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あ ら ま し

富士通フロンテックは，他社に先駆けて1998年に業務で使用する携帯端末として
Windows Embedded CEを搭載した業務用モバイルハンディを商品化した。以降，各業
務に合わせたタイプの端末（スキャナ一体型やプリンタ一体型ほか）を提供し，現在まで

に様々な企業で使用いただいている。富士通フロンテックの業務用モバイルハンディの

強みは，PCやスマートフォンと同様にオープンなプラットフォームをベースとしながら
各業務に最適なバーコードスキャナやプリンタなどの専用端末機能を提供している点と，

屋外の過酷な業務環境での使用に耐え得る堅牢
ろう

性を確保している点にある。近年，タブ

レットやスマートフォンのようなコンシューマデバイスが急速に普及してきており，業

務用端末市場においてもコンシューマデバイスとの競合が現実化してきている。業種・

業務別に業務用モバイルハンディとスマートデバイスとの使い分けを明確にし，双方の

技術をどのように融合して，より最適な業務用端末を提供できるかが今後の大きな課題

となっている。

本稿では，これらの業務用モバイルハンディの特徴やモバイルハンディの強みを生か

した今後の課題解決に向けた取組みについて紹介する。

Abstract

In 1998, Fujitsu Frontech became the first company to commercialize a mobile 
handy device equipped with Windows Embedded CE as a mobile device for business 
use.  Subsequently, it has provided a variety of devices (such as barcode scanner- and 
printer-integrated types) suited for different operations, and they have been used by 
various enterprises.  The strengths of Fujitsu Frontech’s mobile handy devices include 
the fact that they offer dedicated device functions such as barcode scanner and printer 
functions ideal for the respective operations while being based on open platforms like 
PCs or smartphones and that they are rugged enough to be used in outdoor tough 
business environments.  With consumer devices such as tablets and smartphones 
rapidly gaining in popularity in recent years, competing with them is becoming a 
reality also in the market for business devices.  One major challenge for the future is 
to make a clear differentiation between mobile handy and smart devices in terms of 
application for the respective business categories and operations for finding out how 
the technologies of the two types of devices can be integrated to offer optimized devices 
for business use.  This paper presents approaches to solving the future challenges 
that take advantage of the characteristics and strengths of mobile handy devices for 
business use.
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以上縮小している。これにはいろいろな要因があ
るが，一番は近年の不況による投資抑制が大きい。
入替えタイミングを従来の5年から7年前後に伸ば
し，一括入替えではなく，拠点ごとの入替えとす
るなど，初期導入コストを抑制するケースが増え
ている。
一方，業務の多様化によりモバイルハンディの
適用範囲が広がり，大きく伸びている市場もあ
る。矢野経済研究所の推計によれば，流通（運
輸・物流倉庫も含む）が主要市場に変わりはない
が，ライフライン（電力・ガス・水道）が大きく
伸びている。（2）従来の検針業務から，集金業務や保
守・点検業務など多様化しているためと思われる
（図-1）。
今後は，流通業向けモバイルハンディにおいて
は電子マネー市場への取組みも不可欠になると思
われる。既にNFC（Near Field Communication）
を搭載したモバイルハンディもあり，決済機能の
要求が強くなっていくだろう。更に，国内が飽和
市場となっている流通業の顧客が海外への展開を
進めるなど，グローバル対応も避けては通れない
と思われる。ライフラインにおいては，リアルタ
イムにデータを取得するためにWAN（Wide Area 
Network）の活用が活発化すると思われる。また
電力については，スマートメータの対応が必須と
なってくるなど，多様な通信方式への対応が求め
られる。

設　計　思　想

本章では，業務用モバイルハンディの設計思想
について紹介する。

設　計　思　想

ま　え　が　き

業務用に特化した専用携帯端末として，30年近
く前にハンディターミナルが登場した。この端末
は現場データを収集し，処理を行えることから，
流通分野を中心に，製造，金融，電力・ガス・水
道といったライフライン，更には医療まで，幅広
い分野で利用されている。利用分野が増えるとと
もに端末に対する要望も多様化し，富士通フロン
テックは，顧客ニーズに合わせた各種タイプのハ
ンディターミナルを提供してきた。その間，一貫
して守ってきたコンセプトが「利便性」「耐環境性」
「データ保護」の3点である。「利便性」は操作性や
携帯性の重視，「耐環境性」は厳しい環境でも安心
して使える落下/衝撃耐久性，防滴/防塵性の確保，
「データ保護」は静電気耐性の確保やセキュリティ
の強化などを指している。
本稿では，スマートフォンやタブレットなどの
スマートデバイスが業務分野に進出してきている
状況下で直面している課題を整理した上で，専用
携帯端末であるモバイルハンディ（富士通フロン
テックでは近年のモバイル環境を考慮して「ハン
ディターミナル」を「モバイルハンディ」と呼ん
でいる）市場の動向，主力製品であるMultiPad 
V2やB-PAD V2，PatioPrinterに関して製品開発の
概要，および今後の展望を紹介する。

