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あ ら ま し

富士通はこれまで40年にわたり，金融機関向けの自動機を開発し，市場に提供してきた。
日本における金融システムの自動化の歩みは，富士通の自動機技術の歩みそのものであ

る。日本国内の金融機関向け自動機，その中でもATM（Automated Teller Machine）や
CD（Cash Dispenser）において長年にわたり独自に継承してきた高い技術を持ち，業界を
牽引してきた。ATMに搭載される紙幣リサイクルユニット（BRU：Bill Recycle Unit）は
高度な紙幣搬送技術と鑑別技術が必要であり重要なメカモジュールである。このBRUに
は入金方式の違いにより，ポケットタイプとスロットタイプがあり，日本国内ではポケッ

トタイプが主流となっている。このポケットタイプBRUをグローバル対応として開発し
たものがG750である。グローバル市場の中で，中国を中心とするアジア地域では入金枚
数が多いことから，日本と同様にポケットタイプBRUの需要が高まっている。
本稿では，中国を中心としたポケットタイプBRUの市場に対応するために富士通フロ

ンテックが開発したG750について，市場環境に対する戦略や特徴，技術について述べる。

Abstract

For the past 40 years, Fujitsu has been developing automatic machines for financial 
institutions and launching them on the market.  The history of automation of financial 
systems in Japan is the very history of Fujitsu’s technology for automatic machines.  
Fujitsu has been leading the industry in the field of automatic machines for financial 
institutions in Japan, including automated teller machines (ATM) and cash dispensers 
(CD), with the advanced technology that it has uniquely inherited over many years.  
Bill recycling units (BRU) that are mounted in ATMs must have sophisticated bill 
transport technology and technology for distinguishing different bills, and these are 
important mechanisms.  There are pocket-type and slot-type BRUs and the method of 
putting money in them differs; in Japan, the pocket-type has become the mainstream.  
The G750 model of pocket-type BRU was developed for use around the globe.  In 
the global market, a large number of bills are loaded in BRUs in Asia, and China in 
particular, and so there is increasing demand for pocket-type BRUs like those used 
in Japan.  This paper describes the strategy, characteristics and technology of the 
market environment with regards to the G750 that was developed by Fujitsu Frontech 
to respond to the market for pocket-type BRUs, with the focus on China.
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G750を取り巻く市場環境

ポケットタイプBRUは，1983年に日本で誕生し
た紙幣処理装置であるが，その後，日本の紙幣と
同じサイズで流通していた韓国の紙幣処理にもそ
のまま流用できることから1990年代後半から韓国
でも広く普及し，発展してきた。
中国および東南アジアでは，急速な経済の発展
とともに紙幣の流通量が増え，それとともに自動
化が進み，ATMへのニーズが高まりを見せるよう
になった。導入直後は，出金機などの単機能機が
中心となっていたが，紙幣の効率化，人件費の抑
制に着目するようになり，BRUの導入が加速する
状況となっている。
中国は，現在BRUの普及が最も大きく，早く進
んでいるが，ATMの設置台数は2010年時点で日
本の1/6.5に過ぎず，今後も大きく台数を伸ばすと
みられる。中国は，ほかの国々・地域と比較して，
入金取引の枚数が多い傾向があり，多数枚の紙幣
を一括して入金するのに優れているポケットタイ
プの紙幣ユニットを搭載しているATMのニーズが
高い。
また，日系メーカで占めていた韓国の市場に

おいても，新券発行と円高，ウォン安を背景に，
2010年に遂に韓国企業が国産のBRU開発に成功し
た。これら韓国企業は，巨大な中国市場への展開
を図っており，今や強力なライバルメーカとなっ
ている。更には，中国企業も国産製品を完成させ
ており，2012年現在，富士通フロンテックを含め，
複数社がポケットタイプの高速処理BRUを展開す
る状況となった。

G750の開発

まず，G750の概略構成について説明する
（図-2）。
顧客とのインタフェースには，ポケットタイプ
の紙幣投入口を有し，紙幣を入出金させることが
できるリサイクルカセットを4個，リサイクルしな
い入金紙幣，偽券や折れなどの不良紙幣を収納す
るリジェクトカセットを1個具備している。

G750は，以下の特徴を有している。
紙幣投入口に投入する際，誤って紙幣と一緒に
硬貨などの異物を混入させることがある。G750で
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G750の開発

ま　え　が　き

富士通フロンテックは，高速・大容量の紙幣リ
サイクルユニット（BRU：Bill Recycle Unit）と
呼ばれるモジュールを開発・販売している。BRU
はATMにおける紙幣処理を行うユニットである。
富士通は，1983年に世界初となるBRUを開発し販
売した。出金専用機を開発するメーカや入金専用
機を製造するメーカは数多く存在するが，高速・
大容量のBRUを開発できる技術を保有するメーカ
は，全世界で数社に限られている。

BRUは当初日本の金融機関が採用し，進化を遂
げてきた。また，印刷技術の進歩に伴い進化し続
ける偽札に対抗するため，紙幣鑑別技術も追従し，
目覚ましい進化を遂げ，BRUの心臓部として位
置付けられている。この高度な鑑別を行う技術は
ATMメーカ各社の最高機密事項となっている。近
年，発展著しい新興国においては，氾濫する偽造
紙幣に対抗する鑑別技術へのニーズが高まり，高
度に成長した日本の紙幣処理技術が注目されてい
る。2010年に9万台であったBRUは，2015年には
31万台が稼働すると予想されており，今後更に大
きな成長が見込まれる。
このような状況の中，富士通フロンテックは，
海外市場に向けた戦略機種としてグローバル対応
ポケットタイプBRUであるG750（図-1）を開発
した。
本稿では，G750に関する技術について紹介する。

