
FUJITSU. 64, 4, p. 345-349 （07, 2013） 345

あ ら ま し

紙幣出金ユニット（BDU：Bill Dispenser Unit）は各国の紙幣を出金するユニットであ
り，投入される市場や搭載される装置によってユニットサイズ・紙幣容量・計数速度・

付加機能などに対する様々なニーズがある。

本稿では，各国の金融・流通・交通などの市場から求められるニーズに柔軟に応える

形でラインナップされていったBDUシリーズの中から象徴的な2機種を紹介する。まず，
お客様の要望に応え，ユニットと装置の紙幣受渡し部分の形や大きさはもちろん，受渡

し位置をユニットの上側または下側へのカスタマイズ，更には紙幣受渡し部の分離など

多彩なバリエーションを取りそろえ，流通市場を中心に世界中でご利用いただいている

小型BDUのベストセラー機「F53」を紹介する。次に，近年，紙幣流通量が増加しATM設
置台数が伸び続けている中国金融市場向けに，従来機種「F510」のエンハンス機としての
位置付けで運用性，保守性の向上を目的に開発された大型BDU「G510」について，ソリュー
ション提案内容や開発時の工夫について紹介する。

Abstract

Bill dispenser units (BDU) are used to dispense bills in various countries.  There 
are various needs with regards to their size, amount of bills they hold, speed at which 
they count bills, and additional features depending on the market they have been 
launched on and the equipment installed in them.  This paper introduces two iconic 
models from the BDU series of products that Fujitsu Frontech developed to flexibly 
meet needs in various markets around the world such as the financial, transportation, 
and distribution markets.  Fujitsu Frontech has produced many varieties of products 
to meet the needs of customers; naturally there are types where the portion where bills 
are passed between the unit and equipment comes in different shapes and sizes.  There 
are also types where it is possible to customize the part where bills are transferred, 
such as by placing it at the top or bottom, or where it possible to separate the part 
where bills are transferred from the rest of the device.  First, this paper introduces 
the F53, the best-selling type of small BDU that is used around the world, mainly in 
the distribution market.  Then it introduces the suggested solutions and contrivances 
used in developing the G510 model.  The G510 is positioned as an enhanced version of 
the conventional F510 and it is a large BDU that has been developed to have improved 
operability and maintainability.  Fujitsu Frontech designed it for use in the Chinese 
financial market, where the number of ATMs has continued to grow as the number of 
bills in circulation has increased in recent years. 
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小型化できるようになり，狭小スペースしかない
小型店舗に導入する装置にも搭載が可能になった。
F53の装置構成を図-1に示す。
（2） 筐体への紙幣受渡し部のモジュール化

F53の販売対象となる市場には，様々な装置メー
カが存在しており，それぞれの装置メーカが独自
の筐体を設計しているだけでなく，既存稼働装置
のリプレース商談なども頻繁にあるため，それぞ
れの筐体デザインに合わせてBDUも柔軟に対応さ
せる必要があった。
このため，搬送部，カセット（繰出し部）など，
ユニットのベースとなる繰出搬送部（共通部）と，
筐体とのインタフェースとなる紙幣受渡し部を別
モジュール化することとした（図-2）。その結果，
それぞれのお客様の要望に応じた紙幣受渡し部の
カスタマイズ対応で，短期間・低コストでの開発
が可能となった。また，お客様の開発スケジュー
ルにもほとんど影響を与えずにカスタマイズユ
ニットを提供できる点も特徴である。
（3） 繰出機構の調整レス化
従来のBDUでは繰出機構に調整が必要なものが
多く，更にその調整には高いスキルを習得した保
守員が現地に赴き，作業をする必要があった。こ
れが定期的かつ適切なメンテナンスが行われず，
しかも高額なメンテナンス費用を発生させる原因
となっていた。

F53では，この繰出機構にフリクション方式を採
用し，調整レスとメンテナンスフリーで様々な紙
幣の繰出しに対応することが可能になった。フリ

ま　え　が　き

近年，海外において紙幣を出金するユニットに
対するニーズが様々な分野で広がってきている。
従来は金融市場向けのATM（Automated Teller 
Machine）が中心であったが，最近ではあらゆる
分野において自動化が進み，紙幣を取り扱う自動
機が増えている。例えば，流通市場における小売
業向けのSCO（Self Check Out system）や交通機
関向けの券売機などが挙げられる。
それぞれの市場でニーズが異なり，富士通フ
ロンテックでも紙幣出金ユニット（BDU：Bill 
Dispenser Unit）として種々のラインナップを取
りそろえている。
本稿ではその中でも象徴的な2機種について取り
上げる。
まず，小型BDUに分類される「F53」について
紹介する。F53は小型ATMやお釣用の紙幣出金ユ
ニットとして開発され，特徴としてユニットの出
金口および装置の紙幣受渡し部分をサブモジュー
ル化し，お客様の要望に合わせて様々なタイプに
変更可能としていることが挙げられる。このF53の
開発時の工夫や，その後のカスタマイズに関する
事例について紹介する。
次に，大型BDUに分類される「G510」につい
て紹介する。G510は金融市場向けのATMに搭載
されている従来機種「F510」のエンハンス機とし
て開発され，ターゲットとして今後もATMの設置
台数の伸びが見込まれる中国市場を意識している。
F510の課題と，G510開発時にその課題を解決した
事例，および今後の取組みについて紹介する。

小型BDU「F53」

F53は小型ATM，流通におけるSCOや券売機の
お釣用の紙幣出金ユニットとして，下記要件を盛
り込んで開発した。
（1） ユニットサイズ（幅160 mm，奥行320 mm）

