
ここ1年に登場した数あるパソコ

ン製品の中で注目したいのが、高品

質かつ10万円未満で買える“お手ご

ろプレミアムノー ト"パ ソコンだ。

15.6型液晶や14型液品を搭載するス

タンダードノートでは、日本HPの

「Pavilion 15-cu0000」 やデルの

「Inspiron 14 7000プ レミアム」、

13.3型液晶クラスの小型ノートでは

マウスコンピューター「MB13ESV」

など、該当する製品の数は増えつつ

ある (図 1)。

とりわけ、脚光を浴びているのが

日本マイクロソフト(以下マイクロ

ソフト)が 8月 に発売した 10型 の

2inlノ ート「Surface Go」 。最小構成

のモデルで6万円台と割安感がある。

従来だと同社製ノートパソコンの発

売時における価格はいずれのモデル

も10万円以上していただけに、低価

格モデルの登場は期待を抱かせる。

現在、店頭やネットショップなど

で人気を占めるパソコンは、10万 円

以上の売れ筋スタンダードノートと、

5万円未満の格安スタンダードノー

トの2種類だ (図 2)。 しかしながら、

今どきの消費者感覚からすると、ネ

ットの利用が主な用途であれば、パ

ソコンに10万 円以上の金額を出すの

は少々抵抗感がある。一方で、一般

的な格安ノートだとコスト削減によ

るチープ感が否めない。安いとはい

え、オーナーとして所有欲を満たし

たいと思うのは人情だろう。そうし

た「価格は手ごろでも品質が高いも

のを」という消費者の欲求を的確に

捉えているのが「高品質。低価格」の

お手ごろプレミアムノートだ。

液晶品質や性能に優れる

今回、お手ごろプレミアムノート

と称して取り上げた製品の特徴は主

に3つ ある。

一つは液晶デイスプレイの表示品

質が高いこと (図 3)。 日本 HPと デ

ル、マウスコンピューターの各モデ

ルはいずれもフルHD(1920× 1080

ドット)の液品を搭載。マイクロソ

フトのモデルは、3:2比率の1800

×1200ド ットの液品を備える。格安

薇お手ごろ価格の“プレミアム"製品が続々登場

図 1 売れ筋ノー トと格安ノー トの中間価格帯に、コストパフォーマンスに優れた魅

力的な製品が次々と登場している
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用語解説

lPS
画面の光を透過させたり遮断させたり

する液晶分子の配置技術。液晶分子

の傾きが小さく、視野角による輝度や

色の変化が抑えられる。

ノー トであれば、WXGA(1366×

768ド ット)ク ラスの液品が通常だ。

また、日本HPと デルの液晶パネル

は視野角の広いlPS方式というのも

ポイントである。

2つめはデザイン性や質感の高さ

を備えていること (図 4)。 デルやマ

ウスコンピューターは、本体素材に

一般的な樹脂ではなくアルミニウム

合金を使っている。表面の仕上がり

具合は10万 円以上する上位の製品

と比べても遜色ない。日本HPはパ

ーツの継ぎ目を減らした「ユニボデ

ィ」を、マイクロソフトは上位モデ

ルをそのままコンパクトにしたデザ

インを採用した。いずれのモデルも、

デザイン性や質感には一定の所有欲

を満たせるものがある。

3つ めはコストパフォーマンスの

高さだ。図5は、日本HPと代表的

な売れ筋ノートで仕様を比べたもの。

CPUの種類やメモリーの容量といっ

た仕様は、日本HPが上回っている。

日本HPの場合、光学 ドライブの種

類や0■ceソ フトなど付属ソフトの

充実度といった点を差し引いて考え

る必要があるが、15.6型や14型のス

タンダー ドノー トクラスであれば、

お手軽プレミアムノートの性能は十

分満足できるものだろう。また、日

本HPと マウスコンピューター、マ

イクロソフトの 3モ デルは、USB
Type―C端子も搭載する。

以降のページからは、お手ごろプ

レミアムノートパソコンを選ぶ際の

悩みどころや買い方のポイントなど

を取り上げて解説する。後半のペー

ジでは、本パートで紹介した4製品

の実機レビューも掲載したので参考

にしてほしい。

●7万円台前後で価格帯を形成

3万～5万円前後  | 4万～9万円前後
20万

15万

10万

5万

Celeron Nや解像度の

低いデイスプレイを搭載
した価格重視のモデル

10万～15万円前後

15.6型 クラスの液晶と

光学ドライブを標準装備
した人気の高いモデル

図2 お手ころプレミアムノー トの価格帯は4万円から9万円前後で、中心価格帯は

7万円前後。売れ筋製品より安く、格安製品よりも高性能だ

瘍お手ごろプレミアムノ…卜の魅力とは

1液晶は高解像度できれt

図3 今回紹介する製品はいずれもフルHDか、それとほぼ同等の解像度を持つ液晶

