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あ ら ま し

「FACT-V X200」は次世代の紙幣ユニットを搭載した，最先端のフル機能ATM
（Automated Teller Machine）である。FACT-V X200用に新たに開発した紙幣ユニットは，
従来のノウハウや技術を継承しつつ，更にATM運用のアウトソーシングなど，ATMの運
用環境の変化に対応すべく，三つの紙幣運用モードを選択できるようになっており，運

用性の向上や運用コストの削減を主眼として設計されている。また紙幣の搬送路に新し

いテクノロジーを採用し，従来よりも機能を強化することで，安定した紙幣運用を実現

した。加えて，FACT-V X200では，利用者・運用者双方の操作性を向上させることにより，
ATMの運用を効率的に行えるだけではなく，ATMを利用する全ての方へ心地良さと使い
やすさを提供している。また，国内トップクラスの低消費電力での動作や，環境負荷の

低減など，エコロジーにも積極的に取り組んでいる。

本稿では，この最先端ATMの新機能について紹介するとともに，機能を実現している
技術について述べる。

Abstract

FACT-V X200 is a state-of-the-art and full-featured automated teller machine (ATM) 
equipped with a next-generation bill recycling unit.  The bill recycling unit that has been 
newly developed for FACT-V X200 inherits Fujitsu Frontech’s conventional know-how 
and technology.  In addition, to respond to changes in the operational environment of 
ATMs such as outsourcing of ATM operations it offers a selection of three bill operating 
modes and has been designed with the focus on improving operability and reducing 
operational costs.  By adopting new technology for transferring bills, it has been given 
enhanced features compared with the conventional machines and can stably handle 
bills.  In addition, by improving the operability of FACT-V X200 for both the user and 
the operator, this product not only allows ATMs to be operated more efficiently but 
also ensures comfort and ease of use for all those who use ATMs.  Fujitsu Frontech is 
also actively engaged in ecological efforts such as developing products with some of the 
lowest power consumptions in Japan and reducing environmental impact.  This paper 
introduces the new features of this state-of-the-art ATM technology and describes the 
technology that has realized such features. 
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速しており，消費電力低減などの要求に適合した
ATMを提供することも重要となっている。
上記のような市場環境の変化に対応し，市場の
要求に応えるべく，富士通フロンテック（FTEC）
は2011年10月にフル機能のATMとして，次世代
紙幣ユニットを搭載した最先端ATM「FACT-V 
X200」を発表し，販売を開始した（図-1）。
本稿では，この最先端ATMの新機能を紹介す
るとともに，機能を実現している技術について述
べる。

運用性の向上

まず，ATMの運用性を向上させる機能に着眼し
て紹介する。
● 次世代紙幣ユニットの採用

ATMの主要機能の中核をなす紙幣ユニットを，
FACT-V X200用に新規開発した（図-2）。本ユニッ
トは，従来より継承してきたノウハウや技術を盛
り込んだ上で，更に品質や運用性の向上を図った
紙幣ユニットである。今回の主な取組みと新機能
の一部を説明する。
従来よりFTEC製のATMでは紙幣の装填・回収
を行うために，着脱ができる二つの紙幣装填回収
用カセット（以下，カセット）を用いている。こ
れら二つのカセットにATM装填用の紙幣を詰め
て，ATM内部の紙幣保管庫（以下，スタッカ）へ
移動させることで，ATMに装填する紙幣の枚数を
装置内でカウントし，確認した上で運用している。

運用性の向上

ま　え　が　き

日本国内の金融機関向け現金自動預払機（ATM：
Automated Teller Machine）は，必要不可欠な社
会インフラとして，金融機関の店舗だけではなく，
コンビニ・駅などの流通店舗や公共機関などにも
広く設置され一般に利用されている。一方で日本
経済の停滞，世界的な金融不況などを背景とした
厳しいビジネス環境が継続しており，低コストで
信頼性・運用性の高いATMが市場から求められて
いる。
日本国内のATMの設置環境は大きく二つに分類
される。一つは金融機関の本支店にATMコーナー
などを構えて設置するケースである。このケース
では，通帳ユニット・硬貨ユニットを加えたフル
機能のATMとなり，ATM後面に運用のためのバッ
クヤードスペースがあり，ATM後面からメンテナ
ンスされることが多い。もう一つはコンビニやスー
パーなどの一角や公共交通機関の券売機脇や改札
横などに設置されるケースである。このケースの
場合，ATMにあまり大きくスペースを割けないた
め，ATMの大きさも比較的小さく，ATM前面から
保守する形になる。また通帳ユニット・硬貨ユニッ
トを省略した比較的簡易な装置で構成されること
が多い。
また，ATMの運用はATMの状態監視・コール
センター・現金装填・警備など多岐にわたるが，
前者の金融機関の本支店設置のケースでは，各金
融機関で個別に運用することが多く，後者のコン
ビニなどへの設置のケースでは，運用の全てもし
くは一部をアウトソーシングで運用委託して行う
場合が多い。しかし，最近は運用コスト削減や組
織のスリム化を目的として，前者のケースでも一
部アウトソーシングで運用する場合も増えてきて
いる。
更にATMの利用者はもちろんのこと，運用者も
多様化してきているため，どの利用者・運用者に
とっても使いやすく扱いやすい装置を提供し，ト
ラブルをできるだけ避けることで，金融機関の価
値向上やイメージ向上はもとより，結果的に運用
コストの低減につながると考えている。
加えて環境への負荷低減に関しては，2011年
の東日本大震災をきっかけに，更に市場要求が加

