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あ ら ま し

1995年に発売したTeamPoSシリーズは，2012年1月に全世界で同時発売した
TeamPoS7000が4世代目となる。従来機のTeamPoS3000の発売から5年以上が経過し，
使用部品の生産終了や技術・デザインの陳腐化に伴い，新機種の投入が求められていた。

このような背景の中，TeamPoS7000の開発においては，マーケティグ要望をグローバル
レベル（北米，欧州，アジア，日本）で集約し，デザイン性を重視するだけでなく，低価格・

高信頼性を追求し，環境負荷低減にも配慮した。TeamPoS7000は，オールインワン型の
「Aシリーズ」，モジュラ型の「Mシリーズ」と「Fシリーズ（北米向け）」から成り，海外，国
内の量販店・専門店だけでなく，ファンレスモデルもラインナップし，外食産業にも販

売領域を広げた。

本稿では，新しい取組みも含めたTeamPoS7000開発の概要および製品仕様について述
べる。

Abstract

The TeamPoS Series was launched in 1995 and TeamPoS7000, which was released 
worldwide simultaneously in January 2012, is the fourth generation of the series.  Five 
years have passed since the release of the predecessor TeamPoS3000 and the launch 
of a new model had been desired due to the discontinuation of the parts used and 
obsolescence of the technology and design.  With this situation in the background, for 
the development of TeamPoS7000, marketing requests were put together on a global 
level (North America, Europe, Asia and Japan) not only in an attempt to focus on 
aesthetic design but also to reduce price and improve reliability together while also 
reducing environmental impact.  TeamPoS7000 is composed of the all-in-one A Series 
and modular M Series and F Series (for North America).  The product line, which 
includes a fan-less model, has advanced to the food service industry in addition to 
mass retailers and specialty stores in Japan and overseas.  This paper presents an 
outline of the development of TeamPoS7000 including new activities and the product 
specifications.
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にマザーボード・ディスクなどの主要部品を配置
して設置の自由度を高め，設置部が異なるテーブ
ルトップタイプ｛図-1（a）｝とポールマウントタ
イプ｛図-1（b）｝をリリースした。テーブルトッ
プタイプは，ディスプレイのチルト角を0°～ 90°
まで調整可能であり，低いカウンタでも操作しや
すいようにディスプレイを倒して使用可能とした。
製品の移動や収納にも便利なデザインである。ポー
ルマウントタイプは狭い店舗でテーブルを有効に
使用したいお客様の要望に応える設置形態である。
モジュラ型のMシリーズは，従来機種の操作性
を継承したデザインである。オペレータの使いや
すさを追究したデザインを目指し，キーボード・
タッチパネル・プリンタのレシート排出口を集約
し，オペレータの手の動作範囲を最小化するよう
配慮した。Mシリーズは，一体感のある構成が好
まれる日本・アジア向けに出荷している。
一方，ハイスペックCPUの搭載を強く要望され
る欧米向けには，Intel Core i5 2400（95 W）を搭
載可能なTeamPoS7000Fシリーズ（図-3）を同時
リリースした。

ま　え　が　き

富士通フロンテックは，Fujitsu Frontech North 
America（FFNA）と日本・アジア・欧米向けのグ
ローバルPOSターミナルTeamPoSシリーズを共同
開発している。
近年，国内POS市場では計量器メーカの低価格
戦略により価格競争が激化しており，アジア市場
では台湾製POSがシェアを伸ばし，北米・欧州市
場では大手PCメーカの市場参入によりPCベースの
POSがシェアを拡大するなど，全ての市場で低価
格競争が進んだ。また，2008年のリーマンショッ
ク以来，国内外で消費が低迷するとともに，投資
に渋りが出る傾向にあり，POSの低価格化がより
一層進んでいる。
このような市場動向に対応するため，低コスト
化の実現とともに，低価格競争に歯止めをかける
強み（差別化ポイント）を持つ製品が必要となっ
ていた。また，従来機は日本中心の発想で開発し，
各地域で異なる要求に十分応えられる仕様となっ
ておらず，それぞれの地域で異なる製品を開発・
販売せざるを得ない状況であった。本背景から，
流通ビジネス横通しの組織GRB（Global Retail 
Business）で世界の市場要件をまとめ，低価格で
他社との差別化を図った新しい仕様のPOSターミ
ナルTeamPoS7000を開発し，2012年1月から全世
界で同時発売した。
本稿では，TeamPoS7000のデザインコンセプ
トと製品の特徴，差別化ポイント，新たな取組み，
および今後の展開について述べる。