を搭載する。視野角の広いlPS方式の液晶を採用したモデルもある

瞬有する喜びを得られるデザイン性

図4 価格が手ころにもかかわらず、いずれの製品も質感やデザイン性に優れている。

格安製品にある作りのチープさはほとんどない

巨雨可再▼,扇薦F~~丁
~~~

※最小構成時の直販価格 (送料別)

富士通
FMV LIFEB00K AH45/C2

約 14万8000円

15.6型男夜晶(1920× 1080ドット)

Core i3-7020U
4GB

lTB HDD
ブルーレイドライブ (BDXL)

あり

日本HP
Pavilion 1 5-cu0000

7万4800円｀

15.6型 ,夜晶 (1920× 1080ドット)

Core i5-8250U
8GB

lTB HDD
DVD± RW

なし

図5 15.6型クラスのお手ころプレミアムノートの八―ドウエア仕様は高い。一方で、

売れ筋ノー トは、OfiCeソ フトを含めた付属ソフトが充実している
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今も昔もCPUはパソコン選びの

重要な判断材料だ。ただ、CPUの

性能は、パソコンの仕様や環境によ

っても左右されるので、CPUの型番

が分かっても、横並びで性能を比較

するのは難しい。

こうしたCPUご との性能差を明

確にしようと、「PassMark」 という

ベンチマークソフトの開発を手掛け

一部の製品はインテル製で最新の第8世
代CP∪ を搭載する。第7世代に比べて

性能が向上したという

る豪パスマーク・ソフトウエアは、

ユーザーが投稿したベンチマークソ

フトの実行結果を統計し、同社のサ

イ トに公表 している (https://m.

cpubenchmark.net/cpu_list.php)。

絶対的に正確な指標とはいえないが、

一つの目安にはなる。

公表値によると、富士通の売れ筋

モデルが搭載する「Core i3‐ 7020U」

は「3589」。一般に、売れ筋モデル

は、Officeソ フトやネットの利用と

いった通常の用途で性能に不足が生

じないよう設計されている。CPU性

能が高いか低いかは、この数値を基

準にして判断するとよい。

では、お手ごろプレミアムノート

の性能はどの程度なのか。日本HP

のPavilion 15や デフレOD InspirOn 14

が搭載する「Core i5‐8250U」 の結果

は「7678」。売れ筋モデルの2倍以上

の高い数値を示していた。

一方、モバイルノートではマイク

ロソフトのSurface Goが 搭載する

「Pentium Gold 4415Y」 が「2184」 、

マウスコンピューターのMB13ESV

が搭載す る「 Celeron N3350」 は

「1112」 と振るわない。ただ、同じモ

バイルノートで東芝の売れ筋モデル

であるdynabook RX33は「1913」 、

ASUS JAPANの 格安モデルである

TransBook R105HAは 「1273」 とそ

れぞれ同水準だ。性能より消費電力

が重視されるモバイルノートとして

みれば、妥当な結果といえる。

スタンダードノート

Pavilion 15-cu0000

FMV LIFEB00K AH45/C2
(富士通)

ideapad 320 80XS0004JP
(レノボ・ジヤバン)・・

Core i5-8250U
(1.6GHz//3.4GHz)

Core i3-7020U
(2.3GHz)

AMD A10… 9620P
(2.5GHz/3 4GHz)

2/4

4/未公表   2MB

6MB 15W 7678

3MB 15W

未公表

3589

4/8

3748

モノヽイルノート

Surface Go

MB13ESV

dynabook RX33/FB
(東芝)…

4

TransBook R105HA
(ASUS JAPAN)■ 5

Pentium Gold 441 5Y
(1.6GHz)

Celeron N3350
(1.lGHz/′

/2.4GHz)

Celeron 3865U
(1 8GHz)

Atom x5-Z8350
(1 44GHz′ .′

・′′1 92GHz)

2MB

なし

6W

6W

15W

未公表

2184

1112

2MB 1273

※ ]=直販モデルは最小構成時のもの
来2=最大動作周波数はターボ・フースト、バースト周波数、フースト・クロックの値を示す
米3=156型 のスタンダードノート、4GBメモリー、500GB HDDの構成で8月下旬時点の直販価格は4万 5600円
,、 4=133型 の携帯ノート、4GBメ モリー、lTB HDDの構成で8月下旬時点の実勢価格は約 9万 8000円
※5=101型 2in lノート、4GBメ モリー、64GB eMMCの 構成で8月下旬時点の実勢価格は約 3万 4000円