ま　え　が　き

図-1　G750の外観
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ムを抑制することができる。
G750には，日本国内向けBRUに標準的に採用し
ているパトロール機能を搭載している。本機能は，
他社の海外向けBRUには搭載されておらず，独自
機能となっている。このパトロール機能は，チェッ
クシートホルダにセットしたチェックシートを繰
り出し，全搬送路を搬送し，搬送路はクリア状態
であることを自動的に確認する機能である。セン
サを無数に配置しなくとも，搬送路上の媒体残留
を検出し，トラブルを未然に防止する有効な機能
である（図-6）。
また，G750はフロントアクセス，リアアクセス

は投入口の直下に機構部品がない構造であり，紙
幣を上方に移動した後に繰出し動作を行うことで，
障害を防止できる（図-3）。
リジェクトカセットは，二つの収納エリアを有
しており，リサイクル対象外入金紙幣，折れ，切
れなどの不良紙幣を収納する。更に顧客からのリ
クエストにより，一つの収納エリアを有するリジェ
クトボックスを増設可能な構造である（図-4）。計
三つの収納エリアを有することによって，欧州中
央銀行（ECB：European Central Bank）の規定
に対応することができる。
金庫への搭載方式は，上部ユニット，下部ユニッ
トを分離せず，一体として搭載する方式である
（図-5）。一体として搭載することによって，上部
ユニットと下部ユニットとの対向位置精度などを
金庫に求めずユニット内で完結するため，金庫へ
の実装が容易になるとともに，金庫の開発ボリュー

図-2　概略構成

図-3　異物排出構造

図-4　リジェクト構成
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図-3 異物排出構造
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図-4 リジェクト構成

図-5 金庫搭載状態
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図-5　金庫搭載状態
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い取組みを積極的に行い，機能・性能を向上させた。
富士通フロンテックは，このG750で拡大する中国
ATM市場へ参入して確固たるシェアを獲得し，更
にブラジルをはじめとする各国に対しても採用い
ただいている。
また，日本国内向けとして，コンビニなどの中
規模ATMのX100，銀行などで採用いただいてい
る大型フル機能ATMのX200を展開している。海
外向けであるG750は，日本国内向け（前出X100，
X200）のBRUと共通プラットフォームをコンセプ
トに開発している。G750のリリースによって，製
品ラインナップの拡充を行った。

今後の展望

既に，複数の新興国顧客に採用いただき，市場
への実投入が開始された。市場の動きは予想以上
に早く，各自動機メーカは他社との差別化を模索
しつつ，驚くべきスピードで新たなサービスの提
供に向け試行錯誤を行っている。その中で注目さ
れる課題は，人手を介さない紙幣装填と回収，厳
正な金額管理，紙幣記番号読取りを主とした偽札
への対応である。富士通フロンテックはこのいず
れの課題に対しても対応可能な技術を保有してお
り，市場ニーズを的確に捉え，スピード感をもって，
これら課題を高次元で解決できる製品を実現して
いかなくてはならない。今後は，顧客との協力関
係を維持しながら，G750の付加価値を高める周辺
機器やサービスの提供について積極提案型サポー
トを行っていきたい。

む　　す　　び

本稿では，グローバル対応ポケットタイプ紙幣
リサイクルユニット：G750について述べた。
単独での市場情報収集や仕様決定を行うことは，
市場のニーズを見誤るリスクがある。グローバル
製品メーカとして，現地顧客との戦略的な友好関
係を維持・拡大しながら，富士通フロンテックの
保有する紙幣処理技術を最大限に生かした製品づ
くりを行っていく。また，長年にわたり蓄積した
技術資産のみならず，技術革新をもって長期にわ
たる優位性を確保したい。そのための開発に躊

ちゅうちょ

躇
せず継続して取り組んでいきたい。

今後の展望

む　　す　　び

図-6　パトロール機能
図 -6 Patrol 機能

チェックシートホルダ

の双方に対して対応でき，金庫への搭載方法につ
いては，ほぼ同じ条件で対応可能な構造である。
使用する部品については専用部品がなく，共通部
品となっている。そのため，コスト抑制を図るこ
とができた。
更に，海外で重要な案件となっている偽札対策
のために，高機能の鑑別ユニット（BV）を搭載し
ている。各国紙幣に対応し，同時に取り扱える紙
幣金種を世界最多の256種鑑別可能とし，全ての光
学センサや磁気センサなどをラインセンサ化（イ
メージスキャナの技術を応用し，センサを横一列
に配置し，移動する紙幣をライン状に読み取り，
紙幣全体を1枚の画像として認識する）した。また，
新画像処理アルゴリズムで識別精度・偽札検知性
能を向上させた。全取引の紙幣の特徴をリアルタ
イムにイメージ画像化して，文字データと画像デー
タの両方を保存可能であり，紙幣を画像データ化
することで利用者情報とリンクさせ，どの紙幣が
いつ使用されたかを特定することが可能である。
また，特定紙幣の紙幣記番号情報を最大5000件登
録可能であり，入出金紙幣の紙幣記番号をリアル
タイムに照合することによる入出金コントロール
機能を搭載している。

G750の開発においては，このような様々な新し
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