デザインコンセプトと製品の特徴

● デザインコンセプト
TeamPoS7000シリーズは，オールインワン型
のAシリーズ（図-1）とモジュラ型のMシリーズ
（図-2）をラインナップし，「人・空間・使い方・
環境の全てに調和するPOSシリーズ」を目指した。
また，見やすく直感的な操作が可能なフルフラッ
トディスプレイ（15型・タッチパネル）を基調と
したデザインを採用し，美しさと実用性を兼ね備
えた洗練された上質なデザインに仕上げた。
● 製品の特徴
オールインワン型のAシリーズはディスプレイ部

ま　え　が　き

デザインコンセプトと製品の特徴 図-1　様々な設置形態を実現するTeamPoS7000Aシリーズ

図-2　TeamPoS7000Mシリーズ

（a）テーブルトップタイプ（b）ポールマウントタイプ
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配置できないことなど，エアフロー（空気の流れ）
に制限が発生した。加えて，ファンレスモデルで
は，既存機種以上のCPUスペックとするため，通
常ファンレスで使用する8 W以下のCPUではなく，
Atomデュアルコアプロセッサ（13 W）を採用した
こと，また，ハイスペックモデルでは，コストの
観点から従来機種で採用していた低消費電力のモ
バイル系CPU（30 W）を止め，安価なデスクトッ
プ系CPU（65 W）を採用したことから，熱設計の
リスクが高まっていた。
そこで，検討段階からCPUやHDDの熱シミュ
レーションとエアフロー分析を重ね，ハイスペッ
クモデルでは，ブロアファン2個とヒートシンク
の組合せによってLCD部分の厚みを抑え，排出
口からお客様へ直接風が当たらないエアフローで
外観イメージを維持しつつ，熱条件をクリアした
（図-5）。ファンレスモデルにおいても，CPUの煽

あお

り熱を受けるHDDの配置と放熱に配慮して，ハイ
スペックCPUモデルと同一構造で熱条件をクリア
した。

差別化ポイント

本章では，TeamPoS7000の差別化ポイントにつ
いて紹介する。
● 幅広いCPUラインナップの実現
従来機種では，1種類のCPUしかサポートして
おらず，欧米の商談時に他社とのハードウェア仕
様比較から強く要求されるハイスペックCPUや，
埃
ほこり

・油煙の劣悪な店舗環境や図書館などの静音環
境からくるファンレス要求を満足させるハード
ウェア仕様となっていなかった。これを解決する
ために，同一筐体で2種類のマザーボードを搭載可
能とし，低消費電力のIntel Atomプロセッサモデ
ルからハイスペックのIntel Core i5プロセッサモデ
ルまでをラインナップした（図-4）。
上記の幅広いCPUラインナップを実現するに当
たり，Aシリーズの熱設計が大きな課題であった。
Aシリーズは，対面式カウンタへの設置を考慮し，
お客様から見える背面のデザインを流線型のフォ
ルムに仕上げている。その結果，風量の多い大型
ファンを使用できないことや適切な位置に風穴を

差別化ポイント

図-3　TeamPoS7000Fシリーズ
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図-4　プロセッサ性能比較

ヒートシンク ブロアファン

（b）TeamPoS7000A200（a）TeamPoS7000A100

図-5　ヒートシンク・ブロアファン取付構造
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ため，第一水準・第二水準・第三水準（人名用漢
字約100文字＋人名由来漢字約900文字を含む）の
文字コードをプリンタ内に搭載し，顧客サービス
を向上できる仕様とした。
● Webカメラとマイク
ヘルプデスクとの会話や店舗と本部の双方向コ
ミュニケーションを実現するためにWebカメラと
マイクをオプションで用意した。本機能は業界初
であり，今後の顧客の利用形態変化をにらんで仕
様化を図った。Webカメラは130万画素のものを使
用しており，クリアで高精細な映像を撮影するこ
とができる。マイクはWebカメラと併せて実装し
ている。
● 手のひら静脈認証に対応
安全性・利便性が高い手のひら静脈認証に対応
した。