「PassMark」 の数値は、米パスマーク・ソフトウエアが公表している8月 下旬時点におけるCP∪ 性能の指標。同社のベンチマー
クソフトを実行したユーザーから投稿された結果を統計したもの。CPU処理性能の大まかな目安になる。数値が高いほど高性能
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用語解説

プ ロセ ッサ …・ナ ンバ … ▼

米インテルが2004年に導入したCPU
製品ごとの性能を示す数字のこと。モデ

ルによっては機能を示すアルファベットを

組み合わせたものもある。

M.2▼
ノートパソコンなどに組み込む小型の

拡張カード規格。PCI Expressや USB
3.0、 Serial ATAと いった信号を利用

可能。2013年 12月 に公開された。

パソコンの仕様を調べる際、苦労

するのがCPUの種類の多さ。ここ

では、CPU表記の見方を解説する。

まず最初に確認したいのはCPU
の登場時期。米インテルの場合、プ

ロセッサー・ナンバーの先頭の番号

が「8」 なら最新の第8世代、「7」 な

ら第7世代となる (下位を除く)。 米

AMDの場合は、Ryzenが最新世代、

それ以外は旧世代と判別しよう。

ブランドごとの等級は、インテル

は「Core i7」「同i5」「同i3」「Pentium」

「Celeron」 、AMDは「Ryzen 7」「同

5」「同3」 の順に位が下がっていく。

AMDの場合、第7世代ではブラン

ド名称が異なり、「FX」「A12」「A10」

「A9」「A6」 の順となっている。FX
以外は数字が小さいものほど下位と

考えればよい。

インテルは低消費電力端末向け

CPUの ブランドも持つ。「Celeron

N」 と「Atom」 の基本設計がほぼ同

一であることと、プロセッサー・ナ

ンバーが大きいものほど上位になる

という点を知っておけばOKだ。

モバイル向けCPUのグレードと世代の対応

F"峯 .

憑
■■■■

・
|・・ 三

:

ダ

Core i7-7000番 台

Core i5-7000番 台

Core i3-7000番 台

Pentium 4410番 台

Celeron 3960番台、3860番台

FX…9800番台

A12-9700番台

A10-9600番台

A9-9400番台

A6-9200番 台

各世代におけるCPUのグレー ド。インテルとAMDは、グレー ドことにCPUの ブラ

ンドをそれぞれ設けている

低消費電力端末向けのインテル製CPUのグレードと世代の対応

鷺:贔鶉【鴛孟陽鬱漑絋隧
上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

中位

下位

Celeron N41 00

Celeron N4000

Celeron N3400番 台

Celeron N3300番 台

Celeron N31 00番台

Ce:eron N3000番 台

Atom x7 Z87001番 1台
'

Atom x5 Z85001番 台'

Atom x5 Z83001番 台

低消費電力
ノートパソコン

低消費電力
ノートパソコン

低消費電力
ノートパソコン

タブレット

インテルは低消費電力向けCPUにもプランドを設けている。Celeron Nと Atomは
基本的に同じアーキテクチヤーだ

2inlノ ートなどモバイルノートで

は「eMMC」 と呼ぶ、組み込み向け

フラッシュメモリー媒体を搭載する

モデルがある。インタフェースの仕

様がメモリーカードをベースにして

おり、SSDを接続するSATAや M.2

といったインタフェースに比べると、

転送速度の面で劣る傾向にある。ま

た、基板に直接はんだ付けされてい

るので、アップグレードも不可能だ。

回路でつながうている

eMMCは フラッシュメ

モ リー を基板に直付け

した内蔵 ス トレー ジ。

一般に、容量が小さく、

速度も低い傾向がある
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DRAM▼
メインメモリーなどに使われる半導体記
憶素子。コンデンサーの蓄電機能とト
ランジスタのスイッチ機能を利用して、
データを記憶する。

用語解説

Windowsに は仮想メモリーの仕

組みがあり、メインメモリーの空き

容量が不足すると、使われていない

データを内蔵ストレージに移す。内

蔵ス トレージは、物理メモリーの

DRAMよ りも速度が低いので、メ

モリーの空き容量が減ると全体のパ

フォーマンスに影響しやすい。これ

はHDDでもSSDで も同様だ。

直販パソコンでは、同一機種でも

メモリー容量が4GBのモデルと8GB

のモデルを別々に用意していること

