

2007年にはさらに進化。この年に発売された「CF-30」では、屋外で
の作業時に液晶が見にくいという現場の声に応えた
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満であった。CF-R1では小型化を優先したために、
キーピッチが通常のノートパソコンよりも狭い
17.5mmだったからである。
レッツノートの購入者は、複数台のパソコンを所
有しているパワーユーザーが多いので、こうした
ユーザーにとって、タッチタイピングがしにくい
キーピッチの狭さが不評だった。さらに、液晶画面
サイズの拡大化などの要望も同時にあがり、第2弾
の目標が「液晶サイズを10.4インチから12.1イン
チにサイズアップ。キーピッチは19mmを確保。し
かし、軽さ1㎏未満、駆動時間5時間」に決まったの
である。単純に計算すれば、CF-R1に比べて百数
十gの重量増加となるが、これをわずか39g増の中
で実現する必要があった。
小型・高輝度なバックライトを採用し、薄肉フ

レーム構造による液晶パネルの小型化、世界最薄
となる厚さ0.55mmのマグネシウム合金の採用、
液晶面のフチ部分などのボディ内部部分はプラス
ティックを用いて軽量化を実現した。999gを達成
するための残りの4gは、マグネシウムキャビネット
に約300個の穴を開け、ようやく達成したのが
「CF-T1」であった（2002年）。

●第三弾  CF-W2
3連打の最後を飾るのが2003年発売の「CF-

W2」である。DVD-ROM/CD-RWコンボドライブを
内蔵しながら世界最軽量の1.29kgを実現した。これ
を可能にしたのが、新たに開発したシェル式のコンボ
ドライブである。ドライブのカバーがキーボード左手
前のパームレストと一体になっており、左側面のオー
プンスイッチをスライドさせることで、カバー部分が
上に持ち上がるという斬新な機構を開発した。通常
のトレイ式光学ドライブ（約200g程度）に比べて、

バッテリー駆動時間は5時間を目指した。
当時の事業部長がメンバーに発した「35歳以上の
人の意見は聞くな。1kg、5時間が実現できるのであ
れば、企業倫理や法律を守れば、あとは何をやっても
いい!」という言葉は、メンバーの脳裏に強烈に焼き付
けられ、軽量化への絶え間ない努力が始まった。
ボディを軽くするためには、材料を薄くしながら
頑丈さを高める必要がある。このヒントになったの
が、自動車のボンネットで、1枚板に段差をつけるこ
とで強度を向上している。これをパソコンの天板に
応用すればいい。早速実験を開始すると、凹凸を付
けることで軽量化と頑丈性能の両立が可能である
ことが判明した。当初はこの奇抜なデザインに賛否
両論があったが、最終的にはレッツノートを象徴す
る「ボンネット天板」が生まれたのであった。このよ
うにして2002年、目標を上回る約960g、約6時
間駆動の新世代レッツノート「CF-R1」が誕生し、
軽さ・高性能・長時間駆動の三拍子が揃った、ビジ
ネスモバイルのリファレンスモデルとなった。

●第二弾  CF -T1
当社が本気になってモバイルノートPC分野に取

り組む姿勢を理解していただくためには、最低でも
魅力的な製品を、立て続けに投入することが必要と
の思いで、早速第2弾のコンセプト検討に着手した。
CF-R1がヒットしたことで、多くのユーザーの声

が集まった。また、Web販売サイトのパナセンスな
どを通じてのユーザーの声も集まってきた。多くの
意見の中でも多かったのが、キーピッチに対する不

コンを目指した。「世界中のビジネスパーソンのカ
バンに、紙のノートのように収まりが良く、持ち運
べるパソコン」と言う意味を込めて、レッツノート
（Let’s note）という愛称を与えた。
AL-N1は、Intel Pentiumプロセッサ（120

MHz）、10.4インチTFTカラー液晶、810MB HDD
を搭載しながら、業界最軽量の1.47kgを実現し、高
性能と軽さを両立し、その完成度の高さから一気に
注目を浴び、売り切れ店が続出するほど販売台数を
伸ばしていった。