市場の変遷と動向

モバイルハンディ市場は，電子情報技術産業協
会（JEITA）の調査によると，22万台前後で推移し，
今後は微増すると見込まれている。（1）10年前の同調
査では28万台前後であったことから，市場が20％

ま　え　が　き

市場の変遷と動向

図-1　モバイルハンディの市場構成比率
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点検などの各業種・業務に合わせ，操作性を考慮し，
以下のような装置の最適化を行っている。
・ 業務に合った入力しやすさを考慮したキーボー
ドの配置/配列

・ 各種業務ごとにレーザスキャナ照射角度/焦点範
囲の最適化

● 耐環境性設計
モバイルハンディは，業務専用端末として屋外
や車内などの過酷な環境下での運用に耐えられる
よう，以下のような堅牢

ろう

・高信頼性設計を行って
いる。
・ 作業者が立って操作する1.5 mの高さからの落下
に耐える堅牢性構造の採用

・ 画面強度確保のための衝撃吸収構造の採用
・ 防塵・防滴構造の採用
・ 広範囲温度（0～ 40℃範囲以上）動作保証設計
・ 国際規格（IEC61000-4-2）で規定される約2倍の
静電気耐力設計

・ 濡れた手や手袋をした状態での操作を可能とし
た，抵抗膜方式タッチパネルの採用

・ 無線LAN通信において様々な無線機器で使用さ
れる2.4 GHz帯に加えて5 GHz帯も採用

● 最新アーキテクチャの採用と環境保全への取
組み

（1） 最新アーキテクチャの採用
モバイルハンディには，スマートフォンでも採
用されている省電力・高速プロセッサを採用し，
アプリケーションの快適な動作と装置の長時間稼
働を実現している。また，OSは1998年より他社に
先駆けてWindows Embedded CEを採用し，アプ
リケーションソフトの互換性確保，開発費用低減
を行っている。
（2） 環境保全への取組み
富士通フロンテックのモバイルハンディは，全製
品において製品の構成に関わる部品/部材，添付品
に至るまで，欧州RoHS指令（RoHS：Restriction 
of Hazardous Substances）の適合を行い，環境汚
染物質の拡散規制に取り組んでいる。

特徴と機能・先進性

前章で述べたように，モバイルハンディは使い
やすさと耐久性を追求し，多種多様，様々な業務
に対応可能な豊富なラインナップを取り揃えてい

特徴と機能・先進性

● 業務効率化・利便性の追求
（1） サスペンド/リジューム機能とバックアップ
機能
モバイルハンディには装置を低消費電力状態に
するサスペンド機能と，サスペンド前の動作状態
に復帰するリジューム機能がある。この機能によ
り，一日の業務の中で昼休みや休憩時間など現場
を離れ，一時的に業務を中断する場合など，バッ
テリの消耗を防ぐサスペンド状態にしておき，業
務再開時，リジューム機能により，すぐに作業を
継続することで，業務の効率化とバッテリ交換頻
度の低減を図ることができる。
同様にバッテリ交換においても，業務の連続性
とデータ保護を考慮して設計している。モバイル
ハンディのバッテリを交換する際には，バッテリ
ロックによりバッテリが格納されているカバーを
取り外すための開錠を行う。この開錠によりバッ
テリが交換されることを事前に検出し，サスペン
ド状態へ移行する。これにより低消費電力状態と
することで，バッテリが外されたときには，電源
供給は装置に内蔵されたスーパーキャパシタ（大
容量コンデンサ）から行い，データを保持した状
態でバッテリ交換を行うことを可能としている。
バッテリ交換後は，リジューム機能によりバッテ
リ交換前の状態に復帰することで，作業を継続す
ることを可能としている。
また，万一メモリデータが消失する事態に備え
て，自動的にアプリケーションや設定を復元する
バックアップ機能を搭載しており，再セットアッ
プなどの手間を必要とせず復元することができる
（図-2）。
（2） 業種・業務最適化設計
モバイルハンディは，流通業，運輸業，保守・

図-2　メモリデータ復元機能
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能な2次元スキャナ搭載モデル，外出先でのデータ
通信に対応したWAN搭載モデル，自動販売機工業
会（JVMA）通信規格に対応した自販機通信モデ
ルなど，様々なニーズに対応している。
（2） 機能，先進性

