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１）衝撃のミニＰＣ 

昨日コジマにふらりと立ち寄ったら、何と、ホントに衝撃のチラシ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遂にパソコンが携帯電話のように、本体価格はゼロという売り方が始まったの

です。流石に台数限定で今は在庫が無いそうですが、しかしすぐにも契約して

頂ければ３日で取り寄せ出来ますと、販売員はやる気満々です。 

ＩＴの激流は老人には眩しいくらい刺激的ですねぇ！ 
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２）パソコンが変わった！ 

今年に入ってから５万円パソコンというのが流行語のようになっています。 

これが所謂ＵＬＣＰＣ ( Ultra Low Cost Personal Computer ) として世界の

注目を浴びているのですが、何故かこれを「超低価格パソコン」としてだけで

片付けられないように思えてなりません。 

 

大袈裟に云う評論家は「ＵＬＣＰＣはパソコンのパラダイム・シフトを齎して

いるのだ」とさえ云い切るのです。 

日本のＩＴ業界はテレビとパソコンを一体化して、モニターを大きくしたり、

ハードディスク容量をバカデカイものにしたり、更にはＢｌｕ－Ｒａｙの光ド

ライブを搭載したりして、依然として大艦巨砲主義を続けているのに、世界で

は全く逆にミニ・ノートが主流化しているのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註 ： 

paradigm 

原義は「語形変化表」 
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１）科学研究を一定の期間導く、規範となる業績。  

２）ある一時代の人々のものの見方・考え方を根本的に規定している概念的枠組み 

  

   アメリカの科学史家クーンが科学理論の歴史的発展を分析するために導入した概念 

 

ＵＬＣＰＣ とは、 

2007 年後半から出荷開始された，おおむね 500 ドル以下で販売される低価格ノ

ート・パソコンのことです。 

具体的には，台湾 ASUSTeK Computer 社の「Eee PC」や米 Intel 社の

「Classmate PC」，米 Everex Systems 社の「CloudBook」，米 Hewlett-Packard

社の「HP 2133 Mini-Note PC」などを指します。 

 

マイクロソフトが２００８年４月にＸＰの２０１４年までのサポート延長を決

定した背景には、実はこのＵＬＣＰＣの予測を遥かに超えた怒涛のような流れ

があったのでした。 

マイクロソフトは５年もの歳月をかけて、ＸＰの後継ＯＳとしてのＶＩＳＴＡ

を世に送り出して来たのですが、ＶＩＳＴＡはそれまでの流れに沿った肥大化

したＯＳであり、ＸＰに取って代わるものとは成りきれませんでした。 

逆に世の中は巨大なＯＳを搭載したパソコンに背を向け、掌に載ってしまうよ

うなミニ・ノートの方が主流になって来たのです！？ 

 

これにはＷｅｂ世界の進化が大きな役割を演じており、今やパソコンはワープ

ロ機能、計算機械ではなく、インターネットを司るマシンとなったわけで、そ

れが更にクラウド・コンピューティングという巨大需要を呼び起したのでした。 

 

註： クラウド・コンピューティングとは 

ネットワーク（特にインターネット）という「雲 = クラウド」の向こう側に、サー 

ビスを提供するサーバなどがあるが、ユーザーからはもはやサーバの場所も台数も 

構成も認識できず、単にサービスを受け取っているようなイメージといえる。 

 

従来より「コンピュータ・システムのイメージ図」などでは、ネットワークを「雲 = 

クラウド」で表す場合が多く、それが出典であると言われている。 

コンピュータの利用形態の変遷としては、以下のような流れといえる。 

   ・メインフレーム（大型コンピューター）全盛期の集中処理  

   ・オープンシステムの抬頭によるクライアント・サーバなどの分散処理  

   ・インターネットに代表されるネットワーク中心の、新しい集中処理  

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b3%d8%b8%a6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b5%ac%c8%cf
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%ba%ac%cb%dc
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b3%b5%c7%b0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%a2%a5%e1%a5%ea%a5%ab
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%af%a1%bc%a5%f3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%cd%fd%cf%c0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%ce%f2%bb%cb
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b3%b5%c7%b0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
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・更に、接続先を意識せずにサービスを受ける、クラウド・コンピューティングの

