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あ ら ま し

富士通フロンテックのセルフチェックアウトシステム（SCO：Self Check Out 
system）：TeamPoS/SRは，近年の日本の小売業にとっての課題である，「レジ待ち時間
の削減（顧客満足度の向上）」「効率化（人件費の削減）」「パート・アルバイト不足への対応」

を解決する製品である。これまで，富士通フロンテックは他社に先駆けて2005年に欧米
で実績のあるSCOをベースとした国内向け製品を商品化し，以降，量販店を中心に導入
を拡大してきた。富士通フロンテックのSCOの強みは，セキュリティの高さとアテンダ
ント作業効率の高さである。

本稿では，北米で浸透したSCOの国内マーケット拡大に向けて，製品の低価格化（従来
製品比40％減）と設置スペース削減（従来製品比30％減）を実現した富士通フロンテックの
取組み，および今後のSCOのエンハンス計画について述べる。

Abstract

Fujitsu Frontech’s self check out system (SCO), TeamPoS/SR, is a product that can 
solve some challenges the Japanese retail industry has been facing in recent years.  
These challenges are: reducing the amount of time that customers spend waiting at 
cash registers (improving customer satisfaction), increasing efficiency (reducing labor 
costs), and coping with a shortage of part-time workers.  Up to now, we at Fujitsu 
Frontech have been ahead of the competition and in 2005 we commercialized a product 
for the Japanese market, based on an SCO with a proven track record in Europe 
and the United States.  Since then, we have expanded its deployment in enterprises 
centering on mass merchandise outlets.  The strength of Fujitsu Frontech’s SCO is its  
high-security and the high efficiency of attendant work.  This paper describes Fujitsu 
Frontech’s efforts to reduce the price of this SCO that has penetrated North America 
(down 40% compared to conventional products) and make it require less installation 
space (30% less than conventional products), with an eye on expanding its share of the 
Japanese market.  This paper also introduces our plans for enhancing the SCO in the 
future.
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空いたところに進めるため，待っている感覚も短
く，使っている買い物客も後ろの人に急

せ

かされる
こともなく自分のペースで自由に精算していただ
くことができる。更に，操作していて楽しい，面
白いというエンタテインメント性を感じて使われ
ていることにメリットが見出されている。
国産メーカは，日本の店舗環境に焦点を当てた
製品を開発しているが，セキュリティや処理スピー
ドなどSCOとしてのノウハウの製品への取込みが
課題である。富士通フロンテックは，日本市場向
けの専用ハードウェアに欧米で実績のあるSCOソ
フトウェアを組み合わせて，欧米でのSCOノウハ
ウを日本市場に適合させていることが特徴である。
従来製品と小型モデルの外観を図-1に示す。

課題の解決（ハードウェア）

本章では，ハードウェアの小型化への取組みを
紹介する。

SCOを効率良く店舗へ設置するためには，通常
のPOS×2台分の設置エリアに複数台のCSを設置す
る必要がある。従来製品では，2×2台の計4台のCS
を設置していたのに対して，TeamPoS/SRでは，製
品の横幅を抑えることによって2×3台の計6台を設
置できるよう以下の取組みを行い小型化を図った。
（1） 現金機レイアウトの変更

CSでは，商品を登録した後に精算を行うための
現金を入金する紙幣/硬貨の入金口とお釣りを出す
それぞれの出金口が必要になる。この現金機のレ
イアウトが製品の外形サイズを決めていると言っ
ても過言ではなく，TeamPoS/SRでは，従来の紙

課題の解決（ハードウェア）

ま　え　が　き

セルフチェックアウトシステム（SCO：Self 
Check Out system）は，全世界で2011年までの累
積で15万台が稼働しているのに対し，（1）日本国内で
の本格展開は大手小売業の数社で，2011年までの
累積で4千台の稼働にとどまっている。（2）そのほかの
小売業，特に中小の小売業は実験導入止まりとなっ
ている。このような状況から，国内でのSCO導入
における課題を分析した結果，以下のような問題
点が判明した。
・ 北米と比較し小型店舗が多く設置スペースの縮
小が必要である。

