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1　まえがき

近年，スーパーマーケットなどの流通分野では，現金管
理の厳正化や省力化，レジの精算時間の短縮を行うため，
現金の計数・払出しを自動で実行する自動つり銭機の採用
が増えている。
図1に，富士電機が今までに開発した自動つり銭機を示
す。富士電機は，1993 年に最初の硬貨つり銭機を発売し
て以来，大手総合スーパーマーケットをはじめとしたさま
ざまな流通分野においてつり銭機を採用いただいている。
その後，硬貨・紙幣ユニットの一体化，現金管理の厳正化
のニーズが高まり，2006 年には現在のつり銭機の原形と
なる入金確定運用

〈注 1〉

が可能な「ECS-07」を発売した。「ECS
シリーズ」の累計出荷台数は約 11万台となっており，そ
の“使いやすさ”“信頼性”が市場で高い評価を得ている。

また，オプションである棒金（つり銭用予備硬貨）収納ス
トッカーとも情報連携を行い，高度な現金管理を実現して
いる。

2　市場ニーズとつり銭機要求仕様の変化

近年，流通業界においては，労働力の確保が難しくなっ
ており，レジスタッフをアウトソーシングにより確保しな
くてはならない。
そのような中，効率化や人件費削減，レジ待ち時間を短

縮化するために，セルフレジやセミセルフレジなどのセル
フ機による，セルフチェックアウトシステムの採用が本格
化している（図2）。
セルフチェックアウトシステムに採用される自動つり銭
機は，これまで有人レジに採用していたものと異なり，操
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“ECS-777” Automatic Change Dispenser That Meets the Needs of the markets

近年，流通業界においては労働力の確保が難しくなっている。効率化や人件費削減，レジ待ち時間の短縮化を行うため
に，セルフチェックアウトシステムの採用が本格化している。このシステムでは，つり銭機の操作者が従来のレジスタッ
フではなく利用客になる。そのため，“操作のしやすさ”“紙幣・硬貨の詰まりにくさ”“安全性”が従来以上に求められる。
このような市場ニーズに応える自動つり銭機「ECS-777」，幅狭棒金収納ストッカー「CST35」を開発した。

In recent years, the distribution industry has faced increasing diffi culty in securing labor force, and self-checkout systems are ac-
tively employed to enhance effi ciency, reduce labor costs, and minimize checkout waiting times.  Change dispensers in such systems 
are operated by customers instead of the checkout staff.  Therefore, easy operation, prevention of jamming of bills and coins, and 
safety in use are demanded more for present change dispensers than for previous ones.  To meet these market needs, Fuji Electric has 
developed the “ECS-777” change dispenser and the “CST35” slim coin roll stocker.

〈注 1〉  入金確定運用：預かり金をつり銭機で計数する運用をいう
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図 1　富士電機の自動つり銭機
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変化する市場ニーズに対応した自動つり銭機 「ECS-777」

作者がレジスタッフではなく一般の利用客となる。そのた
め，“操作のしやすさ”“紙幣・硬貨の詰まりにくさ”“安
全性”がより求められる。

3　自動つり銭機「ECS-777」

このようなセルフチェックアウトシステムに対応するた
め，富士電機では主力機「ECS-77」の機能をさらに進化
させた自動つり銭機「ECS-777」を開発した（図3）。
開発コンセプトは，小売店の現金管理業務の効率化とス

ムーズな会計処理を支援するため，セルフ機にも使用で
きる
〈注 2〉

自動つり銭機として完成度を高めることとした。優
れた操作性と高いデザイン性を融合し，直感的に操作でき
る使いやすさを追求した。ECS-777の主な仕様を表1に
示す。

3 . 1 　ユーザビリティの向上
セルフチェックアウトシステムにおいては，訓練された
レジスタッフではなく，年齢層の幅も広い多様な利用客が
現金の入出金を行う。操作に不慣れな方であっても，直感
的な操作で安全・安心に現金の取扱いができることが望
まれている。そこで，ECS-777では次に示すユーザビリ
ティ向上を実施した（図4）。
⑴　入金操作サポートランプによる操作誘導
入金操作サポートランプが入金のタイミングで点灯し，
利用客は投入口を迷うことなく見つけて操作できる。
⑵　紙幣ガイドによる紙幣投入性の向上
紙幣ガイドにより紙幣搬送姿勢を制御する。不慣れな利

用客の操作でも紙幣が詰まることなく搬送できる。
⑶　大口径硬貨出金トレーによる硬貨取扱い性の向上
従来機から定評のある大口径硬貨出金トレー構造を採用

し，利用客がつり銭の硬貨をつかみやすくした。
⑷　出金操作サポートランプによるつり銭の取忘れ防止
出金操作サポートランプが出金時に硬貨・紙幣を直接照
らし，取忘れを防止する。