処理形態  

 

Windows ＸＰ は償却済みのタダのＯＳとして、新たな生命を与えられたよ

うに思われます。 

 

これが、パソコンのパラダイム・シフトでなくて何でしょうか！？ 

 

３）ＸＰの延長の本当の意味 

 

２００８年５月のＭＣＣで、私は「パソコンの寿命」について語りました。 

その時マイクロソフトがＸＰの再三の延長をしていることについて、これは後

継ＯＳのＶＩＳＴＡが芳しくない売れ行きだから・・・という程度の解釈をし

ていたのです。 

 

しかしながら、事はそんな単純なものではなかったのでした。 

ＭＣＣ雑感２００８―５、下記の文章を思い出してみてください。 

 

５月のトーク －ＸＰの余命とパソコンの寿命－ 

ＸＰの余命 

Microsoft Windows XP（マイクロソフト ウィンドウズ エックスピー）は、マ

イクロソフトが 2001 年に発表した PC 用 OS であり、2008 年 2 月現在、最も

利用者の多い OS でもある。 

それまでやや安定性に欠けるところが多かった、ウィンドウズ９ｘ系のＰＣは

業務用のＮＴ系と一体化して非常に安定度が高まり、セキュリティ対策のサー

ビスパック、ＳＰ-1～3 の補強をも得ながら依然として高い人気を誇っている。 

 

このＸＰも、パソコンにプリインストールされた形としては、２００８年６月

３０日を以て販売を終了することになっている。 

愈々ウィンドウズはＸＰからＶＩＳＴＡに移行するということなのか！？ 

だが、マイクロソフトの対応はここへ来てまたまた微妙になっているようで、 

ＵＬＣＰＣ（ Ultra Low Cost Personal Computer ）で、引き続きＸＰ搭載機

種を販売続けると云っている。またサポート期限は既に５年延長されている。 

２００７年初めに登場したＶＩＳＴＡはマルチメディア重視のＯＳとして満を

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/2001%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
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持して登場したのだが、今ひとつユーザーの支持を得られておらず、マイクロ

ソフトは異例とも云うべきＸＰ販売及びそのサポート期限の延長、再延長を余

儀なくされているのである。 

私のこの文章は全くの見当違いだったようです！！？？ 

実はマイクロソフトは鈍重なＶＩＳＴＡの開発にばかり気を取られて、最近の

新たな潮流である、ミニパソコン―モバイルパソコンへの対応を誤まったこと

に遅ればせながら気がついたということだったのです。 

 

以下インターネットの関連記事を読んでみましょう。 

 