・ 初期導入費用の低減が必要である。
・ 運用費用の低減と利用率の向上が必要である。
富士通フロンテックでは，北米で実績のある

SCOを2003年にパイロット導入し，国内の大規
模店舗を中心に導入を行ってきた。今後，更なる
SCOの普及のために，上記の問題点を解決すべく，
以下の取組みを行った。
・ ハードウェアサイズの小型化
・ 現金機の変更・1コントローラ（従来は2コント
ローラ）によるコスト削減

・ 店員一人のサポート範囲拡充と買い物客の利用
率向上を促進するシステム改善
富士通フロンテックは，上記のSCOの国内マー
ケット拡大の阻害要因を排除し，導入を促進する
TeamPoS/SRを開発した。
本稿では，製品の低価格化（従来製品比40％減）
と設置スペース削減（従来製品比30％減）を実現
した富士通フロンテックの取組みと，今後のSCO
のエンハンス計画について述べる。

基本構成と特徴

SCOは，買い物客が操作するカスタマステーショ
ン（CS：Customer Station）1～ 6台につき，店
員が操作するアテンダントステーション（AS：
Attendant Station）1台を1セットとして運用する
システムである。
一人の店員が最大で6台のレジを運用できるた
め，労働力の効率化（レジ担当店員をほかの業務
に割り当てられる）や人件費の削減が可能となる。
また，買い物客はレジ待ちで並んでも6台のうちの

ま　え　が　き

基本構成と特徴

図-1　従来製品と小型モデルの比較

（a）従来製品 （b）小型モデル
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ウトは操作性についても十分な検証を行っている。
CSのユニットレイアウトを図-2に示す。

課題の解決（ソフトウェア）

本章では，ソフトウェアの取組みを紹介する。
はじめに，SCOのシステム構成を図-3に示す。通
常POSと同一のPOSアプリケーションがCSに入る
形になっており，ストアサーバから見れば，通常
POSとSCOの違いを意識することなく，6台のPOS
が追加されたように見える。POSアプリケーショ
ンは，価格決定・レシート印字，および取引デー
タ送信などのストアサーバ連携機能を担う。
一方，CSアプリケーションは買い物客操作用の
画面機能を提供しており，CSアプリケーションが
買い物客操作をPOSアプリケーションに通知し，
連動することでPOSアプリケーションをコント
ロールしている。ASアプリケーションはPOS画面
を呼び出せる機能を設けており，買い物客の操作
をフォローする機能をPOSと同じ操作感で使用で
きるようになっている。
上記システム構成のように，POSアプリケーショ
ンとCSアプリケーションが独立していることか
ら，以下のメリットがある。
・ 他社製POSアプリケーションと柔軟に接続可能
・ POSアプリケーションの修正の影響を受けにくい
・ トラブル発生時の切分けが容易
一方，POSアプリケーション・CSアプリケーショ
ン，それぞれにコントローラが必要（2コントロー
ラ型）なことから，CSハードウェア全体のサイズ，

課題の解決（ソフトウェア）

幣/硬貨ユニットを横に並べた配置から横幅を縮小
するために硬貨投入口に工夫を施し上下にレイア
ウトした。現金機のレイアウトを変更して硬貨出
金口の位置が低くなったことにより，買い物客の
釣銭取り忘れが懸念されたが，紙幣/硬貨の出金口
にランプを搭載し，釣銭出金時に点滅させ取り忘
れの警告を行うことによって，従来までの音声ガ
イダンスだけの警告に比べ取り忘れ防止効果を向
上させている。
（2） コントローラ1台化
現金機のレイアウト変更によりCSの横幅を抑え
ることができたが，筐体内部に収容できるユニッ
トの容積を著しく減少せざるを得なくなった。CS
では買い物客へ操作画面を提供するCSコントロー
ラと通常のPOSと同じ機能を担うPOSコントロー
ラを各1台ずつ搭載する必要があるが，TeamPoS/
SRでは，コントローラの処理能力を強化するとと
もに後述の仮想化技術を用いて，1台のコントロー
ラに2台分の処理を行わせることにより，容積を削
減する際の課題を解決し目標サイズを実現した。
（3） 小型バーコードスキャナ搭載
買い物客が購入する商品を読み取るスキャナは，
店員が高速に操作する「移動読み」に対応できる
従来の大型のスキャナに代えて，バーコードの読
取りに不慣れな買い物客がスキャナの読取り窓へ
バーコードを近付けるだけで読取りが可能となる
「かざし読み」を得意とする小型のバーコードス
キャナを搭載し，操作性の向上を図っている。
（4） プリンタほか周辺機器のレイアウト変更
精算を終えたときにレシートを発行するプリン
タは，従来までスキャナと横並びでしか配置でき
なかったが，小型スキャナの採用により，スキャ
ナの下部へ配置することが可能になったため，縦
並びの配置を採用し，表示部とバーコード読取り
部のスリム化を図った。更にオプションのポイン
トカードリーダや電子マネー決済機は，顧客ごと
に搭載の有無が分かれるユニットであるため，読
取り部周辺に外付けすることにした。このような
周辺機器を含めた筐体のスリム化により，威圧感
のない外観形状を実現した。

