
 
 

 
 

ノートPCの構造要件と評価技術 

Structural Requirements and Evaluation Technology for Notebook  
PCs 

あらまし  

近年の急速なテクノロジの進歩や，社会インフラ・AV環境の整備により，ノートPCは，

急速に小型化・軽量化・高性能化が進んでいる。これが，お客様に受け入れられ，ビジネス

シーンでは不可欠なツールとなり，パーソナルユースでの活用も拡大し，様々な場所で使用

されるようになってきた。例えば，携帯性が向上したことにより，気楽にカバンやバッグに

入れて持ち歩けるようになり，今まで以上に，ノートPC本体の堅ろう性，外装の傷つきに

くさ，また外部コネクタの耐久性の向上などの要望が多くあがるようになっている。こうし

たお客様の使用環境やシーンの多様化に対応し，タイムリに要件を抽出して，製品開発や評

価技術に生かし，お客様に安心して快適に使っていただける製品として提供していく必要が

ある。 
本稿では，近年富士通が取り組んでいる，構造デザインに関する「ノートPCの構造への

取組みと評価技術」について紹介する。 

Abstract 

Thanks to recent developments of new technologies, notebook PCs have become much 
smaller, lighter, and more powerful and are now gaining wide market acceptance.  In fact, 
they have become an indispensable tool in business and are being put to a diversifying range 
of personal uses.  Their increased portability enables them, for example, to be comfortably 
carried in a bag; however, it has also resulted in calls for improved durability, for example, a 
more rugged main body, scratchproof exteriors, and more durable external connectors.  To 
prepare for an increase in use scenarios for these PCs, it is necessary to quickly identify 
customer requirements and feed them back to the product development and evaluation 
stages so we can offer new models that are even more convenient and reliable.  This paper 
introduces a design approach and evaluation technology for the structure of notebook PCs 
that Fujitsu has been developing in recent years. 
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ま え が き 