この ULCPC という言葉は，Microsoft が 2008 年 4 月 3 日に出した広報発表資

料の中で使われた（関連記事：Microsoft，超低価格ノート PC のメーカーに

「Windows XP Home」を販売へ）。 

Microsoft が，パソコン・メーカー向けに Windows XP の OEM 供給を行うとい

うのがその発表内容だ。Windows Vista への移行を促進したいはずの Microsoft

が XP の延命を決めたわけたが，その条件として Microsoft は供給先のパソコン

を ULCPC に限定した。  

 その理由は後になって明確になった。 例えば Network World は 4 月 22 日付

で，Microsoft の CTO（最高執行責任者）の Kevin Turner 氏へのインタビュー

記事を掲載しているが，その中で同氏は，Microsoft が ULCPC 市場に大きな可

能性を見ていると説明している。「我々は，ULCPC 市場を真剣にとらえており，

この市場に本格参入することになる。今後この分野に多くの時間を費やしてい

く」（同氏／Network World の記事）。  

 Microsoft は発表資料の中で ULCPC を，「一般的に画面が小さく，処理能力

の低いプロセサを採用し，低価格を実現している製品」と定義している。つま

り，Vista を走らせるには力不足なパソコンだ。そして低価格化のためにメーカ

ー各社が採用している OS が，Linux なのだ。そうした ULCPC が今，爆発的

に売れている。Microsoft はこの状況を静観してはいられない状況なのだろう。  

「Vista 開発の 5 年間，変化に気付かなかった」 

 前述の発表資料の中には次のような文言があった。「（Microsoft）は当初，

ULCPC を新興成長市場で初めてパソコンを購入する人や学生を対象とした製

品ととらえていた。しかし現在は，先進国においても手ごろな価格の機器への

需要があると見ている。当社はこの新たなパソコン・ジャンルに注目している」

（発表資料）。  

 つまり Turner CTO の発言はこの言葉からさらに一歩踏み込んだものになっ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080404/297976/?ST=ittrend
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080404/297976/?ST=ittrend
http://www.networkworld.com/news/2008/042208-microsoft-ulcpc.html?t51hb
http://www.microsoft.com/presspass/features/2008/apr08/04-03xpeos.mspx
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ていることがわかるだろう。Network World の記事によると，ULCPC は発展

途上の新興市場のほかに政府機関や教育市場で高い成長が見込めるという。

ULCPC は，低料金のネットワーク環境，オンライン・サービス，クラウド・コ

ンピューティング環境が充実してきたことで誕生し，今急速に普及している新

しいカテゴリ。こうした需要を支える基盤が着々と成長していたことに，

Microsoftはこの5年のVista開発期間に，まったく気付いていなかったという。  

 「パーソナル・コンピュータの分野では，処理能力と処理速度が絶えず向上

していくというモデルがずっと続いてきた。しかしパソコンは十分高性能なレ

ベルにまで達した。低価格パソコンへの支持が高まるにつれ，これまでのビジ

ネスモデルは衰退していくのだろう」――。記事はこう締めくくっている。  

 

尚マイクロソフト社の定義によるＵＬＣＰＣとは 

 CPU：Intel Atom、VIA C7、AMD Geode LXなどの低速シングルコア CPU  

 メモリ：1GB以下  

 HDD：160GB以下 (SSD 16GB以下)  

 ディスプレイ：14.1"以下  

 タッチスクリーン機能：あり/無しどちらでもよい  

となっています。 

マイクロソフトがＵＬＣＰＣが見過ごせないほど重要であると気がつき、ＸＰ

の存命を認めて公表したのが、今年の４月、それから半年が経っています。そ

して、今我々は秋葉原に渦巻くＵＬＣＰＣの大販売合戦に遭遇しているという

わけですね。 

前置きが長くなりました・・・・まだ肝心のＵＬＣＰＣそのものについては、

殆んど語っておりません。 と、云うのは私自身が今まで見向きもしなかった

ために、実態の把握が出来ていないからなのですが、しかしこれは調べれば調

べるほど面白いのです。 ご期待ください。 

 

４）タダのパソコン 

現在店頭に並んでいるＵＬＣＰＣは、台湾製のアスース、エイサー、米国産の

ＨＰ（ヒューレット・パッカード）、Ｄｅｌｌの４社、それに近々東芝が名乗り

を挙げていますが、未だ店頭には見えません。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c4%ea%b5%c1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/CPU
http://d.hatena.ne.jp/keyword/Intel
http://d.hatena.ne.jp/keyword/Atom
http://d.hatena.ne.jp/keyword/VIA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/AMD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/Geode
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b7%a5%f3%a5%b0%a5%eb
http://d.hatena.ne.jp/keyword/CPU
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%e1%a5%e2%a5%ea
http://d.hatena.ne.jp/keyword/HDD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/SSD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%c7%a5%a3%a5%b9%a5%d7%a5%ec%a5%a4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%bf%a5%c3%a5%c1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%bf%a5%c3%a5%c1
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９月３０日の日経新聞は東芝の参入を以て、ミニコン時代の到来と囃していま

すが、今後更に参入は増えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の一覧表を判り易く拡大したものを下記します。 

 

低価格パソコンの各社主要仕様 

                                                     

