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あ ら ま し

交通機関の発券機やスーパーのセルフチェックアウトシステム（SCO：Self Check Out 
system）など，紙幣ハンドリングの自動化市場は右肩上がりで拡大している。更に本市
場では，現金の運用効率を高くするため，紙幣リサイクルユニット（BRU：Bill Recycle 
Unit）の需要が高まっている。しかし，限られたスペースへの実装が必須であり，市場が
求めているBRUのニーズはコンパクト化である。そこで，富士通フロンテックは，新市
場への拡販のため，コンパクトで高性能なBRUである「G60」を開発した。
本稿では，G60で採用した紙幣繰出技術，紙幣入出金部であるリサイクルスタッカの

機構，紙幣鑑別ユニットの概要や，キャッシュボックスの大容量化などの特徴について

紹介する。更に，G60を開発する上で培った新しい要素技術である，紙幣振分けゲート
の新技術について紹介する。

Abstract

The market for automation of banknote handling including ticket vending machines 
of transportation systems and self checkout systems (SCOs) of supermarkets is 
expanding steadily.  In this market, there is also increasing demand for bill recycling 
units (BRUs) for improving the efficiency of cash operation.  However, they often 
have to be installed in a limited space and have a compact size.  To meet these needs, 
Fujitsu Frontech has developed G60, a small and high-performance BRU, with the aim 
of expanding sales in new markets.  This paper outlines the bill feeding technology, 
the mechanism of the recycle stacker, which is the bill depositing/dispensing section, 
and the bill identification unit adopted for G60.  It also presents features such as the 
greater capacity of the cash box.  This paper then describes the new technology of the 
bill sorting gate, which is a new elemental technology cultivated for the development 
of G60. 
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号認識機能義務化」「紙幣流通量の増加」により，
セキュリティ性と効率向上を重視し，業務の自動
化を求める傾向にあり，紙幣処理の自動化が進ん
でいくと予想される。
● 北米・ヨーロッパ市場

SCOは，北米を中心に2012年には15 000台（シェ
ア：NCR 57％，富士通 27％，IBM 16％）となり，
今後も30％近い拡大が期待できる。FTECは3社に
BDU「F53」を供給しているが，リサイクル化の
要求も強い。しかし，ユニットが高価であるため，
BRUの採用はまだ本格化していない。同様にヨー
ロッパ市場でもリサイクル化の要求が強く，コス
ト・性能での競争力のあるユニットにより，急速
な市場拡大が期待できる。

G60の開発

FTECは，交通機関やSCOの市場が拡大傾向に
あり，小型BRUが必要であると判断し開発に取り
組んだ。縦型のBDUとしては，FTECが開発した
小型BDUのF53・F56が既に存在し，将来的にその
ユニットのリプレースを考慮し開発を行った。そ
のためには，F53・F56と同じ幅でG60を実現させ
る必要がある。参考に，他社の筐体幅はF53・F56
よりも大きいため，筐体幅を変更せずにF53・F56
からのリプレースはできない。
本章では，G60実現のために開発した各種ユニッ
トおよびモジュール（図-1）について説明する。
（1） TOPユニット
紙幣の出入り口であるTOPユニットでの入金方
式は，他社との差別化を意識し複数枚一括入金方
式を採用した。ほかの機種で実績のある20枚一括
投入方式を採用し，分離機構はフリクション方式
を採用した。フリクション方式とは，回転するゴ
ムローラに平面の樹脂パッドを押し付け，ローラ
を回転させるごとに集積された紙幣を1枚ずつ分離
搬送する方式で，組立時の調整と紙幣の厚さによ
る調整を行う必要がないという利点がある。また
メンテナンスフリーの点が大きな特長である。こ
の方式はF53・F56でも実績があり，G60では上記
繰出し技術を採用した。
（2） キャッシュカセット
キャッシュカセットは紙幣の補充や出金を行う
カセットであり，容量は500枚である。このカセッ

G60の開発

ま　え　が　き

富士通フロンテック（FTEC）は，国内および
海外市場向けに紙幣処理装置の開発・販売を行い，
業界をリードしてきた。海外市場において，小型
の紙幣出金ユニット（BDU：Bill Dispenser Unit）
「F53」を流通市場における小売業向けセルフ
チェックアウトシステム（SCO：Self Check Out 
system）や交通機関の券売機などに展開してきた。
これらの市場の急激な拡大に伴い，現金運用効率
を高くするため，紙幣のリサイクル化の要求が高
まっている。

FTECでは，上記市場で求められている紙幣リ
サイクルユニット（BRU：Bill Recycle Unit）の
小型化をコンセプトに，今後の展開を視野に入れ
た「G60」を開発し，製品ラインナップの充実を
図った。G60の開発では，紙幣を縦方向に挿入する
方式（縦型）を採用し，高性能BRUでありながら
幅160 mmと，スリム化に成功した。更に，小型で
ありながらも紙幣ストック容量は，1400枚と大容
量を実現している。また，BRUの心臓部である紙
幣鑑別部は，ATM（Automated Teller Machine）
の鑑別技術を応用した高精度な鑑別機能を搭載し，
高い信頼性を確保している。高性能かつ小型でス
リムなG60の開発によって装置設計の自由度も高
くなり，今後，交通機関やSCO市場での紙幣処理
装置への搭載がより一層期待される。
本稿では，小型でスリムな高性能BRUである

