
過酷な現場でも安心して使用できる
完全国内生産の業務専用デバイス 
「EMPATHY EMシリーズ」

このような業務専用デバイスの最新モデル
が、株式会社エンパシ（以下、エンパシ）の 

「EMPATHY EMシリーズ」です。エンパシ
は、もともとカード決済やPOSシステムな
どのSaaSサービスを手がける企業としてス
タートしましたが、同社のアプリケーション
が年々強化されていく中で、そのメリットを
最大限に引き出せるデバイスを見つけられず
にいました。そこで同社は、海外のベンダー
と協業しながら業務専用デバイスの開発に
着手しましたが、海外で設計・製造された
ハードウェアでは、同社の品質要件を満た
せないばかりか、日本独自のクレジット機能
にも対応しづらいことが分かりました。

ソリューション紹介
インテル® Atom™ プロセッサー・ファミリー
インテル® Atom™ プロセッサー搭載のWindows* 8.1タブレット・ソリューション

最高水準の安全性・堅牢性を備えた
オールインワン・マルチ決済デバイス
「EMPATHY EMシリーズ」

現場のニーズにきちんと応えられる業務専用デバイスの必要性

近年では、カード決済、POS、予約などを支援する、リテール業やサービス業向けのソリュー
ションが充実しつつあります。また、店内のレジやバックオフィスに据え置く端末だけでなく、
スタッフが店内のどこにいても自由に操作できるモバイル端末を組み合わせたソリューションも
登場しています。これにより、単なる情報アクセスや在庫管理などのバックオフィス業務にとど
まらず、接客のスタイルさえも変革できるようになりました。

通常、このようなモバイル活用ソリューションで扱われる端末には、コンシューマー向けのデバ
イス製品をそのまま流用するケースが一般的です。しかし、これらのデバイス製品では、現場
のニーズをきちんと満たせないのが大きな課題となっています。例えば、モバイル端末でカー
ド決済を行うにはカードの読み取り機とカード情報を安全に扱える高度なセキュリティーが
要求されますが、既存のデバイス製品でこのようなカード決済機能を実装することは技術的
に困難です。また、多くのデバイス製品は、過酷な現場でも使用できる堅牢性、防塵・防滴性、
抗菌性を備えていません。今後、リテール業やサービス業向けの先進的なソリューションをさ
らに普及させていく上でも、現場のニーズを確実に満たせる業務専用デバイスの導入が重要
なカギを握ります。
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プロセッサー E3800製品ファミリーは、PC

やサーバーの世界で豊富な実績を持つイン
テル® アーキテクチャーを継承しながら、さ
らなる小型化と省電力を達成したマイクロプ
ロセッサーです。消費電力や発熱がきわめて
少なく、マイクロプロセッサーの冷却機構とし
てファンレス設計をサポートしています。

こうしたインテル® Atom™ プロセッサーなら
ではの強みを活かし、エンパシが開発したリ
テール業やサービス業向けのさまざまなア
プリケーションが快適に動作する処理性能
を確保しながら、現場のユーザーがより手軽
に扱える小型・軽量の設計、フル充電で終日
の営業に耐える8時間以上のバッテリー駆動 

（交換可能なバッテリーパックを採用）を実
現しています。現在は、EMPATHY EM08で
480グラムの軽量を達成していますが、次期
モデルは筐体設計の改良を通じてさらなる
軽量化を目指します。また、インテル® Atom™  

プロセッサー E3800製品ファミリーは、さま
ざまなI/O機能を備えたシステム・オン・チッ
プ（SoC）構成がとられています。カメラ用
画像・映像処理回路も内蔵され、EMPATHY 

EMシリーズに搭載されているフロントカメラ
とリアカメラを同時に制御できます。

マネー、NFCなど、一般的なカード決済に
対応します。また、本体には無線L AN機能 

（IEEE802.11b/g/a/n/ac規格に対応）が標準
で搭載されているほか、オプションで携帯
電話網にも接続可能です。これらの無線通
信機能を利用することで、いつでもどこでも
バックエンドの管理サーバーや決済サーバー
などとのデータ通信が可能です。

このように、EMPATHY EMシリーズではク
レジットカード情報や顧客の個人情報が直
接扱われることから、セキュリティーも大幅
に強化されています。EMPATHY EMシリー
ズは、国際カードブランド5社が共同策定し
た「PCI PTS」や主要クレジット会社が定め
る「EMV」などの認証を取得して安全性を
最大限に高めているほか、デバイスの紛失
や盗難の際には第三者が内部にアクセスを
試みるとデータが自動的に消滅する仕組み
も備えています。さらに、デバイス本体を完
全に無効化するオプションとして、内部の回
路を物理的に破壊する機能も搭載されてい
ます。この機能を利用すると、デバイス本体
の電源さえ入らなくなり、デバイス自身が二
度と利用できない状態となります。