が多い。当然、4GBを 選んだ方が価

格は抑えられるが、パフォーマンス

の低下が気になるところだ。

そこで編集部では、Core i5を 搭

載するノートパソコンを使って、メ

モリー容量の違いによるパフォーマ

ンスの変化を検証してみた。今回取

り上げた4製品ではないが、どの機

種でも傾向はほぼ同様だろう。

まず、パソコンの電源を投入して

からWindowsの デスクトップが表

示されるまでの時間を測ったところ、

4GBで 30秒、8GBで 29秒と差が見ら

れなかった。Windowsの 高速スター

トアップ機能により、起動プロセス

が最適化されたためと推察される。

そこで次は、Webブラウザーでタ

ブを20枚開き、タスクマネージャー

でメモリー使用率を調べてみた。一

般に、メモリー使用率は80%前後に

なると処理速度に影響が出やすいと

される。結果は、4GBで 92%、 8GB

で50%と大きな開きがあった。やは

り、メモリー容量は大きい方が何か

と使い勝手が良くなる。

一　
一

一　
■
．

Pav‖ ion 1 5の 底面部。ユーザーが内部基板にアクセスできるような開口部は見当た
らない。仕様表でもメモリー増設は不可となつている

*1電源投入からデスクトップが表示されるまでの時間を5回計測して平均を求めたもの
凛2「 Chrome」 でGoogleマ ップのページをタフで20枚開いたときに、タスクマネージャーに表示されたメ

モリーの最大使用率

Core i5を搭載 した ノー トパ ソコンで、メモ リー容量 を標準 の 4GBか ら 8GBに 増設

した ときの性能差 を検証 した。WindOWsの起動 時間で は、メモ リー容量 による違 い

は誤差の範囲だつた。一方、Webブラウザーのタプを20枚開いたときのメモリー使
用率は、4GBで 92%に達したのに対し、8GBでは50%と余裕が大きい

本製品のメモリは贈誰 ・交換てきません。

開口部が1つもない

導曇霧

愈9秒

468

3◎秒

マイクロソフトのSurface Goな ど

一部の小型モデルは、「Windows(S

モード)」 と呼ぶOSを搭載している。

ストアアプリの利用に特化させ、高

速性と安全性を両立したという。実

は、Sモ ードを解除して通常のエデ

イションに変更する手段も用意され

ており、通常のアプリを利用するこ

とも可能だ。ただし、解除後はSモ

ードに戻せなくなる。

バージヨン1青 報

Windowsの仕様

■デイシヨン   Windows 10 Homein S γiode

′ヾ ジヨン     1303

インストール日   20,8′ 08/30

0Sビルド    17,34226

プロダクトキーの変更またはWhd。い 10 PЮ に切り替え

サービスに適用されるMicЮ so■ ■―ビス規約を読む

マイクロソフトソフトウェアライセンスタ事寛を動おむ

Surface Coで「設定」アプリの「バージ 通常のWindOwSア プリをインストール
ョン情報」画面を開くとOSが「WindOWS しようとすると、上のようなダイアログ
10 HOmein S mode」 と表記される  が表示されて処理が強制終了する

セキュリテイとパフォーマンスのために、
Windows 10 Sで は Microsoft Storeの 確認済

みアプリのみが実行されます
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用語解説

USB Power De‖ very(PD)▼
Type‐Cケーブル1本でUSB機器に最

大20V×5A=100Wの 電力を供給でき

るようにした規格。機器同士で給電側と

充電側を切り替える機能もある。

オルタネ…トモード▼
Type‐ CケーブルでUSB以外の信号も

扱えるようにする機能。対応機器同士

であれば、Thunderboltの データや

DlsplayPortの 信号などを転送できる。

最近は、USBの Type― C端子を搭

載するモデルが増えており、低価格

モデルにも波及している。

Type―Cのメリットは3つ。1つ め

は、周辺機器側の端子が統一される

こと。従来だとB型 と呼ぶ3種類の

端子形状があり、機器ごとに適合す

るケー ブルをつなぐ必要がある。

Type‐C機器同士なら1種類で済む。

2つ めは、電力供給能力が3倍以

上に上がり、Type―C機器への充電

時間は格段に短くなる点。一部のパ

ソコンは電力拡張規格であるUSB
Power De‖ very(PD)に も対応し、

USB PD規格に準拠したACア ダプ

ターで給電できるようになっている。

3つ めはType―Cの多機能さだ。

Type‐C端子は「オルタネートモー

ド」と呼ぶ仕様により、USB機器や

ACア ダプターの接続に加えて、デ

ィスプレイの映像入出力端子として