TeamPoS/SRの開発においては，このような小
型化への取組みのほかに，車椅子の方が操作する
ことも考慮しているなど，各種ユニットのレイア 図-2　ユニットレイアウト

紙幣ユニット

硬貨ユニット
バーコードスキャナ
プリンタ
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およびコストの面が課題となっていた。
上記の課題を解決し，かつCSアプリケーション
とPOSアプリケーションの独立性という現状のメ
リットを維持するために，POSアプリケーション
を仮想化ソフト上で動作させることで，コントロー
ラを一つとする取組みを行った（1コントローラ
型）。課題解決前後のCSシステム構成を図-4に示す。
仮想化ソフトは，サーバシステムの仮想化に使
用するのが一般的であり，今回のように端末の仮
想化に使用する事例が存在しなかったために，以
下の課題に突き当たった。
（1） 端末で使用する全デバイス制御ができない

CSでは，RS-232C接続，USB接続，VCOM（Virtual 
COM：USB接続をOSでCOM接続に見せる接続方
法）接続が混在しており，仮想化ソフトが用意し
た設定画面の設定のみでは全デバイスが動作でき
ない。
（2） 端末で2系統のLAN制御ができない

CSでは，ストアサーバと接続するLAN（図-3 IP
①）とASと接続するLAN（図-3 IP③）の2系統の
LANを使用する。しかし，サーバと接続している
LAN（図-3 IP①）が切断されると，CS内のCS-
POS間のLAN（図-3 IP①－IP②間の通信）も影響

を受けて切断され，CSでの買い物客操作をPOSア
プリケーションに通知できないためCSが使用でき
ない。 
この二つの課題を以下のように解決した。

（1） 仮想化ソフトの仕様追加
当初は，仮想化ソフトでは同時にCOMを2ポー
トまでしか動作させられなかったが，SCOで使

図-3　SCOシステム構成
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図-4　CS システム構成の変遷
 （従来機と今回開発機の比較）
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（3） 小型店舗への導入が可能
SCOの導入に興味はあるものの，小型店が中心
なため機器の設置スペースがないという小売業も
存在する。首都圏に多い都市型のスーパーマーケッ
トやドラッグストアに対して，従来のレジ設置ス
ペースで十分な精算能力を実現する小型サイズの
CSを提供することで容易に導入検討を行えるよう
にした。

エンハンス計画

今後，SCOの進む方向として，以下のキーワー
ドを基にエンハンスを計画している。
（1） 機器統一による作業性向上
・ POSと同一の現金リサイクル機の搭載

CSに搭載される現金機をPOSと同じ現金機にす
ることで，店員は操作方法を統一することができ
るほか，メンテナンスが容易になるなど，店舗内
の機器を統一することにより，作業効率を向上さ
せる。
（2） 新技術との連携
・ CCDスキャナによる画像認識
バーコードが貼られていない野菜などの商品を
スキャナにかざすと画像として認識し，自動登録
する機能を提供する。
・ RFIDを利用したセキュリティチェック

