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1　まえがき

富士電機はパチンコホール向けに，金庫紙幣搬送システ

ムや景品 ･ 会員管理システムなどを提供している。

近年，地球温暖化による環境問題は，パチンコ業界で

も例外ではない。｢京都議定書｣ の発効を受け，全日本遊
技事業協同組合連合会は，“環境自主行動計画”を策定
し，2010 年度における CO2排出量を 2007 年度の実績に対
し 9% 程度削減する目標を揚げ，廃棄物対策や環境マネジ

メントなどの取組みを行っている。組合員であるホール企
業は，この取組みに加え，省エネルギー（省エネ），機器
リサイクルなど環境対応に着目し始めている。特に，｢エ
ネルギー使用の合理化に関する法律｣（省エネ法）に則り，

経営資源を省エネに投資するホール企業が増加している。

このようなニーズの変化に対応するため，省エネ ･ 小型軽
量な小型 4 金種混合金庫紙幣搬送システムを開発した。本

稿では，その概要を紹介する。表₁に仕様を示す。

2　開発の背景

₂.₁　パチンコホールの構成

パチンコホールは図₁に示すように，遊技台が設置され

ている島と，出玉を計数する計数機，計数された玉数に応
じ景品と交換する景品交換カウンター，ホール管理を行う

事務所から構成されている。

パチンコホールには遊技台が数百台設置されている。遊
技台と遊技台の間には台間玉貸機があり，遊技客は，台間
玉貸機に現金を投入することにより供給される玉で，遊技
を行う。遊技台と台間玉貸機は，背中合わせに 20 〜 40 台
並んで，島を形成している。金庫紙幣搬送システムは，島
ごとに設置し，各台の遊技客が台間玉貸機に投入した紙幣
を島端の金庫まで搬送し収納する。

₂.₂　紙幣搬送システムの課題と市場ニーズ

富士電機の従来の紙幣搬送システムは，各台の台間玉貸
機から排出された紙幣を，電気的駆動機構を持った一時保
留ユニットで受け取り，タイミングを取りつつ搬送路に取
り込む構造であった。そのため，ユニットを駆動するため

の電源が，1 店舗当たり数十台必要であった。また，台間
玉貸機は，異なったメーカーからさまざまな機種が販売さ

れており，制御仕様や紙幣排出姿勢も異なっているため，

対応可能な機種は限られていた。そこで，省エネを図るだ

けでなく，さまざまな機種に対応できる紙幣搬送システム

の提供が必要となった。

また，金庫部分は島の先端部に設置され，通路スペー

スや島の形状だけでなくホールのレイアウトにも影響す

る。特に，都市部の小規模店舗では，狭い店舗スペースに
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表₁　４金種混合金庫紙幣搬送システムの仕様

項　目 仕　様

型　式 「TSB800」 「TSB510」（従来機）

金庫の
外形寸法

W325 × D210 × H430
（mm）

W330 × D288 × H685
（mm）

消費電力 39/41 W（動作時） 175 W（動作時）

製品質量 18 kg 25 kg

収納枚数
両島：完封券　約 1,000 枚
　　　（左右搬送路）
片島：完封券　約 500 枚

完封券　約 1,000 枚

対応金種
紙幣

一千円，二千円，
五千円，一万円 同　左

表示パネル 蛍光表示管 LED

搬送方式 ゴム摩擦を利用した樹脂
チェーン搬送方式

紙幣挟持機構付き
チェーン搬送方式
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より多くの遊技台を設置するため，金庫設置スペースは限
られる。設置条件に左右されず，取扱い性も考慮した金庫
の小型化は，金庫紙幣搬送システムの重要なポイントであ