の機能も持てるようになっている。

ただし、USB PDやオルターネー

トモードはパソコンごとに対応が異

なる。メーカーに確認しよう。

Micro-B
饉饉憑膠

B(USB 3.0)

茫

=薫
スト |デ′|ヽイネ|

晏底鯉 m‐‐

ホスト デバイス

丁ype―Cが 登1場す

る前 の USB機器

だと、接続先こと

に端子形状が異な

るが、丁ype― C機
器同士であれば 1

種類で済む

Type‐Cの電力供給量は、USB 3.0の 3 マウスコンピューター「MB13ESV」 に

倍以上となる 15Wと大きい。さらに 付属するType― C用の八ブ。丁ype―C機器
USB Power De‖ very(PD)規格に対応 の接続のほか、電源供給やHDMl映像の

していれば最大 100Wに達する     出力が可能だ

2.5W

鰺SB 3.0 4.5W

Type―C 15W

Tlype― C
(け SS PD) 100W

通常、直販モデルではリカバリー

メディアは別売だ。Windows 10で

は、出荷時の状態が特定の領域にリ

カバリーデータとして保存されてお

り、標準の「回復」機能で、復元や

メデイアヘの書き出しができるよう

になっている。ただし、プリインス

トールソフトの復元にリカバリーメ

デイアが必要なケースもある。不安

ならメーカーに確認しよう。

通常、ディスクの管理画面を開くとりカバリーデータの入つた領域を確認できる。設

定アプリの「更新とセキュリテイ」→「回復」の「このPCを初期状態に戻す」にある「開

始する」をクリックすると出荷時の状態に戻せる

フ″イルo 操作体)表 示帥  ヘルプ御)

鰺罐|ザ な景 1鷲 X11・ ″継

- Wlndow, {C,
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Webに掲載されている価格より安くなることが多い?
パソコンの販売価格は販売時期に

よって常に上下する。今回掲載した

パソコンの実勢価格や直販価格は、

いずれも2018年 8月 下旬時点のもの

で、変動している可能性は高い。一

般に、価格は発売時から徐々に下が

るが、在庫が少なくなる商戦末期に

なるとかえって値上がりするケース

もある。

実際の購入価格が変動する理由は

それだけではない。直販モデルは配

送料がかかる。今回取り上げた4製

品のうち、マウスコンピューターを

除く3製品が直販向けモデルで、本

体価格に3000円 の配送料が上乗せ

される。一方、マイクロソフトは送

料無料だ。

もう一つ、価格が大きく変動する

要因として直販メーカーが実施する

キャンペーンや値引きクーポンの提

供がある。特に外資系の直販メーカ

ーは、こうした値下げ行為をかなり

頻繁に実施している。例えば、今回

取り上げたデルの「Inspiron 14 7000

プレミアムモデル」の場合、標準価

格は9万 9980円だが、実際はキャン

ペーンにより9万円を超えることは

ほぼない。また、決済時に値引きク

ーポンが適用されることもある。値

下げ幅は時期により異なり、週末や

年度末などは値引き額が大きくなる

傾向が強い。

こうした大幅な値引きを狙って販

売タイミングをうかがうのも購入テ

クニックの一つではある。ただ、在

庫状況には注意したい。ここ数年は、

各メーカーとも余剰在庫による価格

低下を避けるために、在庫の適正化

を進めている。人気のあるモデルだ

と、通常よりも早く販売終了になる

ケースが目立つ。あまり買うタイミ

ングを引き延ばすと、日当てのモデ

ルを買い逃してしまう恐れがある。

欲しいときが買い時と捉え、素早く

決断することも時には重要だ。

デルや日本 HPなど主要なパソコンメーカー直販サイ トでは、配送料がかかる。料金 大半の直販サイトでは標準価格から一定額
は3000円前後が相場だ                             を割り引くキャンペーンを実施している

セット

構成 価格

V74300

Y3000

小計

:肖 豊税

税込合計金額
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■,11=
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個人が法人モデルを選ぶのはNG?
直販メーカーの多くは、法人向け

のモデルも展開している。表向きは

企業などが対象だが、個人事業主と

して個人で購入することも可能だ。

仕様面は、法人向けモデルと個人

向けモデルに明確な差はない。最も

大きな違いは保守の部分だ。個人向

けのモデルだと保証期間は1年間が

通常だが、何年も使われ続ける傾向

にある法人向けモデルでは、個人向

けよりも内容が充実した延長サポー

トを用意している場合が多い。