2002-2003

顧客ニーズを明確化。
35歳以上の人の意見は聞くな!! 
軽量、高性能で長時間駆動。
新世代レッツノート 3連打

●第一弾  CF -R1
2000（平成12）年頃まで、携帯電話およびPHS

インターフェースによるネットワークの強化を図っ
てきたレッツノートシリーズであったが、カタログス
ペック重視のいわゆる「優等生」的なパソコンに
なっていた。徐々に個性が薄れ、ライバルの追い上
げの中、レッツノートの存在感は薄れはじめていた。
この状況を打開するべく、2001年夏、社内でプ
ロジェクトチームが立ち上がった。目指したのは
「レッツノート復活」。一部ユーザーには高い評価
を得ていたものの、一貫したコンセプトが無いこ
と、継続的にユーザーに満足してもらえる製品を提
供できなかったことから、国内では第3グループに
位置付けられるシェアにとどまっていた。モバイル
ノートパソコン分野で、ナンバーワンシェアを獲得
する「復活」の始まりである。
購入者層のターゲットは、ビジネススーツを身に

まとう男女。モバイルで利用する人はさまざまな道
具を一緒に携帯する。だからパソコンは1kgを切る
のは最低条件。そして、カタログスペック上、2時間
半や3時間のバッテリー駆動時間では、一日中出
張で持ち歩くには使い物にならない。だから、連続

シェルドライブは約99gと軽量化に大きく貢献した。
CF-W2の魅力は、やはりその高い携帯性にあ

る。従来、重さ1.5kg以下のモバイルノートは光学
式ドライブを内蔵していないため、セカンドマシン
的に利用されることが多かったが、CF-W2ならメ
インマシン的に使うこともできる。全体的な完成度
や質感も高く、アクティブなモバイル派には絶大な
人気を博した。
CF-R1、CF-T1、CF-W2の3連打、市場競争が

とても激しいパソコン分野の中で、レッツノートが
根強い人気を持ち続け、高収益事業へと転換でき
た原点である。

2005-2007

タフブックのDNAを
レッツノートへ注入。満員電車でも、
机から落としても壊れない

軽量、高性能、長時間駆動を追い続け、モバイル
ならレッツノートという声が定着し始めたレッツ
ノート。まだ、残された当社の強みがあった。タフ
ブックで長年蓄積してきた堅牢性である。しかしな
がら、レッツノートのユーザーはタフブックとは異
なるモバイラー。タフブックの堅牢性をそのまま持
ち込んではモバイル性を犠牲にしてしまうため、現
場を知ること、理解することからスタートした。
競合他社のノートパソコンが、満員電車で液晶割

れが多発し、お客様が困っていることを聞きつけた技
術者が実際に満員電車に乗り、ノートパソコンに押

2002年発売。復活を
期した新世代レッツ
ノート「CF-R1」

2002年発売の第二
弾「CF-T1」。マグネ
シウムキャビネット
に約300個の穴を開
け、軽量化を実現

2003年には引き続き第
三弾「CF-W2」を発売。
メインマシン的に使用で
きる機能を包括しながら
高い携帯性を実現した
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2 in1など「クリエイティブモバイル」として進化を続
けた。2015年発売の「CF-SZ5」は、光学式ドライ
ブ内蔵で世界最軽量の約929gを達成。前機種か
ら約240gもの軽量化を実現した。
レッツノートの原点に立ち返り、全面的に部材を見
直し、薄肉化を推し進めた。天板部のボンネット構造
は、中央部分がほんの少しへこんだ「すり鉢」状に仕
上げることで、ボディパネル全体にわたって0.05～
0.1mm程度の薄肉化を実現し、40～50gほど軽量
化した。液晶ディスプレイについても、ガラスの厚みを
0.2mmまで薄くし、反射シートや拡散シートも薄型
化を図ることで、50～60gの軽量化を実現した。
また、軽量化のためにCF-W2から採用したシェ
ルドライブも、もう一度徹底的に見直した。トレイ式
のドライブも、トップシャーシを削除、ボトムシャー
シも材料変更をすることで軽量化した。それを本体
中央下部に配置し、小型化したメイン基板の一部
をトレイ式ドライブとオーバーラップさせる配置に
して、20～25gの軽量化を実現した。さらに、クー
ラーユニットに内蔵するファンも変更することで、
40gの軽量化につなげた。トレイ式に変更したこと
により、Blu-Ray Discドライブも選択可能となり、
ユーザーの選択の幅を広げることもできた。
「CF-SZ5」が発売された翌年の2016年、内閣
官房に「働き方改革実現推進室」が設置され、「働
き方改革」の推進が叫ばれ始めた。軽量・高性能・
長時間駆動・頑丈なレッツノートは、多様な「働き
方」において生産性を高めるモバイルパソコンとし
て、今後も進化を続けていくだろう。