2008-9-30現在 

メーカー 東芝 アスース ＨＰ エイサー デル 

モデル   Ｅｅｅ701 2133 Aspie-1 
Inspiron 

mini-９ 
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記憶装置 １２０ＧＢ ４ＧＢ １２０ＧＢ １２０ＧＢ ８ＧＢ 

ディスプレイ ８．９型ワイド ７型ワイド ８．９型ワイド ８．９型ワイド ８．９型ワイド 

バッテリー 

駆動時間 
２．９時間 ３．２時間 ２．３時間 ３時間 ３．７時間 

重さ １．１ＫＧ ０．９ＫＧ １．３ＫＧ １．１ＫＧ １．０ＫＧ 

実勢価格 ￥75,000前後 ￥44,800 前後 ￥59,850 前後 ￥54,800前後 ￥49,800 前後 

販売店価格   \100.00  \34,980.00  \9,980.00  \12,980.00  

註：９月３０日東芝が１０月下旬発売をすると発表した。 

  それ以外のメーカーは発売済みのモデルを示す。 

 

これらのＵＬＣＰＣに共通の特徴は、 

１）掌に載るようなＡ―５サイズ 

２）１キログラム程度の軽さ 

３）使用目的をインターネットに絞っていること 

４）ＯＳはいずれもウィンドウズ－ＸＰ 

５）ハードディスクは始めは４ＧＢのフラッシュメモリー（ＳＳＤ）だったが、

徐々にＨＤＤが増えて来た 

６）光学ドライブは付いていない 

７）インターフェースはＵＳＢが２～３ヶ 

８）一切のアプリケーション・ソフトはユーザー任せ 

 

そして、最近の顕著な特徴は、これらの全てがイー・モバイルと結合して同社 

のデータ・カード或いはモデムとの抱き合わせ販売の形を取り始めたこと。 

この結果パソコンそのものはタダ同然にしてしまい、専ら２年間のインターネ 

ット接続料を義務つける作戦を取り始めたことです。 

ここではもはやノートパソコンという製品カテゴリーではなく、インテルが提

唱する「MID（モバイル・インターネット・デバイス）」という位置付けで日本

展開が始まっているのです。 

 

実際に店頭のミニコンに触ってみると、これらはインターネットをするには非

常に簡単で何処でも出来るという点で初心者向けですが、それを我々が日常使

うパソコンとして考えると、かなり上級者でないと使いこなせないでしょう。 
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思いつくままに問題点を挙げてみましょう。 

 

先ず例えばワードの文章やＡＣＤＳＥＥの画像が添付されているメールを受け

取ったとしましょう。 

これらを開くにはそれぞれのアプリケーション・ソフトをインストールせねば

ならないのですが、それには外付けの光ドライブが先ず必要です。 

またインターネットを始める前に先ず心得として、ヴィールス対策を考えねば

なりませんが、これもノートンをインターネットでダウンロードして積むか、

或いはＵＳＢで積めるゼロ（ソースネキスト）を使うかするしかありません。 

 

ＳＳＤの場合容量がさほど大きくはないので、常に残量をウォッチしていない

とパソコンの動きが悪くなるということもあるでしょう。 

 

もう一つミニコンでの電子メールは通常のプロバイダー経由のものではなく、

原則的にはフリーメールです。 

このことは携帯でメールをやっている若者にとっては格別の違和感はないのか

も知れませんが、やはりあくまでも無料のフリーメールには問題点もあること

を承知の上でなければならないでしょう。 

 

結局これはパソコンというよりは、携帯よりは入力が容易に出来るインターネ

ットの道具であると考えた方がいいのかも知れません。 

  

 

５）イー・モバイルとは 

 

さて、そろそろ肝心要のイー・モバイルについても語らねばなりません。 

秋葉原のヨドバシカメラで大声を挙げて囃しながら、ミニコンを売りまくって

いる若い人々は、皆イー・モバイルの社員であって、決してミニコンのメーカ

ーの社員ではありません。 

ＤＥＬＬやＨＰ，アスースやエイサーなどの人間は殆んど一人も居ないのです。 

ですから、パソコンのことを聞いてもよくは知らない、ただただ「廉いよ廉い

よ！！」を連呼するだけです。 

 