MultiPad V2では，過酷な使用環境に耐える信
頼性を確保するため，プリント板や表示ユニット
を剛性の高い内部フレームに取り付けるインナー
コンソール構造の採用，強化プラスチックタッチ
パネル搭載など，高い堅牢性を実現するための設
計を行っている（図-4）。
また，長期間使用され続ける業務用モバイルハ
ンディの特性を考慮し，長期安定供給が可能な組
込み向け汎用部品の採用やスーパーキャパシタを
採用することにより寿命部品を削減する設計も
行っている。
● PatioPrinter
（1） 特徴

PatioPrinterはモバイルハンディとBluetoothで
接続され，通常のサーマル紙のほか，ラベル紙印
刷にも対応している。流通店舗での値引きラベル
や棚ラベル，棚卸しや入出庫検品時の記録紙，屋
外販売用POSのレシート，運輸・物流業の出荷ラ
ベルおよびルートセールスでの納品書など様々な

る。ラインナップとして，発注/検品などバーコー
ドスキャンを主業務とする「MultiPad V2」，モバ
イルハンディ用携帯型プリンタ「PatioPrinter」，
百貨店などで主に使われるクレジット決済機能を
持つ「B-PAD V2」，コンビエンスストア，スーパー
の発注業務などで主に使われる「Patio700」，電
気・ガス・水道検針業務などで主に使われるプリ
ンタ一体型モデル「Patio300」，運輸・物流向けモ
バイルハンディ「Patio800」「F-05B」などがある
（図-3）。
本章では，このラインナップの中で，主力製品
で あ る「MultiPad V2」「PatioPrinter」「B-PAD 
V2」の3機種について特徴と機能，先進性について
述べる。
● MultiPad V2
（1） 特徴

MultiPadシリーズはバーコードを読み取るこ
とができるスキャナが本体に組み込まれているス
キャナ一体型端末である。スキャナ一体型は，画
面の大小の違いでグリップ型とPDA型の2種類があ
りMultiPad V2はPDA型に分類される。PDA型と
しては他社に先駆けて2004年8月にリリースし，以
降今日までに累計10万台を超える出荷実績があり，
モバイルハンディ主力機種の一つである。

MultiPad V2には，多様な業種・業務に対応し
たモデルがある。独自のデコードアルゴリズムと
画像処理により2次元バーコードの高速読取りが可

Patio300Patio700 Patio800 F-05B

MultiPad V2 PatioPrinter B-PAD V2

図-3　主要モバイルハンディのラインナップ
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図-4　モバイルハンディの堅牢性技術
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● B-PAD V2
（1） 特徴

B-PAD V2は，MultiPad V2をベースに磁気カー
ドリーダを内蔵し，商品登録から決済までを1台で
行うことが可能なモバイルハンディである。
従来，カード決済を行う際，店員が売場から顧
客のカードをレジまで持って行き決済を行ってい
たため，顧客にスキミングの不安を与えていた。
B-PAD V2では，顧客の面前で決済を行うことによ
り，安心かつスピーディな処理を可能とした。また，
モバイルハンディの堅牢性・信頼性はそのままに
高級感あふれるデザインを併せ持つことも特徴の
一つである。
（2） 機能，先進性
磁気カードリーダは，装置をカウンターなどに
置いた状態でも，手に持った状態においても，簡
単に磁気カードの読取り操作ができることを考慮
して配置している。
またレーザスキャナは，カウンターなどで手元
に商品を置いた状態でバーコードの読取りを行っ
ても，画面を見ながら手に負担が掛からず操作で
きるよう，レーザスキャナの操作ボタンの位置，
レーザ照射角度の最適化を図っている。

印字に対応した3インチ（80 mm）携帯プリンタ
である。ダブルモータを搭載し，最大34行/秒の
高速印字を実現している。また用紙を投入するだ
けで容易に用紙交換が行えるイージーローディン
グメカニズムの採用やスペーサを用いて58 mm，
70 mm幅の用紙にも対応したため，様々な業種で
使用することができる。
（2） 機能，先進性
モバイルハンディと同時に使用されることを想
定し，厳しい環境下での使用に耐えられるよう
に設計し，落下1.5 m，温度－5～ 50℃，防塵防
滴IP54，静電気耐力15 kVを実現している。また
3インチ用紙対応，2200 mAh高容量バッテリを採
用しながらもレイアウトの最適化と構造部品点数
を大幅に削減することで，約350 gと軽量化を実現
し，稼働時間についても待機時の省電力により，
業界最長約35時間を達成している。
また，モバイルハンディのオプションとして

だけではなく，ARROWS Tabをはじめとする
Android端末との接続が可能であり，コンシューマ
市場においても高い評価を得ている。今後はiOS対
応により更なる市場拡大を目指している（図-5）。