また、個人向けパソコンには必ず

リサイクルマークがあり、価格にリ

サイクル費用が含まれているが、法

人向けパソコンの場合、費用を処分

時に負担することになっているため、

リサイクルマークが付いていないも

のが大半だ。その分だけ、パソコン

の価格は安くなる。

大手のパソコンメーカーは直販サイ トで

法人向けモデルも手掛けていることが多

い。通常は個人でも購入可能だ

44   日経パソコン 2018.9.24
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用語解説

リサイクルマ…ク▼
2003年 10月 から実施|さ れたPCリサイ

クルの仕組みに基づき、個人向けパソ

コンに貼られるマーク。価格にリサイク

ル費用が含まれていることを示す。

製品保証期間

購入日から1年

電話やオンラインによる
無料の技術サポート期限

1年

バーツ保証

1年

|

メーカーが付ける製品保証期間は

通常1年間。その期間であれば、無

料の修理サービスや技術サポートを

受けられる。一部のメーカーは、故

障した部分の交換部品を送付する

「パーツ保証」も提供している。

大抵は、何事もなく使い続けられ

るものだが、故障するリスクは常に

ある。ここ数年でパソコンの価格は

安くなったとはいえ、数万円も出費

したのだから長く使い続けたいと考

えるのは当然だ。

多くの直販メーカーでは、標準保

証が切れた後でも無料の修理サービ

スが受けられる延長保証サービスも

提供し、購入時にオプションとして

選べるようになっている。加入費用

は、1万円から2万円前後が相場だ。

延長保証サービスの適用期間は、標

準保証が終了して1年から2年 とし

ているメーカーが多い。日本HPや

デルの場合、ユーザー宅に専門員が

訪れる出張サービスが利用可能。マ

イクロソフトは落下や水濡れといっ

た自然故障以外の修理にも対応する

など、保証内容はメーカーやサービ

スごとに異なる。

店頭で購入するモデルの場合は、

販売店独自の延長保証サービスを利

用する手もある。サービスの加入は、

購入金額の5%を店舗のポイントか

現金で支払うケースが大半だ。

いずれのサービスも保証限度額が

設けられている。通常は、修理費用

が購入金額を超えた部分の金額は自

己負担となる。また、店舗の延長保

証サービスは、年数を重ねるごとに

保証限度額が下がるものが多い。

■対象はプリインストールされているソフトウエア

通常、どの製品でも購入か ら 1年間の標準保証が付 く。メーカーことに差が生 じやす

いのは、故障箇所の部品を無料提供する「パーツ保証」や技術サポートの部分だ

■ l Pavi1lon 1 5 cu‐ 0000の場合 ■2 1nsplron 1 4 7000プ レミアムの場合 来3 Surface Goの場合
来4修理費用が購入金額に達すると終了 ■5免責額は1回につき5400円

メーカーでは標準保証の期間を延長する延長保証サービスも用意する。上の表は2年
延長サービスのもの。各社で保証適用範囲や料金が異なる

店頭モデルの場合、店舗が提供する長期保証サービスを利用するのが一般的だ。購入

金額の5%をポイントで支払うケースが多い

製品保証期間   ‡

購入日から1年  ‡

パーツ保証

1年

:|.■ .=■ 1'||||

購入日から1年

||・―‐1 _■ ■1■■■1■

■  ‐‐・■ 1■ i●■

90日・

「
.:´´~●

:″二三

なし

延長サポートの
サービス名称

HP Care Packハード

ウェアオンサイト翌日対
応 3年 ノートブックF用

2万 1600円 1́

技術サポート延長期間

2年

出張修理サービス

あり

自然故障以外の保護

なし

無料修理対応回数

制限なし・ 4

2年

料金

保証延長期間

延長サポートの
サービス名称

自然故障以外の保証

なし

無料修理対応回数

制限なし■4

保証延長期間

デル

延多サ考え―卜の
クー籍ス名″F

Microsoft Complete
for Surface

′|■

1万800円 13

■_1.|:|「 |‐
‐・・

1年

,■■|:・  |・ ■_・■■■

約2年

|―・ ■ :・  :11:   ・ .

なし

髪″を考″′
=多

|:=

落下、水濡れ

″′,4′:1鷲 ::,多多

2回まで■5

家電保 ゴールドポイントワランティサービス亀称

延長保証期間

ビツク長期保証

3年 4年

購入金額の5%分のポイント(ヤマダ電機は現金払い可)

修理費用が購入金額の 2年 目まで修理費 1年目は購入金額の80%、
80%を上回る場合は代替 用の全額、3年 目 2年 目は70%、 3年 目は60
品を提供して保証終了 は50% %、 4年目は50%