ま　え　が　き

図-1　FACT-V X200
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の装填・回収作業を非常に短い時間で終わらせる
ことができるアウトソーシングに適した運用方式
となっている。
従来は，一つの運用にしか対応できない紙幣ユ
ニットであったが，本ユニットでは，金融機関の
ニーズに合わせた運用が選択でき，運用の幅を広
げるのと同時に，設置環境や運用形態に合った運
用方式を選択することで，ATM運用の効率化やコ
スト低減にも寄与することができる。
加えて，本ユニットは新機能として「クイック
精査」という精査機能を保持している。運用上，
ATM内の紙幣枚数をカウントし精査するケースで
は，従来は全ての紙幣をカウントし直していたた
め，非常に時間がかかっていた。今回のクイック
精査では，紙幣状態が不確定になっているスタッ
カやカセットのみ，カウントをし直して，確定し
ているスタッカやカセットはカウントしないため，
精査にかかる時間を大幅に短縮することができる。
更に紙幣を移動させる際の，搬送路の短縮化や
搬送用のベルトに新しいテクノロジーを採用する
など，搬送力の強化にも取り組み，更に安定した
品質で紙幣運用を行うことが可能になっている。
● 高信頼性設計による運用性の向上

ATM内のシステムデータや取引ログデータな
どの保管にはハードディスクを利用している。従
来の機種はデータを保全するために，物理的な
ハードディスクを2台搭載し，RAID（Redundant 
Arrays of Inexpensive Disks）構成で運用を行っ
ていた。しかし，この方式ではどちらかのハード
ディスクが故障した場合，運用を停止しなければ
ならなかった。
今回のFACT-V X200では，従来のハードディス
ク2台に加えて，更にもう1台，稼働状態のスペア
ディスクを内蔵している。これによりハードディ
スクの1台に故障が発生した場合にも，もう1台の
スペアディスクにすぐ自動でRAID構成を復元さ
せ，装置を止めることなく運用を継続することが
可能になっている。稼働継続という観点で有用な
機能となる。
上記以外にも新しい通帳ユニットを採用するな
ど，様々な箇所へ高信頼性設計を取り入れること
により，稼働時間を伸ばすことや金融機関係員の
手間をかけないように運用性を向上させることで，

またカセットを有効に活用するため，カセット内
の紙幣枚数をカウントする機能も保持している。
ATM内紙幣の回収は上記の逆で，スタッカから二
つのカセットへ紙幣を戻すことにより，実施して
いる。カセットへの紙幣の装填およびカセットか
らの紙幣の回収は，金融機関の係員がバックヤー
ドスペースで行っているケースが多い。上記のよ
うに二つのカセットを用いて紙幣を運用する方式
（以下，2カセット運用方式）は，一度にATMに装填・
回収できる紙幣枚数を増加させ，装置の稼働を止
めずに紙幣装填を行うことができ，係員の負担を
軽減させる，FTEC独自の技術である。
今回の新紙幣ユニットでは，上記の2カセット運
用方式はもちろんのこと，更に以下の2種類の運用
ができるように開発を行った。
（1） 1カセット運用方式
一つのカセットのみで紙幣を装填・回収するも
ので，従来の「2カセット運用方式」とは異なり，
装填の際に装置を休止させる必要があるが，新紙
幣ユニットにおいては，紙幣の装填・回収の速度
を高速化することができる。
（2） カセット交換運用方式