SCOで衣料用品などにつけたRFIDの購入履歴を
書き換え，出口でチェックすることによる，セキュ
リティバリエーションの拡充により，量販店以外
の業態への展開を拡大する。
・スマートフォン連携
買い物客が店内を歩きながら自身のスマート
フォンでバーコードを読ませて商品を登録し，会
計処理をSCOで行う。
（3） 運用費用の低減
・モバイル型アテンダントステーション開発
店員がアテンダントステーションを持ち運び可
能とすることで，店内業務を行いながら，カスタ
マステーションの監視を手元でできるようにする。
・情報分析の強化

SCOで入手した買い物客の操作特性や起こしや
すい操作ミスの情報を収集し分析を行い，対策と
合わせて店舗へフィードバックする仕組みを構築
する。

エンハンス計画

用するCOM 4ポート（VCOM 2ポートを含む），
USB 2ポートの同時動作が可能なように仕様を変
更し，全てのデバイスが同時に動作することを確
認した。特にVCOMを動作させるために，開発者
への数回にわたる仕様説明・調査資料の提供を行
うことで，本問題の解決に至った。
（2） OS・仮想化ソフト双方のネットワーク設定見
直し
本問題は，OSと仮想化ソフトの組合せの問題で
あったことから，OS・仮想化ソフト開発会社の両
社からの明確な解決方法の提示がなかった。そこ
で，双方の仕様を確認しながら独自に設定の組合
せを試行錯誤し，CS-POS間の通信で使用するパ
ケットを特定することで，サーバとの通信状況に
影響を受けずにCS-POS間の正常通信を常時確保し
問題を解決した。
上記課題解決により，POSアプリケーションと

CSアプリケーションの独立性を保ったままに，コ
ントローラを一つとすることを実現し，CSハード
ウェア全体のサイズ縮小，およびコストの低減に
寄与した。

導入のメリット

本SCOを導入することにより，小売業へ以下の
メリットを提供する。
（1） 低価格で導入が可能

SCOに限らず，機器の導入を検討する小売業に
とって投資の効果が早い段階で現れることは重要
なことである。TeamPoS/SRでは，小売業側の投
資対効果の目安となる機器導入費用と人件費削減
の累積試算において，従来機では3年かかるところ
を2年で投資回収ができるよう価格設定を行い，現
金機と筐体の徹底改良，および仮想化技術を用い
ることによりこの目標コストを実現し，低価格で
の機器導入を可能とする。
（2） 利用率の向上
現金機を搭載せず，近年急増する電子マネーと
クレジットカード専用の会計端末として，よりス
ピーディに決済できる安価なキャッシュレスモデ
ルを同時に提供し，小売業の選択肢を拡大させた。
このキャッシュレスモデルは，機器費用を抑える
ことができるばかりでなく，決済時間を短縮する
効果があるため，利用率の向上に貢献できる。

導入のメリット
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む　　す　　び

本稿では，富士通フロンテックのセルフチェッ
クアウトシステムの小型化・低価格化への取組み
と今後のエンハンス計画について述べた。

SCOを含めてセルフ精算方式のレジ形態や顧客
のスマートフォンを利用する仕組みなど，チェッ
クアウトの方法はこれからも進化し多様化してい
くことが予想されるが，これからも将来主流とな
るチェックアウト方式をリードする製品を開発し
提供していく所存である。
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む　　す　　び
・SCOと有人レジの同一端末での切替え
通常時は買い物客がSCOとして商品登録に利用
し，繁忙時には店員が有人レジとして商品登録を
行うことで，店舗の繁忙状況に応じてフレキシブ
ルなチェックアウトシステムを提供する。
上記エンハンスによる機能拡張に加え，複数の
チェックアウトバリエーションから，買い物客が
必要に応じて柔軟に選択できるようにするサービ
スの提供も重要な差別化要素と考えており，ほか
のチェックアウトシステムとの連携強化を図って
いく。チェックアウトバリエーションとして，通
常POS，セルフペイメント，モバイルPOSなどの
次世代チェックアウト環境イメージを図-5に示す。

図-5　次世代チェックアウト環境イメージ
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セルフペイメント
商品登録は店員
お会計はお客様で

パーソナルスキャン
モバイル端末付
カートで

売場で商品登録

セルフチェックアウト
お客様自身で商品登録
からお会計まで
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低価格・小型化を追求したセルフチェックアウトシステム：TeamPoS/SR
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