考えてみると、我々も携帯電話を買う時、ＮＴＴドコモやＫＤＤ－Ａｕ或いは

ソフトバンクのものと思っており、ハードウェアをどのメーカーが作っている
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のかは殆んど考えもしません。 それと全く同じことになっているのです。 

 

パソコンのＵＳＢポート

にちょこんと挿入されて

いる、「データ・カード」 

或いは「モデム」が今や主

役なのです。 

 

 

 

イー・モバイルというのは

一体何者なのでしょう

か？ 

これは郵政省の認可を得

ている通信業者、２００５

年末に創立されたばかり

のモバイルブロードバン

ド通信業者、非上場ながら

資本金は７１８億円とい

う巨大企業です。 

この業界には老舗であるウィルコム社が有名ですが、こちらは１９９０年の創

立で、現在資本金５０億円、ＰＨＳによる通信サービスが主体でしたが、今や

ブロードバンドのデータ・カードにも名乗りを挙げております。 
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ウィルコムが現在売り出し始めた新製品「ウィルコムＤ４」は本当に掌サイズ

で、横１８８ｍｍ、縦８４ｍｍ、葉書を横に４センチ延ばした程度しかありま

せんが、立派に４０ＧＢのハードディスクを持ち、ウィンドウズＶＩＳＴＡを

搭載しています。 

これはもはやミニコンというより、マイクロコンですが、本体価格は何と 

￥８,900.00、今週末に限ってはそれもゼロという苛烈な売込みをかけています。 

 

註： ウィルコムがＶＩＳＴＡを使っているのは、ハードディスク容量に自信

があるからではなく、実際はＣＰＵのインテル・アトムＺ520 がＸＰでは 

   動かないからというのが、実態なのですが、素人は一寸驚いて新しい物

好きには格好の釣り餌です。 

 

６）ＵＬＣＰＣを可能にしたものは？ 

５万円パソコン或いはアメリカでは２００弗パソコンと云われる超低価格且つ

超軽量小型のＵＬＣＰＣを成り立たせたものは何か？ 

 

イ）先ず第一に通信回線の驚異的な進化。 
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１０年前の電話回線を使ったメールを思い出してください。 

一般的利用者が利用する回線は殆どの場合、アナログモデムや ISDN による低

速(数十 kbps～128kbps 程度)・時間従量制のダイヤルアップ接続サービスなど

でした。 

やがて既存の電話線（金属電線・メタリック回線）で、従来使用していた電話

よりも広い帯域を用いることで高速の信号が伝送できる技術（ADSL）が日本で

も実用化・普及し、インターネット接続サービス向けに利用できるようになる。

また、ほぼ同時期に、ケーブルテレビ（CATV）の伝送線（同軸ケーブルなど）

を用いたインターネット接続サービスも開始されました。 

それに尐し遅れて、２００３年ごろからは、光ファイバーを直接・間接にユー

ザ個宅まで引き込む FTTH も普及が始まったのでした。 

これら手頃な価格で導入できるようになった高速回線を、それぞれの通信事業

者などがブロードバンド回線と呼んで一般消費者・小規模事業所向けに激しく

売り込んだのが、ブロードバンドという用語が広まった所以であります。 

ブロードバンドによるインターネット接続は、課金体系が、電話・ISDN 回線に

よる従来のダイヤルアップ接続の従量制とは異なり、当初から定額制で提供さ

れ、通信料金や時間帯を意識せずに利用できるため、普及とともにインターネ

ットの利用形態に大きな変化をもたらしたのです。 

また、高速・常時接続である事を生かした IP 電話サービス、さらには動画像の

ような大容量のデータを短時間に送受信可能になった事によるビデオオンデマ

ンドサービスなど、新しいサービスが普及し始めている。 

無線によるブロードバンド回線（無線 LAN、第三世代携帯電話、高度化

PHS(W-OAM)、無線アクセスなど）も研究・開発され、一部はサービス開始さ

れている。 

このような環境から携帯電話サービス業者が、電話機でなくパソコンを使って

インターネット回線の接続を企図したのが、イー・モバイルとウィルコムです。 

 

ロ）インテル・ＡｔｏｍというＣＰＵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/FTTH
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%8E%A5%E7%B6%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E6%99%82%E6%8E%A5%E7%B6%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/IP%E9%9B%BB%E8%A9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E4%B8%96%E4%BB%A3%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96PHS
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%8C%96PHS
http://ja.wikipedia.org/wiki/W-OAM
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%B7%9A%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9
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インテルは２００８年３月 3 日、モバイルインターネットデバイス(MID)や、低

価格のインターネット対応パソコン向けとして新 CPU ブランド「Atom」（アト

ム）を発表しました。 

実は「Atom」があったからこそ今日のように低価格なノート PC が登場したと

言っても過言ではないのです。このＣＰＵは一円アルミ貨幣より小さいのです。 

 

●バッテリーが長持ち 

最大の特徴はこれまでのノート PC 向けプロセッサに比べて圧倒的に優れた低

消費電力だ。現在主流のノート PC 向けプロセッサである Core 2 Duo プロセ

ッサの熱設計電力（TDP）は最大 35W（ワット）だが、Atom の TDP は 0.6

～2.5W 程度と 14 分の 1 以下で消費電力が極端に低い。 

その結果、プロセッサを Core 2 Duo から Atom に変更するだけでもバッテリ

ーの駆動時間はのびるし、本体の小型化のためにバッテリーの容量を減らした

場合でも、プロセッサを変更する前と同程度かそれ以上の駆動時間が得られる。 

 

●小さいので搭載しやすい 

Atom は約24平方ミニメートルとダイサイズが非常に小さいことも特徴の一つ。

しかもそのダイに 4,700 万個ものトランジスターが集積されているのだ。 

プロセッサが小さければ、ノート PC にも搭載しやすい。Ultra Mobile PC

（UMPC）端末などの本体が非常に小型のマシンでも搭載できるというわけだ。 

 

●Atom で性能アップ 

Atom は単に低消費電力なプロセッサではない。プロセッサとしての性能も高

く、インテルの Core 2 Duo プロセッサの命令セットと互換性も維持している。

さらに新しいアーキテクチャーがマルチスレッドに対応したことで、パフォー

マンスを向上すると同時にシステムの応答性を高めている。つまり、小型なの

に速いのだ。 

 

■ミニノートの低価格化にも貢献する作りやすさ 

Atom は Core 2 Duo プロセッサに比べて低価格で製造できる。当然、Atom は、

Core 2 Duo プロセッサより価格を安く抑えられるので PC メーカーは Atom 

を採用することで、 PC 本体の製造コストを削減できるのだ。今までより低価

格なミニノート PC であっても採算がとれるのは、Atom のおかげと言っても

過言ではないだろう。 

マンガの鉄腕アトムはロボットと人の社会を変えたが、インテルの Atom は人

と PC の関係を大きく変えるかも知れない！！？？ 
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ハ）ＳＳＤの出現 

 

Flash SSD (Flash Solid State Drive) は、記憶装置の種類の一つ。 

内蔵ハードディスクドライブ(HDD) を置き換える用途で使われるフラッシュ

メモリを指している。 

 

HDD に比べて特にランダムアクセス時の読み込み性能に優れ、これを多用する

オペレーティングシステムやソフトウェアの起動、かな漢字変換などの作業時

のアクセス時間を短縮することができる。また低消費電力・耐衝撃性も優れて

いる事から、特にノートパソコンでの使用に向いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難点は HDD に比べて容量あたりの単価が高価格で

ある事と、単体での書き込み耐性がHDDより低く、

特に書き込みを分散化させるウェアレベリングや書

き込み回数を減らすキャシュメモリなどが搭載されていないと短期間で書き換

え可能回数の上限に達し、破損して読み書きが出来なくなる事である。 

 

HDD との比較 

 