G60について紹介する。

紙幣処理装置の市場動向

● 中国市場
高速鉄道，地下鉄，高速道路などのインフラ建
設は交通渋滞問題の深刻化により，今後も投資が
拡大していく見込みであり，2012年9月5日に政府
は18都市の地下鉄建設計画を承認し，その投資総
額は8000億元（約10兆円）を超える規模に達し
ている。都市間高速鉄道は現在50路線（券売機台
数15 000台，紙幣釣銭機能付き券売機3500台，内
3000台出荷済み）が開通しており，今後2015年ま
でに96路線（券売機累計台数30 000台，紙幣釣銭
機能付き券売機18 500台）が予定されている。
銀行においては「偽札防止規制強化」「紙幣記番

ま　え　が　き

紙幣処理装置の市場動向
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紙幣搬送方向
（入金時）

長センサも備えており，あらゆる市場に対応可能
である。
（5） キャッシュボックス
キャッシュボックスは，リサイクルスタッカに
収納した紙幣を精算する際に，ユニット内の紙幣
を回収したり，傷んだ紙幣やリサイクルスタッカ
が満杯になった場合に紙幣を回収したりするため
に使用する。このように，あらゆる紙幣を搬送し，
コンパクトでありながら大容量が要求される。
キャッシュボックスの容量は，リサイクルスタッ
カ（4スタッカで最大400枚）とキャッシュカセッ
ト（最大500枚）の紙幣を確実に収納できるように
するため，最大1000枚として開発した。
紙幣サイズに合わせた調整レス化や1枚1枚の動
作を止めることなく連続収納が可能で，突入した
紙幣の先端と集積した紙幣との干渉が発生しない
収納機構を吟味した結果，ハネグルマによる集積
方式を選択した（図-3）。更に集積された紙幣ガイ
ドを回転するハネグルマで押すことで1000枚の大
容量の収納を可能とした。

将来を見据えた新技術へのチャレンジ

G60は，将来的に処理時間の短縮を考慮し搬送
速度を高速にできるよう配慮した。高速処理を実
施した際に問題となるのが，紙幣振分けゲートで
の紙幣の振分けである。紙幣振分けゲートは紙幣
の搬送速度の高速化に伴い，より早い動作時間が
求められる。
この紙幣振分けゲートを安定して動作させるた
めには，軽量化が有効となる。ゲートはシャフト
と樹脂の結合部品が一般的であるが，FTECでは

将来を見据えた新技術へのチャレンジ

トには，出金ユニットとして全世界で稼働してい
るF53・F56のカセットを採用した。これにより，
キャッシュカセットとしては，FTECのユニット間
で共通に使用でき，F53・F56を既に使用いただい
ているお客様の利便性につなげることができる。
（3） リサイクルスタッカ
紙幣を収納し出金させるリサイクルスタッカは
最も重要なモジュールである。コストや安定性を
考慮し，フィルムによる巻取り方式のリサイクル
スタッカを開発することとした。本方式は，フィ
ルムとフィルムの間に紙幣を順番に挟みロール状
に巻き付けていく方式であり，質の悪い紙幣でも
安定した収納が可能で，金種ごとの紙幣長の違い
についても調整の必要がなく，同一のスタッカで
多金種への対応が可能である（図-2）。

FTECは，フィルム巻取り方式で，同クラスで最
大の紙幣容量100枚のリサイクルスタッカを完成さ
せた。
（4） 鑑別ユニット
紙幣の鑑別を行う鑑別ユニットとしては，FTEC
の主力製品であるATM用鑑別ユニットが存在す
る。しかし，ATM用鑑別ユニットは横搬送用のた
め横幅寸法が合わない。このため，ATM用の鑑別
技術を応用し，高度な偽札にも対応できる高性能
な縦搬送用の鑑別ユニットを開発し，G60に搭載
した。本鑑別ユニットは，中国の一部市場で必須
要件となっている紙幣記番号読取り技術や特殊波

図-1　G60各部の名称

図-2　リサイクルスタッカの構造
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速処理仕様，更なる大容量化など，新たな課題に
取り組んでいき，スピード感をもって市場へと提
供していく。
また，交通機関やSCOの市場で取り扱われる紙
幣の状態は悪く，これらの紙幣や，各国の紙幣を
確実にハンドリングするFTECの技術を生かし，グ
ローバル製品メーカとしての製品開発に取り組ん
でいきたい。

オール樹脂によるゲートを実現した。ゲートは紙
幣を振り分ける部分であるため，樹脂成形で形成
される分割ラインや，軸部分の直線度が高い精度
で要求される。更に強度も必要であり，成型メー
カと材料選定などの検討を重ね，オール樹脂によ
るゲートを完成させた（図-4）。
また，同成型メーカとは，樹脂とベアリング
を一体成型するという新しい成型方法を確立し
た。これは，シャフトの両端に突起があり，後か
らベアリングが組み込めないような場合でもベア
リングを樹脂成型時に組み込んだ状態で行うため，
図-5のような形状が可能となる。
この方法により，ベアリングの内輪とシャフト

（樹脂）間でのすべりがなくなり，圧入と同等の効
果が得られるため，ベアリングの性能を最大限に
引き出すことができる。

む　　す　　び

本稿では，FTECが開発した小型でスリムな高性
能BRU「G60」について紹介した。
今後は，鑑別部のバリューモデルや，G60の高

む　　す　　び

図-4　ゲートのオール樹脂化

図-3　キャッシュボックスの構造

ハネグルマ紙幣ガイド

紙幣搬送方向

紙幣

図-5　ベアリングの一体成形

ベアリング
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