 ノートPCは，近年のテクノロジの進歩や，社会

インフラ・AV環境へのタイムリな対応により，急

速に高機能・高性能化が進む中，装置の小型化・軽

量化も並行して実現させ，携帯性が向上したことに

より，様々な場所で使用されるようになっている。

そこで，今まで以上に，ノートPC本体の堅ろう性，

外装の傷つきにくさ，また外部コネクタの耐久性の

向上などの要望が，多くあがるようになっている。

こうしたお客様の使用環境や利用シーンの多様化に

対応し，お客様に安心して快適に使っていただける

製品として提供していく必要がある。 
 富士通は，開発から製造までを一貫して国内で行

い，高品質のノートPCを安心してお客様に使って

いただける体制を確立している。“Made in Japan”
だからこそ実現できる高品質，そして使いやすさへ

の配慮を確実に実施するため，お客様からいただい

た意見は，開発拠点に集められ，開発工程にフィー

ドバックし，使いやすさの向上，信頼性の確立など，

より良い製品づくりのために活用している。 
 本稿では，近年富士通が取り組んでいる，構造デ

ザインに関する「ノートPCの構造への取組みと評

価技術」について紹介する。 

ノートPCのトレンドと使用環境の変化 

 CPUとメモリの高密度化・高速化・大容量化，

各デバイスの高機能化や利用媒体の増加により，

ノートPCの高性能化が進展し，いろいろなお客様

の要求に応えられる機能を装備できるようになり，

使用シーンが拡大している。また，プリント板の高

密度実装の実現や，LCD・HDD・ODD（Optical 
Disk Drive）などの小型化・軽量化により，ノート

PC自身の小型化・軽量化も進み，さらに，消費電

力の低減とバッテリの大容量化により，長時間の駆

動を実現し，携帯して外部で使用する際のストレス

も少なくなった。 
 一方，ビジネスシーンでのインターネットの活用

や，ワイヤレス通信網の整備により，ユビキタス環

境での使用機会が増加している。また，コンシュー

マ市場では，TV機能の搭載や，音楽・画像配信な

どのインフラ整備により，使用するお客様層も拡大

し，使用時間も増加傾向にある。 

 このようにノートPCの小型化・軽量化，バッテ

リ稼働の長時間化，ワイヤレス通信の利用，TV視

聴などの環境は，確実に持ち運ぶ機会を増やし，オ

フィスや家庭以外で使用するシーンを多くしている。 
 しかし，高性能になったことや，OSやアプリ

ケーションの負荷が重くなったこともあり，発熱へ

の配慮や，小型化・軽量化による各ユニットの強度

不足もあり，様々な対応が必要となっている。また，

利用層の拡大により，より一層デザインや色への要

求も多様化し，各細部の形状や，表面処理に至るま

できめ細かな対応も要請されている。 
 このように，高機能化，使用シーンが拡大する一

方，お客様からは以下の申告が寄せられている。こ

の申告例を見ると，装置の強度，熱や塵埃（ほこ

り）に起因する項目のほかに，お客様の取扱いや感

覚に起因する項目も見られ，これらの項目に対し，

今後とも継続して改善していく必要があることが分

かる。 
（1） 強度の問題 
・カバー側からの圧迫でLCDの破損，カバーの破

損/傷つき 
・内部部品破損による動作異常 
・外部接続コネクタ｛DC-IN（電源入力端子），

USB｝の破損 
（2） 熱・ほこりの問題 
・ほこり詰まりによる性能低下 
・パームレスト，ロアカバー，ファン吹出し部の熱 
（3） 取扱いに起因する問題 
・落下や接触によるコネクタ破損 
・強くバックカバーを閉めたことによる部品脱落 
・キーボード（以下，KB）へのお茶こぼしによる

起動不可 
・衝撃によるHDDエラー発生 
（4） 感覚障害事例 
・KBの押下時の感触が悪い 
・KB・ポインタのクリック感がない 
・塗装外観が傷つきやすい 

設計段階での品質の作り込み 

 富士通の高品質への取組みは，デザイン・先行開

発から設計，評価，製造まで一貫プロセスの中で，

いかに品質を仕込んでいくか，いかに前段階で仕込

むか，ということが重要と考えている。 
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 開発部門・製造部門・品質保証部門が一体となっ

て，お客様の声を，いかに設計に反映しているか，

トラブルへの未然防止策は万全か，製造性はどうか，

検証は万全か，といったことを各フェーズにわたっ

て徹底的に確認する仕組みである。図-1は左から時

系列で，各マイルストーンでのレビューを通らない

と次のステップに進めないことを表している。開発

から製造まで6箇月という短期開発では，設計段階

での品質の作り込みが重要であり，図の中央部では，

品質保証部門，製造部門が，開発や設計のところま

でかかわりを持って実施するプロセスであることを

示している。とくに構造関連の変更は，試作以降で

は困難であり，フィールド品質の分析や，障害解析，

お客様の声をいち早く開発・設計に反映させること

が重要である。 
 以下に，近年，開発部門・品質保証部門が一体と

なって取り組んだ構造に関する一例を紹介する。 
（1） 高剛性化 
 ノートPCを構成するLCDやODD，KBなどの各

ユニット部品は，年々小型化・軽量化・薄型化が進

んでおり，カバーや取付け構造を工夫して，装置全

体の堅ろう性を高める必要がある。とくに，LCD
は保護が重要であり，薄型の装置ではカバーに高剛

性のマグネシウム合金を採用したり，衝撃吸収材な

どで保護して圧力を分散・吸収させたりする構造を

取っている。 
 また，さらなる軽量化・薄型化を追求するため，

カーボンやガラスを樹脂と配合した新複合モールド

材の技術開発にも取り組んでいる。 
（2） 冷却・静音設計技術 
 近年では，シミュレーション技術の進展により，

設計初期段階から，部品の発熱データを基にサーマ

ルシミュレーションを実施し，冷却効率を考慮した

適正なレイアウトを選定し，筐体
きょうたい

開発期間の短縮

や，次世代の部品発熱を見据えた筐体設計を行って

いる。その中で，装置の各部分について，許容温度

の見直しも実施し，お客様に快適に使っていただけ

るよう改善を進めている。 
 また，ヒートパイプによる放熱の併用による小型

ファンの採用や，ファンの位置を調整することで風

切り音を低減するなど静音設計に取り組んでいる。

同時に，CPUの温度に応じて放熱ファンの回転を

制御し，静音性を実現している。 
（3） 外部コネクタの強度アップ 
 携帯して使用する機会の増加や，外部媒体の使用，

セキュリティのための日々の本体の収納など，外部

コネクタの使用頻度が増加している。とくに，DC-
INについては，使用状況が厳しくなる傾向にあり，

端子周辺部分を凹形状化することにより，破損（こ

じり）を抑止するなど，設計的な強度アップを図り，

評価条件も強化している。 
（4） 表面処理の性能評価 
 ノートPCにおいて塗料や表面処理は，デザイン

性に直結したものであり，また手に持って運ぶ，使

うといった観点，信頼性の面からも大変重要なポイ

ントである。とくに，傷つきに関しては，新しい塗

料の先行開発段階で，耐硬さ評価・耐磨耗評価を行

い性能の確保を図っている。また，人の汗はそれぞ

れ異なっており，その成分を想定し，数種類の評価

用擬似汗を使用して，密着性を評価している。 
（5） KB 
 パソコンでは，KBの使用頻度が高く，使いやす

さと耐久性が必要である。富士通のKBは，十分な

キーストロークとキーピッチを確保し，印字文字を

大きくして判別しやすい書体を採用している。文字

印刷はレーザ印刷方式を採用し，ハードな使用環境

 