HDD に対する強みはおもにモーター及びアームといった機械部品をもたない

ことに起因して生じる。シーク動作や回転待ち時間などの時間的ロスが無く、

特にランダム読み込み速度が速い。  

耐衝撃性が高い。読み書き中に振動させても壊れない。  

低消費電力・低発熱である。  

耐環境性が高い。HDD よりも高い環境温度まで対応している。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%81%AA%E6%BC%A2%E5%AD%97%E5%A4%89%E6%8F%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)
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軽量で薄型である。  

低エラー性。とくに、シークエラーが存在しない。  

などが利点として挙げられる。これらの特徴から、特にノート PC に向いている

といえる。 

 

二）ＵＳＢの進化 

USB（Universal Serial Bus）は、コンピュータ

に周辺機器を接続するためのシリアルバス規格

の一つである。 

 

これ無しにはＵＬＣＰＣは使い物にならない。 

 

Universal（汎用）シリアルバスの名の示す通り、さまざまな周辺機器を接続す

るためのバス規格であり、最初の規格となるUSB1.0が1996年に登場して以来、

現在のパソコン及びその周辺において、最も普及した汎用インターフェイス規

格となった。レガシーポートとも呼ばれる従来からのシリアルポート (RS-232) 

やパラレルバス（パラレルポート）、PS/2（マウス、キーボード）端子などの置

き換えがほぼ完了している。 

その上バスパワー方式としてホストアダプタからの電源供給を可能とした上で

プラグアンドプレイにも標準で対応しており、当時の一般的な外部インターフ

ェースでは不可能であったホットプラグも可能とした。 

 

つまりパソコンの周辺機器との接続―インターフェースが一挙に簡略化し、一

元化した上、電源を別個に取ることも不要となり、（昔は殆んどすべての周辺機

器にＡＣアダプターが瘤のように付いていた）更に接続の度に再起動して確認

することも必要なくなってしまったということ。 

おかげで、２～３ヶのＵＳＢポートさえ着いていれば、その都度必要な周辺機

器を差し替えて使うことが出来るようになったのです。 

 

７）ＵＬＣＰＣは使えるか？ 

 

既に述べたように、今我々が注目しているＵＬＣＰＣは、はっきり云えばパソ

コンというべきでなく、ＭＩＤ ( Mobile Internet Device ) と呼ぶべきもので

あります。 

つまり畢竟何処でも簡単にインターネットが出来るというためのツールであっ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%A9%9F%E5%99%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B9_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)
http://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
http://ja.wikipedia.org/wiki/PS/2
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%97
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て、キーボード入力を辛うじて可能にする大きさと、携帯に苦痛を与えない軽

さが重視されているのですから、その他のパソコンとしての機能が大幅に制約

されているのは、至極止むを得ないことなのです。 

 

以下問題点を思いつくままに書いてみる。 

 

イ）ＤＤＳを使っている場合 

 

アスースやＤＥＬＬの場合、基本的にＳＳＤを以てハードディスクに代えてい

るため、容量には自ずと制約があり、ＯＳを積んでいるだけで４ＧＢのＳＳＤ

は目一杯、その他の様々なアプリケーションソフトをインストールすれば、直

ぐに残容量不足でパソコンの動きが鈍くなる危険が生ずる。 

Eee PC 4G-X は、容量を 4GB に抑えることで、高価な SSD の搭載を実現した。

ただし、さすがに 4GB は小さく、Windows XP がインストールされた初期状態

で空き容量は約 1.4GB しかない。そのままインターネットに接続すると

Windows Update が行われるが、それによって空き容量はさらに約 900MB ほ

どに減ってしまう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィンドウズ９５の時代に、ハードディスク容量の使用残が小さくなると、覿

面フリーズを来たした恐怖感は未だに記憶に新しい。 

またデータの保存にも余裕がないから、別のＳＳＤをストレージとして用意す

ることが絶対に必要である。 

 

ロ）マイクロソフト・オフィス 

 