POSの操作を始める際，従来のメカニカルキー
による鍵開けではなく，手のひら静脈による個人
認証で利用者の識別を行うことで，より高いセキュ
リティ対策を可能とした。
● 静電気対策
量販店では買い物カゴへの帯電，専門店では洋
服やビニールの帯電による冬場の静電気の影響を
大きく受ける。富士通フロンテックのPOSは，高

● フルフラットタッチパネル採用
近年，スマートフォンなどで一般的となって

いるフルフラットパネルは，本製品で採用した
15インチサイズのものが開発当時には存在しな
かった。フルフラット実現方法として，従来機で
使用していたタッチパネルを使用し，タッチパネ
ル表面とベゼル部を覆うカバーフィルムを貼り付
けることでフルフラットに見せかける手法を検討
した。しかし，本手法では，タッチパネルの厚み
のバラツキや貼り付けるテープの厚さにより，タッ
チパネルと筐体の隙間部分に段差ができてしまう
問題があった。また，タッチパネルのフレキケー
ブルがパネルの縁から外側へ出ている構造のため，
防水性の問題もあった。この問題を解決するため，
本装置では，ITO（Indium Tin Oxide）フィルム
に塗装することでカバーフィルムを不要とし，綺
麗なフラットの外観に仕上げた。また，ITOガラス
に穴を開けてフレキケーブルを通すことでフレキ
ケーブル取付部からの水の浸入を防ぎ，高い防水
性を実現している（図-6）。
● 業界最高レベルのレシートプリンタ
チェックアウトをスムーズにするため，レシー
トプリンタには熱効率および応答性の高いヘッド
を搭載し，高速印字での発色性を高めることで業
界最高レベルの印字スピード最大300 mm/sを実
現した。また，プリンタヘッドの電源制御を見直
し，レシートに広告表示やセール情報などが豊か
に表現できる16階調のグラフィック印字に対応し
た（図-7）。更に，領収証発行時に人名漢字を印刷
する機能を強く求められていた。本要望に応える

図-6　フルフラットパネル構造 図-7　レシートの例

ITOフィルム
DSCA DSCA

ITOガラス

シール

フロントベゼル

フレキケーブル

DSCA：Double Sided Coversheet adhesive

ロゴ印刷

テキストは業界最高レベルの
速さで高速印字
（最大300　mm/s）

広告やクーポン印字には
16階調グラフィック印字
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況や寿命情報をログする機能（マネージャビリティ
機能），本体には遠隔操作を可能とするAMT（Active 
Management Technology）機能（注3）をサポートし
た（TeamPoS7000A100，M100を除く）。これに
より，遠隔地から稼働状況を認識し，未然に故障
を防ぐことを可能とした。

環境への配慮

TeamPoS7000は環境にも配慮した製品であり，
富士通グループの「スーパーグリーン製品」に認
定された。スーパーグリーン製品は，「省エネル
ギー」「3R設計・技術」「含有化学物質」「環境貢献
材料・技術」など環境要素がトップレベルにあり，
市場製品または自社製品との比較において優れた
製品である。本製品については，部品削減，LCA
（Life Cycle Assessment）規定に従って二酸化炭
素排出量を把握し，環境効率ファクタが規定を満
たしている。具体的には，VPS（Virtual Product 
Simulator）（図-8）の活用により，従来機種と
比較して性能比部品削減率を約34％達成（富士
通の製品環境グリーンアセスメント基準による），
ISO14001認定工場での製造による電力量の把握，
高効率電源（効率85％以上）の採用によって，Aシ
リーズにおける稼働時の消費電力を従来機種比約
40％削減，待機時の消費電力を従来機種比67.7％
削減した。
更に，オプションとしてLCDユニットに対人セ
ンサを搭載した。オペレータがPOSを一定時間離
れるとバックライトを消灯する省電力モードとな
り，Aシリーズで約30％の電力削減が可能となる。

今後の展開

本製品の発売以降，フィールドからの声を集め
た結果，以下の課題があると認識している。
● 最新プラットフォームへの追従
オープンプラットフォームの移り変わりは早く，
パソコンの動向が鍵を握っている。Windows 8が
2012年10月に発売された。また，Intel社製CPU
についてもパソコンでは次世代プラットフォーム
に移行している。海外商談では最新OS，プラット
フォームをいち早く採用することが商談獲得につ