デバイスの心臓部として最新の
インテル® Atom™ プロセッサーを搭載

EMPATHY EMシリーズは、インテル® アーキ
テクチャーに基づくハードウェア・プラット
フォームを採用し、その心臓部として組込み
機器向けのインテル® Atom™ プロセッサー 

E3800製品ファミリー（開発コード名：Bay 

Trail）を搭載しています。インテル® Atom™ 

こうした経緯から、EMPATHY EMシリー
ズは、日本国内の大手エレクトロニクス企業
による協力を得て、国内拠点での設計・生
産体制がとられています。また、日本のもの
づくりに由来する高品質・高信頼の設計とと
もに、過酷な現場でも安心して使用できる
優れた堅牢性も備えています。例えば、最高
1.2メートルからの落下にも耐える堅牢性、
磁気ストライプやIC、NFCのリーダー部分、
金属接点も含めて徹底的に保護されたIP65
準拠の防塵・防滴性、常に衛生的に扱える
優れた抗菌性を実現し、屋内外のあらゆる
シーンでEMPATHY EMシリーズをフルに 
活用できます。

デバイス本体に装備された
3種類のカード読み取り部が
あらゆるカード決済をサポート

EMPATHY EMシリーズは、大型で視認性の
高い10.1インチのタッチパネルを搭載した

「EMPATHY EM10」と、8インチのタッチパ
ネルを搭載した携帯性重視の「EMPATHY 
E M 0 8 」がラインナップされています。
EMPATHY EMシリーズには、磁気ストライ
プカード、接触 ICクレジットカード（EMV
方式）、非接触 ICカード（NFC）の読み取
り部が装備され、クレジットカードや電子

カード読み取り部

手にフィットするEM08 インテル® Atom™ プロセッサー E3800製品ファミリー

防塵防滴設計



器では、限定的・固定的なアプリケーション 
を実行するソフトウェア環境にあることか
ら、あらかじめ登録されたアプリケーション
のみを実行できるようにするホワイトリスト
方式の制御が有効に働きます。さらに、組込
み機器への不正なソフトウェア変更を防止し
たり、構築・配備後にも機器メーカーやサー
ビスチャネルがエンドユーザーの組込み機器
を制御できるようにするソフトウェア変更制
御も同時に提供されます。

店内のあらゆるカード決済を
EMPATHY EM 1台で完結可能

エンパシのカード決済システムは、日本国
内で使用されているクレジットカード、電子
マネーなど、あらゆるタイプのカード決済に
対応しています。また、各種カードによる決
済を安全に行えるように、さまざまなセキュ
リティー認証を取得済みです。例えば、PIN 

（暗証番号）やクレジットカード情報などの
機密情報を保護するための国際的なセキュ
リティー基準「PCI PTS（PIN Transaction 
Security）」、そしてICを搭載したクレジッ
トカードや銀行キャッシュカードなどに関
する信頼性とセキュリティーに対する規格 

「EMV」への準拠、さらには端末から決済
サーバーに送られるクレジットカード情報を
暗号化する「DUKPT（Derive Unique Key 
Per Transaction）」のサポートなどが挙げ
られます。

EMPATHY EMシリーズなら、同社の強力
なカード決済システムとの連携によって、
EMPATHY EMシリーズ1台でカード決済の
ための環境を完結できます。また、機動力に
あふれた軽量ボディーを大きな強みとして、
さまざまな業務シーンにおいてその能力が
いかんなく発揮されます。例えば、飲食店、
小売店舗、百貨店など、店内のどこにいても
カード決済を行えるほか、防塵・防滴設計
の強みを活かし、屋根のないテラスや臨時
で出店した屋外店舗（露店）、公園などでの
カード決済にも対応できます。エンパシは、
EMPATHY EMシリーズと同社のカード決済
システムを効果的に組み合わせることで、低
コストでさまざまな決済方式に対応したい中
小規模の小売・サービス業を中心に、さまざ
まな業態に対するソリューションを積極的に
展開していく計画です。