3 . 2 　オペレーション効率の向上
労働力確保が難しくなっている流通業界においては，つ
り銭の補充や回収，エラー発生時の対処など，つり銭機の
オペレーションにかかる労力を極小化することが求められ
る。ECS-777では，オペレーションを効率化するために

図 2　  セルフチェックアウトシステムを採用したセミセルフレジ
と自動つり銭機

多彩な搭載レイアウト

（a）外　観

（b）セミセルフレジへの搭載

図 3　自動つり銭機「ECS-777」

表 1　「ECS-777」の仕様

項　目 仕　様

硬貨部 紙幣部

型　式 CSC777 CSB777

入金識別 一括入金・電子識別方式

投入口容量 50枚 25枚（官封券）

取込速度 約6枚/秒 約4枚/秒

投出速度 約3秒/1取引
（999円最小構成枚数）

約3秒/1取引
（9,000円最小構成枚数）

出金口容量 60枚 20枚

収納庫容量

1円，10円，100円
　　　：各約170枚
5円，50円：各約160枚
500円：約110枚

千円：約250枚
混合庫（2千円，5千円，1万円）
　　：約100枚
1万円（回収庫）：約220枚＊1

自動精査機能 あり

一時保留部 あり＊2

回収方法 出金口および
オーバーフロー口

回収庫および
出金口

操作表示部 収納状態パネル，操作スイッチ

外形寸法＊3 W270×D600×H130
（mm）

W220×D600×H130
（mm）

質　量 約16kg 約19kg

使用電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 動作時（最大）：約140W，待機時：20W，
省エネ時：約6W

＊1：再鑑済流通券
＊2：入金確定（先入金）方式時のみ
＊3：突起部は除く

〈注 2〉  セルフ機での使用には制限事項あり
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変化する市場ニーズに対応した自動つり銭機 「ECS-777」

各種機能を改善した。
⒜　自動で現金棚卸しができる精査機能
⒝　回収業務を軽減する硬貨オーバーフロー機能
⒞　大容量紙幣回収庫による紙幣回収業務の軽減
⒟　信頼性向上による機器停止時間の抑制

⑴　自動で現金棚卸しができる精査機能
つり銭機内に収納している現金の金額（枚数）は，つり
銭機が計数している金額と常に一致するように管理してい
る。しかし，傷みの激しい硬貨や紙幣による詰まりなどが
発生すると，その処置のためにつり銭機内の現金を取り出
すことがある。このような場合には，計数している金額と
実際に収納している金額が合わなくなることがある。現
金管理を厳正化するため，そのようなケースに備えてレジ
スタッフの交代時や業務終了時に現金の再計数を実施する。
また，近年では，次の日に使用するつり銭準備金を機内に
残して残りの現金を回収する“残置運用”が増えてきてお
り，その際にはつり銭準備金を再計数する。

ECS-777では，従来機から好評の自動精査機能をさら
に高度化し，現金の棚卸しを自動化している。自動精査機
能により，収納庫内の現金を一時的につり銭機から外に
出すことなく，つり銭機内で自動に再計数することがで
き，オペレーションの大幅な効率化を図っている（図5中
A～ Cの動作

⑴

）。特別なレジ台が不要なサイズのつり銭機
においては，この自動精査機能は他社にない富士電機独自
の機能である。
現金の棚卸しに必要な時間を 1 日当たり 15 分とすると，

年間で約 91 時間を効率化できる。従業員の時給金額を
850 円とすると，レジ 10 台を設置した平均的な店舗にお
いては，自動精査機能で年間約 78万円の費用を削減する
効果がある。
⑵　回収業務を軽減する硬貨オーバーフロー機能
店舗の繁忙時間で取引が多い際には，自動つり銭機内の

硬貨収納庫が満杯になる場合がある。このとき，自動つり
銭機は一時的に機能停止となり，レジスタッフが硬貨を回
収する。セルフ機においては，繁忙時間の運用では，硬貨
収納庫が満杯になることによる清算機の停止時間を最小化
する必要がある。
そこで，ECS-777では，硬貨オーバーフロー機能を開
発した（図6）。この機能では収納庫の硬貨をオーバーフ
ロー硬貨として回収する。したがって，レジスタッフの回
収作業負荷を軽減しながら，機器を停止することなく運転
し続けることができる。
⑶　大容量紙幣回収庫による紙幣回収業務の軽減
硬貨オーバーフロー機能と同様に，紙幣においても収納
庫が満杯となった際に回収庫に搬送することで，機器停止
時間を最小化する必要がある。そこで ECS-777では，図
7に示す大容量紙幣回収庫により，収納枚数は，従来の
200 枚から 220 枚へと 10% 増加し，閉店まで回収・補