ATM内部のスタッカも全てカセットのように着
脱することができ，カセット・スタッカ合わせて
合計で最大6個のカセットとして運用ができるよう
にするものである。
一般的に前述したようなコンビニやスーパーの
一角などに設置される小型のATMは，ATMで紙
幣をカウントするのではなく，あらかじめ現金セ
ンターで数えた紙幣をカセット内に封入しておき，
それをATMに装填し，すぐに運用を開始する。装
置内で紙幣をカウントする必要がないため，紙幣

図-2　次世代紙幣ユニット
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格段に向上している。目の不自由な方への音声案
内取引も標準装備しており，今回その操作を行う
ハンドセットも，よりホールド感を増す形にデザ
インを見直した。また音量調整のボタンを携帯電
話やスマートフォンの操作性に合わせるなどし，
音声取引に不慣れな方でもできるだけスムーズな
操作を行えるように配慮している（図-3）。
加えてFACT-V X200では，日本国内のATMとし
て初めて，NPO法人カラーユニバーサルデザイン
機構によるカラーユニバーサルデザインの認証を
取得した。カラーユニバーサルデザインとは，遺
伝子のタイプの違いや様々な目の疾患によって色
の見え方が一般の人と異なる色弱者に配慮して，
なるべく全ての人に情報がきちんと伝わるように
利用者側の視点に立って作られたデザインである。（1）

カラーユニバーサルデザインの認証を受けた富士
通の標準推奨仕様のハードウェアおよびソフト
ウェアを活用することで，誰にでも見やすく情報
が伝わりやすい操作性を実現できる。
（2） タッチパネル入力性向上

ATMのタッチパネルは，赤外線方式を採用して
いる。赤外線方式とは，操作画面上に赤外線を格
子状に張り巡らせ，画面を触れることにより，そ
の赤外線を遮断することで，触れた場所を座標で
検知する仕組みである。この方式の場合，画面上
の1点を触れてしまうと，ほかに触れても検知でき

運用コストの低減を図っている。

操作性の向上

次に操作性を向上させるための，いくつかの開
発内容を紹介する。これらの機能開発に際しては，
ISO13407に代表される，人間中心設計を適用して
開発を行い，全ての機能において各種のユーザビ
リティ評価を実施している。開発時からより使い
やすいデザインや機能を常にフィードバックしな
がら開発を進めている。
● 利用者操作性の向上
利用者の操作性向上につながる，主な機能の一
部を紹介する。
（1） ユニバーサルデザイン

1999年に発売を開始したFACT-Vから，市場に
先駆けてFTECはユニバーサルデザインに取り組ん
でいる。今回のFACT-V X200では，更にユニバー
サルデザインを進化させるべく，装置のデザイン
を全面的に見直し，アプローチを行っている。従
来の装置は，足元が凹形状になり，装置前面がゆ
るくカーブを描いている「ラウンドボディ」を採
用していたが，今回は操作姿勢に合わせ，足元の
スペースを更に拡大させる「ウェーブフォルム」
へと進化を遂げている。このデザイン変更により，
操作面の傾斜による視認性の向上やテーブル先端
のグリップ形状など，特に車いすの方の操作性が

操作性の向上

足元が凹形状の
「ラウンドボディ」

画面は手前に6度傾け
車いすなど低い位置
からの視認性向上

テーブル先端は
グリップ形状に
（車いすの引き寄せや
足腰が不自由な方が
手を添えて操作可能）

足元スペースを
大幅に拡大

入出金部は斜めの面で
見やすく，大きく開口

ハンドセットをより
使いやすい形状に

FACT-V model20 FACT-V X200

操作姿勢に合わせた
ウェーブフォルム採用

図-3　ユニバーサルデザイン
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せるため，操作ラベル・係員運用画面・トラブル
対処方法ガイダンスを刷新した。

ATMの内部は，カード・レシートを処理するユ
ニット，紙幣を処理するユニット，硬貨を処理す
るユニット，通帳を処理するユニットなど，メカ
ニカルな機構ユニットが多数を占めている。これ
らのユニットで紙幣詰まりやカード詰まりなど，
媒体によるトラブルが発生したときなどには，係
員による対処が必要となる。今までは主に金融機
関の係員に処理をお願いしていたが，前述のよう
に最近ではアウトソーシングにより，様々な方が
係員処理を行う場合がある。
初めて装置に触る方でも上記の対処が行えるよ
うにするため，ユニットの触れる部分には緑色の
操作ラベルで明示し，操作方向をできるだけ分か
りやすく表記するようにした。またこの操作ラベ
ルには，全て固有のアドレスが付記されており，
係員運用画面上でトラブルの対処方法を実際の写
真と，操作ラベルのアドレス表記を比較しなが
ら操作することが可能になっている（図-4）。ユ
ニット内部のセンサ状態も詳細が通知できるよう
になっており，的確な操作位置に係員を誘導する
ことで，スムーズなトラブル対処を行うことがで
きる。

