
A4サイズ薄型オールインワンパソコンDynaBook Satellite 4030X/4060X/4080X 
DynaBook Satellite 4030X/4060X/4080X Series Notebook PC 

田中 和豊 坪内 エ 竹中 勉
TANAKA Kazutoyo TSUBOUCHI Takum1 TAKENAKA Tsutomu 

最近のノートバソコン(PC)は低価格化およびオ ー ルインワン化のニ ーズが高まっている。 その火付け役とな

った当社のDynaBook Satellite 300シリ ーズは市場で謳い評価を得た。 令回， さらに機能 ・ 性能の向上を図

るとともに新たな市場の要求である薄型化とファッショナブルなデザイン化にも対応した， A4 サイズ薄型オ ー

ルインワンPC DynaBook Satellite 4030X/4060X/4080Xシリ ーズを開発した。 高性能CPU, 大容置HDD,

大画面液晶 LAN ／モデム内蔵などの最先端技術の搭載にとどまらずハロゲンフリ ー 材のプリント基板を使用

して環境保全にも取り組むなど， 当社パソコンの思想を強くアピ ールした製品である。

Recently, demand has intensified for notebook PCs that are inexpensively priced but have high all-in-one functionality 
Toshiba' s DynaBook Satellite300 series notebook PC served as the instigator of this demand, and has received high evaluations in 
the market since its introduction 

we have now developed the DynaBook Satellite 4030X/4060X/4080X series notebook PC, featuring further improvements in 
performance, case design, and thinness. The new series not only incorporates advanced technologies such as a high-speed CPU, 
high-capacity hard disk drive, large LCD, and LAN/modem functions, but also takes environmental protection into consideration 
through such measures as the use of halogen/antimony-free printed wiring boards. 

With these features, the Dyna Book Satellite 4030X/4060X/4080X series strongly reflects Toshiba's philosophy regarding personal 
computers. 

闘まえがき

最近， “A4オ ールインワン
＂

というFD D（ フロッピ ーデ

ィスク装骰） ／HDD（ハ ー ドデイスク装骰） ／CD-ROMを

同時に内蔵 したノートパソコン PCの新しいジャンルが確立

され， 当社の DynaBook Satelliteシリー ズはその先駆者的存

在となっている。

)JIIえて薄盟化や， よりファッショナプルなデザイン化へ

のユ ー ザーニ ー ズが高まっており， このようなニ ー ズにこ

たえて従米の角形のデザインから1111線を多く取り入れたデ

ザインに一•新し， 位（きょう）休色もグレーとシルバ ー メタ

リックを基調にした， 原さ40.9mmという薄型の DynaBook

Satellite 4030X/ 4060X/ 4080Xを1}fl発した（図l)。

図l. DynaBook Satellite 4030X/4060X/4080Xシリ ーズ 最

日製品の概要と特長

DynaBook Satellite 4030X/4060X/4080Xシリ ー ズは， デ

スクトップコンピュ ータをしのぐ高性能·翡機能のA4サイ

ズ洲型オ ールインワン ノ ー ト PCである。

製品の特長は次のとおりである。

(1) モバイルIntel " Celeron'liw 300MHz モバイルPen

tiurn "'⑬ Il 333MHz/366l\IHzの翡速CPUの搭載。

(ii'J). (ii:2) Ccleron. Pe111iumは ． インテル社の曲．i慕。
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隙部40.9111111のiilj型A4オールインワンPCである。
DynaBook Satellite 4030X/4060X/4080X series notebook PC 

(2) 布効表示画面では17型プラウン箭デイスプレイにl!f

敵する14.1型液晶ディスプレイ を搭載し， マルチメデ

ィアやインタ ー ネソトを鮮やかに表示することができ

る。

(3) lOOBASE-TX対応のLANインタフェ ースを本体内

に搭載。 ま た， モデ ム内蔵モデルは最大56k b ps/

FAX14.4kbpsの高辿FAXモデムを搭載。

(4) 隙型ノ ー トPCでありながら， 本休に音評空間を設

けたスピ ー カ ー を内蔵。 低音域まで再現でき， 脊楽CD
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性や保守性にも杭猜限を与える。 当然，i葡梢は小さい方がす

べてにおいて布利である。 プリント基板のI面積を抑えるた

めのLSIの狼栢化やビデオRA\I (Ran dom Access \1lem ory) 