（a）入金操作サポートランプ

（b）紙幣ガイド

（c）大口径硬貨出金トレー

（d）出金操作サポートランプ

図 4　ユーザビリティの向上
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図 5　つり銭機のユニット構成と自動精査機能の概要
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変化する市場ニーズに対応した自動つり銭機 「ECS-777」

充の必要のない安心の大容量設計となっている（収納枚数
は再鑑済流通券

〈注 3〉

での枚数）。
⑷　信頼性向上による機器停止時間の抑制
ECS-777では紙幣入金口のガイドとソフトウェアによ
る姿勢制御により，従来機に比べて紙幣詰まり率を大幅に
改善している。これにより，オペレータ業務の負荷を軽減
しながら，機器停止時間を大幅に抑制している。

4　幅狭棒金収納ストッカー「CST35」

セルフ運用時には図3で示したように，硬貨ユニットと
紙幣ユニットを縦積みにして使用されることが多い。これ
までの棒金収納ストッカーでは設置面積が大きく，ユニッ
トの縦積みを前提としたセルフ機に搭載することができ
なかった。そこで，セルフ機に搭載可能な幅狭タイプの
棒金収納ストッカー「CST35」を開発した（図8，図9）。
CST35の主な仕様を表2に示す。

4 . 1 　省スペース化設計
CST35では，従来機の棒金識別機能をそのままに，幅
を硬貨ユニットと同じ寸法とし，セルフ機への搭載を可能
とした。内部の電磁ロック機構を従来から大幅に小型化し，
制御基板も約 50%の小型化することにより，業界最小ク
ラスの省スペース化を実現した。

4 . 2 　つり銭機からの電源供給および省電力制御
内部制御ユニットを省電力化し，電源をつり銭機から供
給できるようにした。これにより電源システムの単純化を
実現した。
また，つり銭機からの電源制御が可能となったため，つ
り銭機の省電力モードと連動させることで，待機時の電力
を約 80%削減することができた。

動作イメージ

10円

500円

5円

100円

1円

50円

図 6　硬貨オーバーフロー機能

（a）扉回収 （b）カセット回収

図 7　大容量紙幣回収庫

（a）外　観

（b）つり銭機との連動

図 8　幅狭棒金収納ストッカー「CST35」

図 9　セミセルフレジへの搭載例

〈注 3〉  再鑑済流通券：銀行に戻された流通券を再鑑した帯付き紙幣

のことである
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変化する市場ニーズに対応した自動つり銭機 「ECS-777」

4 . 3 　棒金管理機能と自由度の高いトレー配置
CST35には，棒金を収めるポケット形状の収納トレー
があり，各収納トレーには磁気センサと光センサを組み合
わせた識別機能を備えている。格納した棒金の本数を計数
するだけでなく棒金の金種を識別することで，棒金の収納
間違いによる金額の相違を防止している。また，計数した
金額情報をつり銭機に送ることが可能である。これにより，
つり銭機と棒金収納庫を合わせたシステム全体での厳正な
現金管理が可能となっている。
また，棒金収納庫のトレーには予備のフリースペースを

配置してある。利用客から受け取った変形硬貨や破れ紙幣，
商品券などのつり銭機に入れられない媒体を格納すること
ができ，使い勝手の向上を図っている。

5　あとがき

変化する市場ニーズに対応した自動つり銭機「ECS-

777」について述べた。自動つり銭機のターゲットとなる
流通市場には，さまざまな業種・業態が存在しており，そ
れぞれの要求も多様化してきている。市場のセルフチェッ
クアウト化のニーズにいち早く対応してきた富士電機のつ
り銭機は，業界No.1のセルフ機搭載率である。
決済のキャッシュレス化推進が予測される流通業界にお

いては，現金の取扱量が減少することも想定されるが，現
金取扱い業務の省人化，自動化ニーズは逆に高くなると予
測される。自動つり銭機の普及をさらに拡大するため，今
後もお客さまのニーズの変化に対応し，接客性の向上，利
便性の向上で顧客価値を高めていく。また，国内市場だけ
でなく海外市場にも目を向け，グローバルな事業として成
長させていく所存である。

参考文献
⑴　宮坂和好ほか. 流通分野向け自動つり銭機の高機能・高性

能化. 富士時報. 2010, vol.83, no.5, p.328-332.
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金銭関連機器の機構設計に従事。現在，富士電機
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担当課長。

表 2　「CST35」の仕様

項　目 仕　様

型　式 CST35

外形寸法 W270×D550×H65（mm）

容　

量

500円棒金 2本

50円棒金 2本

100円棒金 4本

10円棒金 4本

1円・5円棒金（共用） 2本

商品券・紙幣収納庫
フリースペース

硬貨予備ポケット

表　示 なし

操　作 POS連動による電磁ロック

棒金判別機能 電子式識別機能＊

インタフェース つり銭機経由でPOS に通知

質　量 約8kg

使用電源 DC24V（つり銭機から供給）

＊  フリースペースは除く



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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