 
図-1 設計段階での品質の作り込み 

Fig.1-Design phase with consideration of quality. 
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下でも，耐久性を向上させている。また，お客様が，

操作中に誤ってお茶やコーヒーをこぼした場合にも，

装置へのダメージを最小にすべく，簡易防水構造と

している。 
（6） HDDの保護 
 ノートPCに内蔵しているHDDは，データを読み

込むためのヘッド部を，非読み込み時には収容でき

るようにするロード・アンロード機能を搭載し，万

が一ノートPCに衝撃が加わった際にディスク媒体

盤面に傷をつけてしまう危険を大幅に減らしている。

もちろん，読み込み中の振動と衝撃の対応も必要で

あるが，一般に，緩衝材を強化すると衝撃には強く

なるが，逆に振動に弱くなる傾向にある。そこで，

素材の異なる2種類の緩衝材を，最適な箇所に配置

することでこの矛盾を解決し，独自のノウハウで

HDDを保護している。また，磁気ブレスレットや

事務用のマグネットなどの磁気からHDDを保護で

きるように，HDDとパームレスト間に金属の防磁

材を挿入し，事務用マグネットをパームレストに置

いても，障害が発生しないように配慮している。 
（7） 防塵対策 
 ノートPCの高性能化により，冷却ファンが高速

回転する状況が増え，また，外部や家庭など比較的

ほこりの多い環境での使用も増えている。そこで，

ほこりの影響を受けやすい部品にはフィルタ構造を

採用するとともに，一部の機種では，ほこりの堆積

を清掃できる構造としている。 
 

使用環境に則した構造評価 

 開発段階は，装置としての電気試験を中心とした

ハードウェア評価，BIOSやOS，アプリケーション

やネットワーク試験を中心としたシステム評価，新

規採用部品の信頼性評価と構造評価を実施している

（図-2）。構造評価では，振動試験などの大項目とし

て5項目，詳細項目としては34項目を実施している。

振動試験・落下試験（図-3）などは，ノートPCの

使用環境に即した評価基準を独自に設定して実施し

ている。ここでは，ノートPCに特化した評価内容

を紹介する。 
（1） LCD関連の強度評価 
 ノートPCでは，ガラスを使用しているLCD部の

強度確保が重要な課題であり，前述したとおり，素

材面や構造面で様々な工夫をしている。評価におい

ても様々な使用状況を想定し実施している。 
・LCD部背面強度 
 カバンに入れた状態で満員電車内で圧迫される状

態や，カバンの中のほかの携帯品などに圧迫される

状態を想定し，LCD全面加重試験での評価基準の

見直しや，LCD一点荷重試験を全面に追加し，強

度の確保を行っている。 
・LCD画面強度 

 

ハードウェア評価
　　・環境関連試験

　　・ノイズ関連試験

　　・異常時試験

システム評価
　・システムソフト動作試験（OS関連）

　・アプリケーションソフト動作確認試験

　・ネットワーク環境試験

信頼性評価
・高温動作試験

・高温高湿動作試験

・温度サイクル試験

構造評価
・チルト寿命

・コネクタ類挿抜試験

・振動試験/衝撃試験

 
図-2 開発段階における使用環境に則した評価 

 LCD画面については押さないようにと注意を喚

起しているが，お客様が何気なく画面を持って装置

を持ち上げたり，画面を閉じたりするときに何かを

挟んでしまうようなイレギュラーな操作も想定し，

LCD画面の圧迫強度の基準を設定し，強度が確保

Fig.2-Evaluation appropriate to usage. 
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■連続振動試験
PCを上下左右に振動させて，
動作チェックをする。

■落下試験
PCを落下させて，動作チェックを
する。

■開閉試験
液晶パネルの開閉動作を繰り
返して耐久性チェックをする。

■LCD1点荷重試験
液晶パネルの外側から1点に
荷重を加えチェックする。すべ
ての箇所をチェックしている。

■静電気試験
動作中のPCに静電気を与え，
誤動作しないかチェックする。

■放射電磁界イミュニティ試験
PCから，あるいはPCへの電
磁界の影響を測定しチェック
する。

図-3 ノートPCの主な構造評価 
Fig.3-Main structural evaluation of notebook PC. 