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1年

2年
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隋表示が大きくて見やすいHP、 すつきり見えるデル

1920× 1

■重さ:1

今回、取り上げた製品の中で、ス

タンダードノートは、日本HPの 15.6

型モデル「PaviliOn 15-cu0000」 とデ

ルの14型モデル「Inspiron 14 7000

プレミアム」の2製品になる。同じ

スタンダードノートでも、15.6型 モ

デルと14型 モデルでは特徴や利点

が異なる。

まずは作業効率に直結する画面表

示から見ていこう。どちらもIPS方

式の液品を搭載しており、視野角に

よる色の変化は小さい。文字が大き

く見えるのはやはり15.6型のIPだ。

一方、デルは狭額縁液晶による錯覚

か、実際の画面サイズよりも大きく

感じる。ただ、狭額縁の特性なのか、

若干ではあるが画面周辺に暗さを覚

える。この部分は個人の感覚で評価

が分かれそうだ。

デザイン性や質感の高さは、お手

ごろプレミアムノートの特徴といえ

る。特にデルは表面にアルミニウム

同一のWebページを表示させて表示の実サイズを比べた。同じスタンダー ドノー ト
とはいえ、やはり 15.6型のHPの方が 14型のデルよりも表示サイズが若干大きい。
ただ、デルは狭額縁液晶を採用しており、単体で見ると画面サイズが実際よりも大き
く感じる

鍮質感の高さはデルに軍配

デルは天板表面にアルミ素材、天板内部にマグネシウム合金を採用しており、質感が

高くしつかりした作り。HPもデザイン性は高いが、堅牢性の部分で価格の差が多少

表れているように感じた

46   日経パソコン 2018.9.24
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●HPはテンキーを備える

HPは 15.6型液晶を搭載しているため、テンキーを装備するなどキーボー ドレイアウトはデスクトップのものと近い。好みが分
かれそうなのが、デルの [BaCkSpaCe]キ ーと[¥]キーのサイズが変則的な点と、HPの [Ctrl]キーや [Alt]キ ーといった修飾キー
の幅がやや短い点だ

・多
義

一　
考
』

合金、内部にマグネシウム合金の素

材をそれぞれ利用しており、本体に

剛性感がある。それでいて本体の重

さは1.649kgに 抑えている。HPは、

本体のエッジ部分に傾斜を取り入れ

るなどスマートな印象があるが、天

板の素材が樹脂という点でほんの少

しだけ高級感を損ねている。

入力速度を左右するキーボードは、

15.6型 のIPの方がレイアウトに余

裕がある。ただし、[Ctrl]や [Alt]

といった修飾キーの幅が全体的に狭

い。デルの方も[Backspace]と [¥]

のキーが狭い間隔で隣接している。

ここも好みが分かれる部分だろう。

インタフェースの種類や数はほぼ

同等だ。あえて挙げると、Type_C

端子を備えるHP、 USB端子が左右

にあるデル、という部分がそれぞれ

の評価のポイントになる。

15.6型 のHPは、そのサイズを生

かした表示の見やすさやキー入力の

しやすさで分がある。一方、デルは

狭額縁液晶や本体の質感といったデ

ザイン性が優れる。なお、どちらも

上位モデルがあり、価格も10万 円

から11万 円前後とCore i7搭載の高

性能モデルとしては割安だ。検討対

象の一つに加えてもよいだろう。

●HPはType― C、 デルはUSBを左右に搭載

一般的な 15.6型スタンダー ドノー トと同様、インタフェースは豊富だ。なお、
Type‐ Clま USB PDに 非丈i応

餞

壌

左側面に本体の電源をオフにしたままスマー トフォンなどを充電できる∪SB端子を
1つ備えている。USB端子を左右に備えているのもポイントだ

蟷10万円を出せば上位モデルも狙える

1圏CPUiCore i7-8550U(1.8GHz) |■ ICPUiCore i7-8550U(1.8GHz)
饉メモリー:8GB             ■メモリー:8GB
難ストレージ:128GB SSD+lTB HDD ■ストレージ:128GB SSD+lTB HDD
ログラフイツクス:AMD Radeon 530  1ロ グラフィックス:GeForce MX150
国10SiWindows 10 Home(64ビット) ■OSiVVindows 10 Home(64ビット)

目価格 :直販価格 10万 1000円      ■価格 :直販価格11万4980円

10万円前後の予算があればCore i7を搭載する上位モデルが入手可能になる。仕様
は八イエンドモデルに匹敵する

inspiron 14 7000の 上位モデル