る。近年，客層を広げるために娯楽性を重視した 1 玉当た

たり 1 円の低価貸玉営業を行うホール企業が増加しており，

粗利率は減少する傾向にある。そのため，パチンコホール

の周辺機器には，機材単体のみならず，製品ライフサイク

ルトータルでの低コストシステムが求められている。

3　開発の狙い

₂.₂ 節の課題の解決と市場ニーズに応えるために，次
の開発の狙いを掲げた。

⑴　省エネ対応
遊技台を 40 台設置した島で比較すると，従来機に対し，

消費電力を 75% 以上削減する。

⑵　ダウンサイジング対応

従来機に対し，体積比で 50%，質量比で 30% 以上を削
減する。

⑶　台間貸玉機の接続対象拡大
接続対象が，従来機は 2 メーカーのみの対応であったと

ころを，主力 7 メーカーに拡大する。

⑷　設置性の改善
⒜　業界トップクラスの金庫の小型化
⒝　島構成に対し，従来金庫は右用と左用の 2 機種で対

応していたものを左右兼用の 1 機種で対応
⒞　設置時間の 30% 以上短縮

4　製品構造

₄.₁　省エネルギー対応紙幣搬送機構の開発

従来の紙幣搬送機構に対し，消費電力を大幅に削減し，

構造を簡素化した新紙幣搬送機構を開発した。

⑴　新紙幣搬送機構
従来の紙幣搬送は，各台の台間玉貸機から排出された紙

幣を電気的駆動で構成された一時保留ユニットで受け，搬
送チェーンに取り付けられた紙幣挟持機構“ピック”にタ

イミングよく受け渡すシステムであった
⑴

。

この搬送機構では，複雑な機構と制御を行って一時保留
ユニットとピックとを精度よく連係させるため，個別紙幣
制御機構とそれを駆動するための電源が必要であった。さ

らに，高い位置精度の設置施工が必要であった。

従来の紙幣搬送には，金庫内の AC モータ 1個と遊技台
数と同じ個数のモータを使っていた。新紙幣搬送機構では，

島端にある金庫内の AC モータ 1個だけで，チェーンを回
して紙幣を搬送している。

図₂から図₄に新紙幣搬送機構を示す。台間玉貸機から

挿入された紙幣は，紙幣挿入ユニット内の通路に沿って搬
送カバーとキャリーゴムの隙間（すきま）に導かれる（図

₂）。導かれた紙幣は紙幣挿入ローラによりチェーンに取
り付けられたキャリーゴムに押し付けられて引き込まれ，

搬送カバー内面の金庫までつながる突起“リブ”と上下 2

事務所
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紙幣投入口

遊技台

台間玉貸機

台間玉貸機
紙幣投入口

紙幣搬送装置
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景品交換カウンター
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計数機

自動販売機

（b）島構成図

（a）パチンコホール全体

（c）紙幣搬送システム構成図

図₁　パチンコホールにおける島構成と紙幣搬送システム構成図

紙幣挿入ユニット

紙幣

紙幣挿入ローラ

キャリーゴム

チェーン

台間玉貸機から
紙幣が挿入される

図₂　紙幣搬送機構横断面
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段に取り付けたキャリーゴムにより変形する（図₃）。紙
幣には元の状態に戻ろうとする弾性力が発生するため，リ

ブとキャリーゴムに接触し続ける。このとき，樹脂製リブ

の摩擦力とキャリーゴムの摩擦力の差を利用し，紙幣は摩
擦力の大きいキャリーゴムの取り付けられたチェーンに

よって，金庫へと搬送される（図₄）。

この構造により遊技台ごとに必要であった一時保留ユ

ニットが不要となり，1 店舗で十数台必要であった一時保
留ユニット用電源もなくすことができた。消費電力は 1 島
当たり 175 W から 41 W へと 75% 以上の削減を達成した。