まとめ

開発陣が苦労して完成させたタフブッ

クとレッツノートは、それぞれビジネスユー

スの主力商品として長年お客様に愛

され続けている。その理由はシンプルで、

「使いたい」と思える明確なコンセプトを

軸にしていることである。ただし、これを表

現するにはお客様をしっかり見て用途・

ニーズを把握し、さまざまなアプローチ

で“必要十分”なスペック・仕様を検討

し、何度も試行錯誤を繰り返し、その上

でノートPCという持ち運べるサイズに収め

なくてはならない。技術が成熟すると、つ

いプロダクトアウト的な発想に陥ることが

多くなるのが世の常だが、この成功の理

由を忘れてはならない。答えは私たちの

先入観の中にはなく、お客様が持ってい

る。今後パソコンが行き着く先のヒントは、

きっとそこにある。とにかく現場を見るとい

うことを肝に銘じ、最新の技術を活用し

て現実の半歩先、一歩先を見据えてい

くことが大切なことではないだろうか。 

しかかる力を測定してみることにした。選んだのは日
本で一番満員電車になると言われている東急・田園
都市線。大阪から出張し、カバンの中にパソコンを入
れ、本体の表裏にセンサーやシートを貼り付けて荷
重などを測定した。人間にも同様のセンサーを取り
付けた。その結果、朝のラッシュアワーでは、最大
100kgf程度の力がかかっていることが判明した。
まず、天板構造の改良に取り組んだ。ボンネット
部分の両端には緩やかなねじれを施し、中央部は
曲率6,000mmの緩やかな曲面を組み込む「3次
元曲面ボンネット構造」を生み出し、耐久力をアッ
プさせた。さらに、液晶パネル外周部は、角状のパイ
プが張り巡らされたような「環状パイプ構造」とする
ことで、フレームを強化した。2005（平成17）年、タ
フモバイルレッツノート「CF-W4」の誕生である。
レッツノートが誇るもう一つの堅牢性が落下へ
の強さである。ノートPCの破損原因は、1位が「移

動中の落下」、3位が「使用中の落下」である。どの
ような使われ方で落下するのかを探って得た結論
が机からの落下であった。早速、家具店で一般的
な机の高さを調べたところ、よほど高い机であって
も76cm以下であることが判明した。 
高い耐落下性を実現するために、ハードディスク

（HDD）を衝撃緩衝材（ダンパー）で包んで保護す
ることにした。従来のクッション材を使ったダン
パーでは、落下という瞬間的な衝撃を吸収するの
は難しい。ありとあらゆる発泡材料で検証して、種
類の異なる材料を重ねることを繰り返して発見し
たのが、他社の4倍の衝撃緩衝力を持つPETフィル
ムとの複合ダンパーであった。HDD以外にも、液
晶画面の周囲にある凸形状のクッション、パームレ
スト側の両端につけた凹形状のくぼみによる抱え
込み構造で、76cmの落下耐性を実現した。満員
電車でも、机から落としても壊れないタフなレッツ
ノート「CF-R6」の誕生である（2007年）。

2012-

原点に立ち返り、 
フルモデルチェンジ。 
働き方改革にマッチし、シェア拡大

2012（平成24）年以降は、軽量・長時間・頑丈・
高性能という強みのさらなる強化や、1台2役の

「堅牢性」を高めるため、技術者が実際に満員電車に乗り込み、ノート
パソコンに押しかかる力を測定した

2015年発売の「CF-SZ5」。光学式ドライブ内蔵で世界最軽量
高い耐落下性を実現するためのハードディスク
（HDD）を保護する衝撃緩衝材

PETフィルム複合ダンパーを用いると、従来に比べて、落下時の衝撃値（G）のピーク値が半減
されている
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