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匁テイスアタイ 10型液晶(1800× 1200ドット)

劣年■´
'Pentium Go:d4415Y(1 6GHz)夕

・■三:‐ 4GB
屹 :二■,/― ●:64GB(eMMC)■ |11l Windows 10 Home(Sモード)

瞼多
=522g(キ

ーボードは除く)

紆電子書籍が読みやすい3対2比率の液晶を採用

液晶の解像度は 1800× 1200ド ットで横と縦の比率が3対 2。 小説や単行本の比

率と近く、電子書籍を表示させても違和感が小さい。本体の重さは522g、 幅は

175mmと片手で持つにはぎりぎりのサイズ感だ

薇専用キ…ボードは別売

保護カバーと一体化した専用キーボー ド

は別売 (価格 1万 1800円 )。 本体の背面

|よ 一部がせり出すようになつていてスタ

ンドになる

「Surねce Go」 は、10型液晶を搭

載した2inlノ ート。従来のモデルは

12.5型以上の液晶を搭載していたが、

Surhce Goは よリコンパクトになっ

て価格を下げたモデルだ。

どうしても廉価版という印象を抱

きやすいが、全体的な作りは堅くし

っかりしておリチープ感はない。液

晶も1800× 1200ド ットと高解像度

だ。それでいて本体は522gに抑え

られ、タブレット単体としても現実

的なサイズにまとまっている。

標準で0五ceソ フトが入っている

ので、外出先でも自宅や職場の作業

を続けられるのは魅力だ。液晶デイ

スプレイの横と縦の比率が3:2と い

う点もポイント。一般的な書籍の比

率と同じなので、電子書籍の表示サ

イズとほぼマッチする。

キーボードも装着が簡単で、小型

ながら入力しやすい。ただし、キー

ボードは別売だ。本体と同時に購入

すると金額は8万円近くになる。キ

ーボードは保護カバーの代わりにも

なるので必須といえるが、割安感が

薄まってしまうのは否めない。

一般的なノートパソコンとして捉

えると実用度はやや乏しい。液晶の

表示が細かいのでWindowsで 表示

倍率を上げないと、長時間の作業は

目の疲労が激しくなる。加えて、タ

ブレットとしても片手で持つにはぎ

りぎりのサイズだ。作業が長時間に

及ぶと重さで支えきれなくなる。あ

る程度の割り切りが必要だ。

なお、8GBのメモリーと128GBの

SSDを搭載した上位モデル (直販価

格8万 4800円 )も ある。
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「MB13ESV」 は、店頭売りのモバ

イルノート。13.3型の液品を搭載し、

重さ1.3kgと 携帯性を重視したモデ

ルとなっている。

同社の従来モデルと大きく異なる

のが本体の質感だ。本体全面にアル

ミ素材を使い、大手メーカーの上位

モデルの風貌さえ漂う。それでいて

実勢価格は4万円前後と安い。

機能類も豊富だ。USB PDに対応

するType‐C端子とACア ダプター

が付属する。本体にはType‐C端子

が 1つ しかないが、付属のType‐C
ハブでHDMIと USB 3.0を 増設でき

る。さらに、タッチパッドには指紋

センサーを備え、Windows Helloに

よる生体認証が利用可能だ。上位に

は、サブスクリプション版の「Omce
Home and Business Premium」 が

付属するモデル (実勢価格は約6万

5000円 )も ある。

一方で、コスト面の影響を感じる

のが仕様面。CPUは Atomベ ースの

Celeron N3350、 ストレーージは64GB

のeMMCと 力不足は否めない。セ

カンドマシンとしての運用が最適だ。

スプレイ:13.3型液晶(1920× 1080ドット)

■CP∪ iCeleron N3350(1.lGHz)■メモリー:4GB
■ストレージ:64GB(eMMC)■ OSiVVindows 10 Home(64ビット)

■重さ:1.3kg

瘍低価格モデルながら多機能

Type‐ C端子を備え、付属の∪SB PD対 指紋認証センサー を装備。Windows
応ACアダプターで充電が可能      He‖ oの生体認証に対応する

塵
轟
田

まだまだある手ごろなプレミアムノート

13型サイズの本体に 14型液晶ディスプ 液晶が回転するコンバーチブルタイプの ペン入力に対応する 10.1型ノート。液晶
レイを搭載したモバイルノート。本体の厚 2in lノート。本体にアルミニウム合金を はフルHDの lPSタイプ。CPUは Atom
さ|よ 15.9mm、 重さは 1.27kg     `使い、重さは 1.31kg          x5¨ Z8550(1.44GHz)

國
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