エコロジー ATM

FACT-V X200は常にエコモードで稼働してお

エコロジー ATM

ないという欠点があった。これは特に，冬場の操
作時にコートの袖など衣服の一部が画面に触れて
しまうと操作できなかったり，画面横に置いた鞄
が画面に触れてしまったりすると操作できないと
いうケースにつながっており，利用者として意識
しないところでタッチパネルの入力ができない状
況が起こり得た。
今回のFACT-V X200では，タッチパネルの
ファームウェアを新たに開発し，複数点の入力を
サポートすることにより，これらの問題を解決し
た。一般的なスマートフォンなどで用いられてい
る静電容量式のタッチパネルでのマルチタッチ技
術とは全く異なるテクノロジーで実現しており，
アプリケーション上でタッチパネルの入力状態を
意識する必要がなく，既存のアプリケーションで
そのまま利用可能な技術である。
この技術により，利用者が意識せずにストレス
なく画面を操作することが可能になり，入力でき
ないといったトラブルも減少するものと考えて
いる。
上記以外にも，柔らかな光と音で利用者の次の
操作を誘導する機能や，利用者がATM前にいるこ
とを常に検知し，万が一カードや紙幣を装置に残
したまま立ち去ろうとしたときには，即座に注意
喚起音を鳴らして，利用者の注意を促す機能など
を標準装備しており，利用者に安心して利用でき
る環境を提供している。
● 係員操作性の向上
係員の操作性を改善しユニット操作性を向上さ

※左のレバーを倒しながらJ-1

図-4　トラブル対処方法表記（左）と操作ラベル アドレス表記（右）
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上回る消費電力の低減を行うことができた。
再生プラスチックや植物性樹脂の一部利用，製
品リサイクル率の向上など，富士通のスーパーグ
リーン製品としての認定も受けている。（2）

む　　す　　び

本稿では，FTECの最先端ATM「FACT-V X200」
で提供した新しい機能について紹介し，機能を実
現している技術についての概略を述べた。本稿で
はごく一部のみ紹介したが，本ATMの最新機能の
一端に触れていただければ幸いに思う。
今回搭載した新機能における顧客・市場からの
要望や意見を受け，更により良いものに進化させ
ていきたい。またリモート保守の機能拡張など，
今後の開発で取り組んでいきたいと考えている。
誰にでも使いやすい，低コストで信頼性・運用
性の高いATMを提供すべく，今後も国内ATM市場
を常に牽引するトップランナーとして，ATMの開
発を継続していく。

参 考 文 献

（1） NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構.
 http://www.cudo.jp/
（2） 富士通：環境ソリューションGreen Policy Solutions
（グリーンポリシーソリューションズ）．

 http://jp.fujitsu.com/solutions/eco/

む　　す　　び

り，消費電力を従来機（注1）比約40％削減し，業界トッ
プクラスの低消費電力を実現している。更に一定
時間お客様の操作がない場合，スーパーエコモー
ドへ移行し，自動的にユニット電源を切断するこ
とで，待機時の消費電力を従来機（注1）比約80％削減
し，約65 Wという日本国内ATMとしては，最小の
消費電力（注2）を実現している（図-5）。

ATMの構成は，制御部・メカユニット・ファー
ムウェア・ミドルウェア・アプリケーションなど
非常に多岐にわたっているが，消費電力の低減に
向けた開発に際しては，開発当初より数値目標を
明確化し，コンポーネントレベルで消費電力低減
に向け徹底した取組みを実施することで，目標を

（注1） FTEC装置FACT-VおよびFACT-V model10。
（注2） 2012年12月現在，FTEC調べ。

図-5　利用者待機時消費電力比較グラフ
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廣瀬慎吾（ひろせ　しんご）

富士通フロンテック（株）
金融システム事業本部金融システム事
業部 所属
現在，国内ATMの開発に従事。

山本英彦（やまもと　ひでひこ）

富士通フロンテック（株）
金融システム事業本部金融システム事
業部 所属
現在，国内ATMの設計・開発に従事。

向川　聡（むこうがわ　さとし）

富士通フロンテック（株）
金融システム事業本部金融システム事
業部 所属
現在，国内ATMの商品企画・開発に
従事。
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