Windows*プラットフォームの採用
によってセキュリティーを大幅強化

EMPATHY EMシリーズは、オペレーティ
ング・システム（OS）として「Microsof t* 
Windows* Embedded 8.1 Industry」を採
用しています。Windows* Embedded 8.1 
Industryは、PCやデバイスの世界で定評の
あるWindows* 8.1をベースとしながら組
込み向けの機能を拡張し、小売り、製造、
医療などの業界で使用されるさまざまな
エッジデバイスに適したOSとなっています。
EMPATHY EMシリーズは、Windows* 8.1の
採用によって、既存アプリケーションとの優
れた互換性、豊富な周辺機器のサポート、
従来のWindows*クライアントと変わらな
い運用スタイルなど、他のOSを搭載した製
品にはない数多くの優位性を備えています。
また、EMPATHY EMシリーズにさまざまな
情報を提供するバックエンド・システムも、マ
イクロソフトのパブリッククラウド・サービ
ス「Microsoft* Azure*」上で運用されてい
ます。このように、バックエンド・システムと
EMPATHY EMシリーズの双方でWindows*
プラットフォームを採用することにより、
データ通信の際に相互の親和性を大きく高
めています。

エンパシは、もともと他のOSを搭載したデ
バイスも試作していましたが、端末にカード
決済機能を持たせた場合、その運用に不可
欠となる高水準のセキュリティーを十分に担
保できないという課題を抱えていました。 
このため、豊富なセキュリティー・ソリュー
ションを柔軟に組み合わせられるWindows*
プラットフォームをEMPATHY EMシリーズの
基本的なOS環境としています。EMPATHY 
E Mシリーズでは 、マルウェアや改ざん防
止対策ソリューションとしてマカフィーの 

「McAfee* Embedded Control」を採用し、
現時点で考えられる最高クラスのセキュリ
ティー環境を達成しています。

McAfee* Embedded Controlは、組込み 
機器に特化して設計された最新のエンド 
ポイント・セキュリティー・ソリューション 
です。McAfee* Embedded Controlでは、あ
らかじめホワイトリストに登録されたアプリ
ケーションのみを実行できるようにするアプ
リケーション制御が提供されます。組込み機

エンパシの最新ソリューションで
次世代型の店舗運営が可能に

エンパシは、創業当初から視覚的にインパク
トのあるデザインを備え、現場のスタッフが
直感的に操作できるユーザー・インターフェ
イスを備えたリテール/サービス業界向けア
プリケーションの開発を手がけてきました。
同社は、このようなアプリケーション開発の
経緯から、カード決済システムのほかにも、
POSシステム、電子マネーシステム、予約シス
テムなど、さまざまな業務システムをすでに
取り揃えています。業務専用デバイスとして
EMPATHY EMシリーズが登場した現在、こう
した同社の豊富なアプリケーションを組み合
わせた次世代型の店舗運営がついに現実の
ものになります。

POSシステム
POSシステムは、業務上欠かせない売上・
予約状況・来客数・売れ筋商品などの情報
を表示・活用できる画面（ダッシュボード）
を提供します。また、カード決済システムと
の連動による各種カード決済や外国人観
光客向けの他通貨決済をサポートしている
ほか、ドロアーやプリンターなどの機器を
Bluetooth*経由で接続することにより、新し
いキャッシュレジスターの姿を提案します。
さらに、オーダリング・システムやデジタルサ
イネージとの連動によって、店舗の収益や集
客にもつなげられる発展性を備えています。

Bluetooth*接続のプリンターと連携

POSシステムの画面
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能などを備えています。また、EMPATHY EM
シリーズに搭載されたフロント/リアカメラ
は、車載カメラやドライブレコーダーとして
利用されます。このように、タクシー車内に
EMPATHY EMシリーズを配備することで、車
内に設置されている料金メーターやカード決
済機器といった機器を含め、すべての機器類
をデバイス1台に集約できます。

タクシー・ソリューションの画面例

電子マネーシステム
電子マネーシステムは、店舗独自の電子マ
ネーを発行・管理・運用できるようにする機
能です。電子マネー、ポイント、ギフトなどの
基本機能に加え、顧客に高い利便性を提供
するプロモーション機能や紹介機能、為替機
能なども搭載しています。

予約システム
予約システムは、店舗のレイアウトやスタッ
フ情報を確認しながら、日時、商品、場所、
人の4点セットで24時間いつでも予約と受付
確認を行える環境を提供します。

EMPATHY EMシリーズを活用した
最新のタクシー・ソリューション

エンパシは、店舗以外での利用スタイルに
も力を入れ始めています。そのひとつが、タ
クシー業務に必要な機能を集約した独自の

「タクシー・ソリューション」です。同社のタク
シー・ソリューションは、EMPATHY EMシリー
ズとの組み合わせによって、自動車の走行距
離や車体の状況を取得する車両管理機能の
ほか、料金メーターとの連動機能、カー・ナ
ビゲーションや配車、降車時のカード決済機