F53の搭載対象は小型店舗などへの設置を目的と
した小型装置がメインとなることから，従来300～
400 mm程度であったユニットの横幅を小型化す
る必要があった。そこで，紙幣の搬送方向を長手
方向にすることにより，ユニットの横幅を小型化
した。これにより，装置サイズがこれまでの2/3に

ま　え　が　き

小型BDU「F53」

図-1　F53の装置構成
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成長とともにATM設置台数が急増し，更に中国政
府の方針で中国国産装置ベンダの採用が推進され
ていたこともあり，中国装置ベンダにOEM提供し
ていたF510は販売台数を伸ばしてきた。しかし，
中国市場でもATMの価格競争やATMへ高機能な紙
幣リサイクルユニット（BRU：Bill Recycle Unit）
の搭載が始まり，BDUの販売価格が下落傾向に
あった。
そこで中国市場をターゲットにし，市場にマッ
チした機能と価格競争力のあるエンハンス機G510
の開発をスタートした。それまでの中国における
F510の稼働状況や保守状況から抽出した課題を解
決するため，以下のポイントを開発に盛り込んだ。
（1） 1取引の出金枚数の増加

1取引あたりの最大出金枚数が100枚の他社製
品があるのに対して，F510は最大60枚であった。
F510ではBDU内に一旦出金する紙幣を計数してた
める部分から顧客に放出する部分をベルトに挟み
こんで搬送する方式を採用している。この方式で
は100枚の紙幣を搬送するときれいに束ねた紙幣が
ズレてしまい，搬送できなかった。この課題に対
してG510では紙幣をためる部分からクランプ機構

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，
組立時の調整の必要がなく，またメンテナンスも
必要ない点が大きな特長である。
定期的な保守や高いスキルを持った保守員を確
保しにくい小売店の小型店舗や券売機を設置する
駅などでは，調整レスとメンテナンスフリーが大
きなメリットとなり，お客様から好評をいただい
ている。
以上のような特徴を持つF53は，小型ATMや

SCO，券売機のお釣用の紙幣出金ユニットなど，
幅広い分野から引合いをいただいており，2004年
の販売開始から全世界に向けて約9万台を出荷する
ベストセラー機となっている。

大型BDU「G510」

従来機種のF510は富士通製海外ATMに搭載さ
れるBDUとして開発され，ATMに搭載されて販売
されるだけでなく，OEM（Original Equipment 
Manufacturer）ユニットとしても主に海外向けに
販売されてきた。特に中国市場においては，経済

大型BDU「G510」

図-2　モジュール化

紙幣受渡し部
　⇒カスタマイズ

繰出搬送部（カセット，搬送部）
　⇒共通
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により大きな開口部を必要とせず，紙幣をカセッ
トから出金するためのスリット形状とすることで
シャッタ機構をなくし，衝撃などによる破損耐力
の向上を図った。
今後の展開としては，出金機能に付加価値を設
け，お客様の要望に応えられる製品を提供する取
組みを行っている。
中国では現在，偽札対応としてATMから出金
された紙幣の記番号情報を記録することが義務化
されている。従来，BDUには画像を読み取るイ
メージセンサなどは必要なかったが，G510でも
イメージセンサを搭載したモジュールを配置する
ことにより画像読取やOCR（Optical Character 
Recognition）対応ができる付加価値のある製品の
開発を進めている。

む　　す　　び

本稿では，象徴的な2機種のBDUに関してその特
徴や開発時の方向性などについて述べた。市場で
は様々な分野において自動化が進んでおり，新た
な分野からのBDUの引合いも増えてきている。中
にはSCOのように世界的規模の市場になる可能性
を秘めた分野もあると期待しており，今後もお客
様の要望に応えられるBDUを提供していく。

む　　す　　び

を用いて顧客へ放出する構造に変更した。これに
より安定した束搬送が可能となった。G510の束搬
送機構のイメージを図-3に示す。
（2） リジェクトボックスの独立化
他社製品では独立したリジェクトボックスを設
けているものが多く，紙幣出金時に異常を検知
した紙幣はこのリジェクトボックスに収納され
る。F510では第1カセットのエリアをリジェクト
スペースとしており，リジェクト紙幣はこのエリ
アに収納していた。お客様からは運用上専用のリ
ジェクトボックスの要望が多くあったため，G510
はF510と同エリア寸法のまま，独立した専用のリ
ジェクトボックスを設ける構造に変更し，運用の
利便性を向上した。
（3） 繰出し部をカセットに内蔵
中国市場での保守や修理状況を分析すると紙幣
の繰出し部とカセットのシャッタ機構の交換が多
いことが分かった。紙幣繰出し部は消耗部品の交
換や調整部の再調整作業が多く，F510ではBDU
のユニット側に繰り出し部が設けられているため，
保守作業時には装置を停止させる必要があった。
G510ではカセットに繰出し部を内蔵させることに
より，保守作業をバックヤードや保守拠点で実施
可能とし，カセットを入れ替えることで装置を停
止させなくても保守可能な構造とした。また，カ
セットからの繰出し部の取外しを容易にし，保守
性を向上するとともに，F53で採用したフリクショ
ン方式によって調整レス化を実現した。
（4） 紙幣カセットのシャッタ機構削除

F510においてフィールドでの破損がもっとも多
い箇所はカセットのシャッタ機構であった。繰出
し部を本体側に設けているため，ユニットにカセッ
トをセットした際，大きな開口部を設けるために
蛇腹式のシャッタがあり，この部分が乱雑なカセッ
トの取扱いで変形し，シャッタが開かない，閉ま
らないなどの故障が多かった。

G510ではカセット内に繰出し部を設けたこと

クランプ機構

紙幣束

図-3　紙幣束搬送機構
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