 

できているか評価している。この基準の設定により，

LCD破損を減少させることができた。 
・LCD周辺強度 
 LCD部の開閉スピードについても，お客様に

よって差があり，勢いよく閉めることにより，コネ

クタの接触不良，LCD部やプリント板部品の故障

の原因になる可能性もある。従来から自動試験機を

使ってLCD部の開閉試験を実施していたが，さら

に開閉スピードや開閉力を変更できる機能を追加し，

チルト部だけではなく，LCD部周辺の衝撃強度の

検証が可能となった。 
（2） 操作面強度評価 
 操作部荷重試験では，KB面や装置裏面からの荷

重を想定し，プリント板ユニット実装部品に加わる

応力を測定して，強度の検証を行っている。 
（3） コネクタ強度評価 
 コネクタ部の耐久性を確認するため，ACアダプ

タ，USB，PS/2，PCカードなどの各種外部インタ

フェースに対し，コネクタ挿抜の繰返しや，大きな

力で引っ張るといった試験を行い，強度のチェック

を行っている。携帯頻度の急激な増加，セキュリ

ティ問題により，コネクタに加わる荷重も過酷な状

況にあり，とくにDC-INの破損が増加傾向にある。

そこで，ランダムに被験者を選定し，操作時に加わ

る荷重を測定し，安全率を考慮して評価条件を設定

した。構造面での改善や評価条件を見直したことに

より，近年，DC-INの破損を大幅に減少させるこ

とができた。 
（4） ほこり評価 
 JISなどにほこり試験に関する規定はあるが，野

外環境が主であり，家庭やオフィス環境に類似した，

擬似的なほこりがなく，実環境に即した評価ができ

なかった。そこで再現試験を繰り返し行い，擬似ほ

こりを作成し，評価を実施している。 
（5） KBの操作感検証 
 KBの操作感は，LCD表示品質とともに，ノート

PC選択時の重要なポイントであり，富士通のKBは

高い評価を得ている。ノートPCのKBは，軽量化・

薄型化に伴い，その剛性の確保が難しく，操作感は，

キーストロークとKB自身のたわみに依存する。そ

こで，操作時の変位について，モニタ評価を行い，

たわみに関する評価基準を設定し，評価に当たって

は，レーザを用いた専用自動測定器を開発し，微細

な変位測定をして，ばらつきの少ない製品を実現し

ている。 

量産段階での評価 

 富士通は，「世界をリードする製造会社への挑
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図-4 量産段階での検証 

Fig.4-Verification test in mass production phase. 
 

戦」を基本方針とし，お客様一人一人から見ればそ

の1台が重要であるとの認識から，常に製造不良

「ゼロ」へ挑戦している。図-4は，その一つの取組

みである製造・試験プロセスの一部を示している。 
 プリント板製造では，画像認識システムを導入し

て，製造マシンと人が一緒になり，装置の組立工程

では，ネジ締め忘れ防止装置などを導入し，いかに

ヒューマンエラーをなくすかなど，絶えず革新に取

り組んでいる。 

ロット間のばらつき，部品の変化 

 富士通では，量産工場の工程内において実施して

いる製品ごとの検査とは別に，量産品質の監視を目

的として，量産品から対象品（システム/ユニッ

ト）を抜き取り，各種ストレスを印加した加速試験

を実施することで，部品単品や装置としての経時劣

化障害を早期に検出し，品質安定化に向けて対策を

図っている。 
 具体的には，量産工場でORT試験（高温・高湿

度による加速試験：2週間で約1～1.5年相当）を実

施し，システム動作試験・稼働部の耐久試験・ユ

ニット品単体動作試験を行って，高い効果を得てい

る。今後も，試験条件の見直しなどを行い，お客様

先での安定稼働を目指して強化していく。 

む  す  び 

 本稿では，ノートPCの構造への取組みと評価技

術について述べた。 
 お客様の使用環境や使い方は，社会インフラ，ト

レンドによって常に変化するものであり，継続的に

分析を行う必要があり，お客様の声や，フィールド

での修理情報は，お客様の使用環境や使い方を知る

重要な手掛かりとなる。そこで，富士通では，日々

のフィールドの稼働状況や修理情報を監視する「品

質推移監視システム」を開発し，問題点などの早期

発見を実施している。併せて，販売部門やお客様窓

口部門からも定期的にお客様の生の声を聞き，修理

部門にも出向いて，傾向的な故障がないかを監視す

ることにより，課題の抽出や，問題点の原因究明か

ら評価条件の見直しを継続的に実施している。 
 今後とも，お客様の使用環境に適した商品の提供

に向け，開発から製造に至るまで，常にお客様の目

線で評価条件の最適化を行い，新たな使い方を提案

できる機能の実現と，安心してお使いいただける品

質の提供を目指していきたい。
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