内蔵の表示コントロ ーラの使）llなどは今や必姐（す）である。

製造コストも無視できないため， システム枯板／サウン

ド晶板 HDD接粒基板／CD-ROM接続払板 センサ枯

板／ボリュ ーム基板の6枚の払板を］枚の6)i4l!［通払板上に

構成して一括して製造できるようにした。

また， 管且l！コストを下げるためCPUをソケットで取り付

ける構成にし， 4030X/4060X/4080Xの3機種を共通の基板

で製造できるようにした。LAN基板とモデム基板も形状を

同じにして容易に収替えができるようにした。 これらは当

社が行なっている “
ノ ー 1、PCグレ ー ドアップ

”
というサー

ビスも視野に入れている。

口ハロゲン／アンチモニーフリ ー プリント基板

1994年にドイツでダイオキシン法という閑槌保設のため

の規制が始まった。 また， プル ー エンジェルマークなどの

自主規制や， TCO (T he Swedish Confederation of Prof es

sional Employees) 95などの支援糾織の動きもヨ ーロッパ で

始まり， 今や環境保設の理念は111：界的に広がりつつある。

DynaBook Satellite 4030X/ 4060X/4080Xシリー ズでは． プリ

ント基板に臭素系難燃剤を使IIlしないハロゲン／アンチモ

ニ ー フリー 基板を採）IJした。 これは将来， 廃梨 ・ 焼広IIされ

るときにダイオキシンを発生しないプリント基板である。

性能・機能アップには匝接つながらないがノ ート PCシェア

戦界No.Iの当社PCが斑J森も考えるという姿勢を見せる慈

義は大きい。

日高音質スピー カ

マルチメデイアやMIDI音楽の普及に伴い， パソコンの

スピー カの音質も訊要視されるようになり， パソコンJIlの

外付けスピ ー カも商品化されるようになった。 従来のノ ー

トプックPCではスペースの制限により薄型のスピー カを工

ンクロ ージャには入れずそのまま代体に固定していたが，

今回市場のニ ー ズにこたえるため音評空間をもったスピー

力を新規に1m発した。 このスピ ー カを採）llすることにより

再生周波数特性260 ~ 20.000Hz, ILiカ音圧レベル82clBをi'（I·..

保することができた。 図3に出力音圧周波数特性を示す。

口LANインタフェ ース

当社 パソコンとして初めて本休内にLANインタフェ ース

を内蔵した。 最大lOOMbpsの科述デ ー タ転送が可能な

lOOBASE-TXに対応しており社内ネットワ ークやイントラ
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図3. 出力音圧周波数特性 翡い,-,-.!T．レペルを幅広い／けIi皮数・：i｝)戎
で実現した：

Frequency response curve 

ネットヘの接続も容易に行え， 企業ユ ー スに威力を発揮す

る。 また， Wake On LANという機能もサポ ートしている。

これはMagic Packet h1. （i＇という特別のパケットを受信する

と， PC本休の軍源が切れていても竹理者が辿隔採作で氾源

を投入することができる機能で， より高疫なネットワ ー ク

を構築することが可能になった。 縛型ノ ートPCでLANを

サポ ートするためにはコネクタの大きさも重要なアイテム

である。 コネクタは通 ‘iit筐1本の周l用に配骰されるためスペ
ー スの確保が難しい。 今lfi.l RJ45コネクタを新規に開発し，

従米16mm程度あった奥行きを10mm にまで縮小した。

四新デザイン筐体

ここ1, 2年のPCはデザインも煎視する額向にある。 当

社のPCは角形のデザインを肛いてきたが， この市場の新た

な要求にこたえるために1川線的なデザインを採）Tlした。 デ

ザインの変化を強く印象付けるために， LCD (if料晶表示装

i性）カバ ーに波形のアクセントを入れた。 また， 怜体の色

も市場で主流になりつつある銀色諮装をコストと耐久性を

考えてLCDのカバ ーとキーボー ドのカバ ーに採）llした。

図4にLCDカバ ーのデザインを示す。

図4. LCDカバーデザイン ,111線的なデザインに 一 新した:
Design of LCD cover 

（注6) �lagic Packetは． 米1·,q Advanced Micro Device ti•の脱I:�,
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