当然のことながら、ＯＳ以外の一切のソフトが着いていないのだから、ワード、

エクセルという基本ソフトもやはり別買いせねばならない。 

これは通常パソコン購入時に同時にプリインストールしてもらうと、２万円そ
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こそこだが、ＵＬＣＰＣでは自分で別途に買うのであるから３万円以下という

ことはない、結構高価な付帯経費である。 

このようなワープロソフトは今やグーグルなどのフリー・ソフトで澄ませるか

らと言って頑張ってみても、世の中の大半の人はワード文書を添付してメール

を送ることに慣れているのだから、それが一切開けないのでは用に足りない。 

 

ハ）外付け光ドライブの必要性 

 

すべてのソフトはインターネットから直接ダウンロードできるフリー・ソフト

以外はほぼ全てがＣＤをメディアとして使っているのだが、ＵＬＣＰＣには光

ドライブが着いていないから、必然的に外付けの光ドライブを購入することが

絶対に必要となる。 

早い話ワード、エクセルは勿論のことだが、ノートンなどアンチ・ヴィールス

ソフトにしても、ＣＤで売られているのであるし、光ドライブが使えないとい

うのはパソコンとしては使い物にならない。 

最も肝心なことは、万一の場合ＯＳの再生が出来ないというのは致命的である。 

つまり、その分廉くても小一万円はパソコンとは別に必要な経費である。 

 

二）キーボード 

 

小さくする為の手段として、ＵＬＣＰＣのキーボードは極端に省スペースにな

っている。 

キーの数は 84 キー。キーピッチは横方向が約 15.5mm、縦方向は約 12.5mm。

配列は標準的だが、Enter キーが小さいのが目立つ。  

通常の A4 ノートと比べ、窮屈で、速いタイピングは難しいが、キーピッチの狭

さに注意してしばらく練習すればそれほどの問題なく入力できるだろう。 

（と、いうことは逆に云えば、馴れるまで時間がかかるだろう） 
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ホ）ディスプレイ 

 

本体のサイズは 225（W）×164（D）×22（H）mm。ディスプレイは 7 型ワイ

ド液晶を備え、解像度は 800×480 ドット。小型携帯ノートの定番であるＡ４ノ

ートシリーズは 10.4 型（1024×768 ドット）液晶を備えるが、それより一回り

以上小さい。 

ちなみにWindows XPは最低でも 800×600ドット以上を動作要件としているた

め、縦方向の解像度が 480 ドット足りず、Windows の設定画面やソフトのイン

ストール画面などが表示しきれないことがある。  

サイズやコストの面で仕方がないとはいえ、さすがに画面が狭い（特に縦方向）。

スタートメニューを開くと、画面の半分が埋まってしまう。特に Web ブラウザ

ーでネットを閲覧するときに、頻繁にスクロールしなければならない。最近の

Web サイトは横幅が広いため、横方向にもスクロールが必要になる。Web サイ

ト閲覧時は、ウインドウの全画面表示などを活用するなど、工夫が必要だ。  

 

 

解像度は 800×480 ドットで、

Internet Explorer を最大の大

きさにしても、トレンディネッ

トのトップページはこれだけ

しか表示できない 

 

 

 

 

全画面表示モー

ドにすれば、表示

できる範囲が多

尐広がる 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/home/evaluation/sysreqs.mspx
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結論としては、やはり１２０ＧＢのハードディスクを載せているエ

イサーかＤＥＬＬを狙い目とするしかないようだ。 

ＤＥＬＬの場合、イーモバイルの２年契約をしても、本体価格は 

￥18,755.00 かかってしまうが・・・ 

 

追記： 

 

１）ウィルコムがシャープと組んで、本体価格無料で売り出している、ウィル

コム-Ｄ４は一層の際物で、物珍しさ以外実用性に乏しい。 

 

２）参考までに６万円プラスαを出す気なら、ＤＥＬＬが法人用に打っている 

  モデルとして、Vostro1510 というノートパソコンがあり、これはオフィス

を載せても１０万円を切っている。 

  こちらの方がパソコンとしてはずっと好いと思うのだが、これは本題から

外れるので、あくまでもご参考までの情報です。 

 

―おわり― 