（注3）　Intel社が提供するチップセットとBIOSを組み合わせる
ことにより，遠隔操作を可能とするプラットフォーム。

環境への配慮

今後の展開

信頼性と差別化ポイントとして，静電気耐力はIEC
規格を上回る規格でテストを行っている。しかし，
お客様によっては，レジ台や流し台などの什器の
アースが十分にとられていないケースがあり，静
電気原因の障害を撲滅できていないのが現状で
ある。
対策として，回路やインタフェースケーブル部
分に静電気ノイズが乗らないようにするだけでな
く，ファームウェア，ドライバ層，OPOS（周辺機
器制御用のミドルウェア）層においては，リトラ
イ処理を仕込み，静電気ノイズでシステムが止ま
らない設計を施した。
● セキュリティ対策
セキュリティ対策として，USBメモリ接続によ
る不正アクセスを防止するためにUSBポートに
ロック機能を設けた。ウィルス対策としては，通
常パソコンで導入しているブラックリスト形式（注1）

は性能低下や自動アップデートによる不具合のリ
スクがあるため，本製品ではホワイトリスト形
式（注2）のソフトウェアを採用した。

長期供給への取組み

POSは万一の故障発生時でもスピーディな復旧
が求められること，また米国市場ではお客様自身
が部品交換をすることが一般的であることから，
高い保守性が要求される。このため，従来機より，
ディスク・メモリなどの主要コンポーネントは工
具なしで交換できる構造としているが，本装置で
は一歩進んで，従来，交換が困難であった寿命部
品をお客様が簡単に交換できるようにすることと，
寿命部品を減らすことに取り組んだ。

POSでは駆動部品のあるHDDとプリンタは寿命
値を超えて使用されることが多く，製品末期には
障害率が高くなる。長期間安定して使用いただく
ため，ディスクはモータ駆動部がなく，半導体メ
モリで構成されているSSD（Solid State Drive）
を採用した。プリンタは寿命のあるプラテン（用
紙送り用ローラ）ヘッドを簡単に交換できる設計
とした。
更に，今回の製品化に当たり，予防保守に配慮し，
キーボードやプリンタなどの周辺機器には稼働状

（注1）　登録されたウィルスソフトをブロックする形式。
（注2）　登録した正しいソフトのみ動作を許可する形式。

長期供給への取組み
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ながるため，いち早く最新技術を取り入れる製品
開発を考えている。また，オープンプラットフォー
ム部品は，製造中止のタイミングが比較的短いこ
とから，開発スピードを上げる必要があり，開発・
評価手法を見直し，効率化を図る。
● マニュアル類の整備
従来は保守マニュアルやインストールマニュア
ルの提供が中心であったが，エラー処理を含めた
アプリケーションの作成手引きやサンプルプログ
ラムの提供を行い，アプリケーションの品質向上
支援を図る。
● グローバルレベルでの品質向上
富士通フロンテックの工場だけでなく，製造委
託工場やFFNA社間できめ細かな品質管理を行っ
ている。管理項目は，フィールドでの障害率およ
び各工場での製造品質である。傾向障害が見つかっ
た場合，速やかに設計や製造工程にフィードバッ
クを図る。

図-8　VPSを使用した構造検証例（TeamPoS7000モデルAシリーズ）

む　　す　　び

本稿では，POSの最新機種であるTeamPoS7000
シリーズの特徴や新規に取り入れた技術を紹
介した。コモディティ化が進むPOSであるが，
TeamPoS7000は，フルフラット画面，高速プリン
タなどの差別化技術を取り入れて開発し，幅広い
性能レンジの商品を取りそろえることでグローバ
ルに受け入れられる製品となった。
買い物をして会計する際に必ず使われている

POSであるが，会計に時間がかかると店舗の売上
に影響し，買い物客もイライラすることになる。
また，万一トラブルが発生した場合，お客様を待
たせることになってしまう。そういったトラブル
を未然に回避するため，システムレベルでの品質
向上，マンマシンインタフェースの更なる性能向
上・使いやすさ・サービスといった価値をグロー
バルレベルでお客様に提供できるよう，今後とも
営業・保守・品質保証・購買・工場など関連部門
と一丸となって取り組んでいく。

む　　す　　び
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