図-5　PatioPrinter接続構成
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キーボードは，業務効率化と軽量化の面から一
つのキーボードで販売業務の数値入力と決済時の
暗証番号の入力ができるようにデザインしている。
キーのデザインについても，操作に不慣れな人で
も正確に入力できるよう，キーとキーの間にふく
らみを施し，同時押下を防止する構造を採用した
ほか，しっかりとした入力感を得られるよう，キー
ストロークの最適化を図っている（図-6）。

主な顧客（市場分野）と活用事例

（1） 量販店（流通・小売）
MultiPad V2を店舗の売場で発注業務，価格
チェックなどに使用している。小型・軽量である
ため，女性でも負担なく利用できる。今後は，例
えば移動販売などで，簡易POSとしての使い方も
検討している。
（2） 飲料メーカ（流通・卸）

MultiPad V2とPatioPrinterを組み合わせ，ルー
トセールス業務で使用している。自動販売機から
通信によって売上データを収集し，商品を補充し
た後，伝票を印刷する。従来，プリンタ一体型を
利用することが多かったが，最近は本体とプリン
タを分離し，手元を軽くしたい，というニーズが
増えている。
（3） 電力（ライフライン）
法令に基づき，定期的に電気メータを交換する
必要がある。その際に，MultiPad V2を使用し，
メータに付いている二次元シンボルを読み取り，
交換前と交換後のメータ情報の管理を行っている。
今後はガスメータにもこの仕組みを広める予定で
ある。
（4） 病院（ヘルスケア）
看護業務支援端末としてMultiPad V2を使用し

主な顧客（市場分野）と活用事例

図-6　B-PAD V2決済入力兼用キーボード

ている。ベッドサイドでの患者のバイタルチェッ
クや投薬管理データは電子カルテと連動する仕組
みになっており，安全確認する際の重要なツール
として年々導入が増えている。
（5） 百貨店（流通・小売）
前捌

さば

き端末として，B-PAD V2を利用している。
磁気カードリーダを内蔵しているため，接客しな
がらの売上登録と決済が可能なため，顧客サービ
スの向上につながっている。

課題と今後の展開

本章では，モバイルハンディの課題と今後の展
開について述べる。
● 課題
スマートデバイスは，様々な業種・業態の企業
において活用検討が進んでおり，今後ますます普
及が進んでいくと予想される。このような背景か
ら，今後の企業向け端末市場において，いかにし
てスマートデバイスとの棲み分けを実現できるか
が，業務用モバイルハンディに求められる大きな
課題となってきている。以下にその課題点を挙
げる。
（1） 薄型かつ業務用としての堅牢性の確保
モバイルハンディは，過酷な環境下で使用され
るため，運用中の落下や外的衝撃による端末破損
を防止するための対策が必要となる。モバイルハ
ンディは，衝撃吸収力の高いプロテクトラバーを
端末外部に追加して堅牢性を確保することを実現
しているが，昨今のスマートフォンと比較した場
合，端末が厚く重くなるため，携帯性を損ねてし
まう。
（2） 端末の低コスト化
企業向け端末市場において携帯電話会社とのイ
ンセンティブ契約により安価で端末提供が行える
スマートフォンと競合化してきたことから，モバ
イルハンディに対する非常に強い低コスト化要求
が発生している。
（3） 長期供給性の確保
モバイルハンディの使用期間は，近年の不況に
よる投資抑止の影響から入替え時期が延伸し，長
期化する傾向にある。このような背景から短期間
でモデルチェンジするスマートデバイスとは異な
り，最低5年から7年間は，同一モデルの端末を提

課題と今後の展開

キーボード部拡大

キーの間に
物理的なふくらみ
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様々な運用シーンに対応可能な業務用モバイルハンディ

端末の位置付け・特徴について紹介し，今後の課
題解決に対する富士通フロンテックの取組みにつ
いて述べた。
今後スマートデバイスの市場が広がるのは確実
と言われており，多くの企業でも活用されること
が予測される。富士通フロンテックは，今後も様々
な業務用途に活用できる専用端末としてモバイル
ハンディの差別化を更に強化し，これからモバイ
ルハンディの業務活用を検討されているお客様に
安心・安全・便利にお使いいただける価値あるも
のを提供していく所存である。
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供し続ける必要がある。
● 今後の展開
前節で挙げた課題を解決し，今後更なる業務用
モバイルハンディビジネスの拡大を実現するため
には，スマートフォンスタイルの薄型でかつ業務
用としての堅牢性を備えたモバイルハンディを低
コストで市場に提供することが必要である。
そのためには，コンシューマ端末の先端技術（高
性能，薄型化）を利用し，これまでに業務向け端
末開発で培ってきた「堅牢性」「専用デバイス搭載」
「アプリケーションの互換性」などの業務用途に特
化した独自技術を融合させることによって，今後
も企業で使用される業務端末の活用ニーズに応え
る製品作りに取り組んでいく。
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