また，チェーン駆動中は常時紙幣を取り込むことができ，

台間玉貸機と紙幣の受渡しタイミングに影響されにくいた

め，主力 7 メーカーの台間玉貸機との接続を可能とした。

⑵　伸縮式搬送カバーによる設置性向上
パチンコホール内の設備機器の交換工事は，店休日を増

やさないために，定期的に行われる遊技台の交換工事に合
わせて行われることが多い。このため，より短い時間で設
置できることが望まれる。

建屋のレイアウトや柱などによって，島ごとや，同じ島
でも遊技台と遊技台の間隔は一定ではない。従来の搬送機

構では，遊技台間隔に合わせて現地で搬送カバーを切断加
工し対応していたことが，短時間設置を阻害していた。

図₅に開発した伸縮式の搬送カバーを示す。伸縮式の搬
送カバーは，3 種類の部品から構成されている。各部品を

スライドさせることにより，60 mm の範囲で調整が可能
である。現地の台間隔の寸法に合わせて，隙間なく簡単に

設置できようになり，設置時間を約 30% 短縮した。

₄.₂　小型 4 金種混合金庫の開発

⑴　金庫サブユニット化構造
島構造には，両側に遊技台が並ぶ両島と片側のみに並ぶ

片島がある。片島は，壁に並ぶように構成する場合が多い。

搬送中心の壁からの距離を 90 mm として，搬送中心を

金庫に対して右寄り，左寄りとした 2 機種を用意していた。

さらに，扉の開閉方向の変更は，工場で扉を交換していた。

そのため，従来は 4 種類の金庫で対応していた。そこで，

1 機種で対応できる新たな紙幣収納方式を採用し，小型で

軽量な金庫を開発した。

図₆に新金庫構造図を示す。標準機では筐体（きょうた

い）の中央に駆動部を設置する。また，左右 70 mm 位置
を変えて取り付けることができ，壁際への設置にも対応で

紙幣 紙幣挿入ユニット

紙幣挿入口ーラ

チェーン

キャリーゴム 台間玉貸機

図₄　紙幣搬送機構

筐体

駆動部

収納庫

受取り機構

図₆　駆動部と収納庫の構造図

560～620mmまで調節可能

スライドによる調整

紙幣挿入ユニット

図₅　伸縮式搬送カバーの構造

上レール

紙幣

搬送カバー

キャリーゴム

リブ

チェーン

中レール

図₃　紙幣搬送機構縦断面
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きるようにした。収納庫は，両島では左右に取り付け，片
島では，どちらか一方に取り付ける。また，収納庫は左右
共通で，上下を逆さに取り付けることで共通化を図ってい

る。図₇に示すように 1 機種で各種の設置パターンに対

応できるようにした。機構部分はサブユニット化している。

これにより，島構成に合わせた取付けを現地で簡単にでき

るようにした。また，壁や障害物のため，扉の開き方向を

変更する場合は，扉のヒンジの取付けを変えることにより，

部品追加や交換しなくても，右開きと左開きの設定を可能
にした。

⑵　小型化
店舗通路への影響が大きい金庫の奥行寸法の縮小は，特

に重要な課題である。図₈に示すように，従来機はピック

に挟んだ紙幣をチェーンスプロケット部で回転し落下させ

てから収納庫に紙幣を収納していた。このため，紙幣を回
転させるために回転軌跡分のスペースが必要であり，奥行
寸法小型化の阻害要因となっていた。そこで，このスペー

スを縮小するために，チェーンにて搬送された紙幣をその

まま受け取り，収納庫横まで搬送し，プッシャにて収納庫
に紙幣を整列させて収納する新方式を開発した。これによ

り，チェーンスプロケットの軸位置を島内位置に設け，受
取り機構を奥に設けることができ，奥行寸法を 288 mm か

ら 210 mm に，高さ寸法を 685 mm から 430 mm に小型化
することができた。また，構成部品の形状と板厚の最適化
を検討し，従来機と比較し質量約 30% 減の軽量化，体積
比 50% 減を達成した。

⑶　紙幣の新収納方式
 従来機では紙幣を 1 枚ずつ搬送していた。今回は，連

続投入方式とするため，次のような不具合が予想された。

⒜　金庫に搬送する途中で，紙幣が重なったり，連なっ

たりしてしまう。

⒝　紙幣には，しわが多く腰の弱いものや，いろいろな

パターンで折れ癖があるものがある。変形状態によっ

て搬送状態が変化する。このような紙幣は整列されず

にスタッカに収納されてしまう。

これらの課題を解決するため，搬送をゴムローラと羽根
形状のローラを組み合わせた受取り機構とすることで，紙

①

②

搬送ローラ

羽根車

プッシャ

紙幣搬送路
受取り機構

スタッカ

③ ④

収納庫

図₉　紙幣の搬送路から収納庫までの流れ

紙幣

紙幣

金庫背面位置

奥行き：288mm

収納庫

紙幣回転軌跡

(a) 従来金庫断面

(b) 新金庫左断面

チェーン
スプロケット中心

紙幣長さ：
最大160mm

金庫背面位置

搬送ローラ

奥行き：210mm

紙幣

78mm

扉
前
面

扉
前
面

収納庫
受取り機構

ピック

～

図₈　搬送路から金庫への紙幣受渡し

（a）両島（標準） （c）島の右側に壁が
ある場合

（b）島の左側に壁が
ある場合

90ｍｍ
搬送中心搬送中心

70ｍｍ

壁

90ｍｍ
搬送中心

70ｍｍ

壁

図₇　駆動部と収納庫の設置パターン
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幣を整列できるようにした（図₉①〜②）。また，開店時
の一斉紙幣投入を想定した連続紙幣搬送ができるように

するため，10 枚まで一括でスタッカに収納できるように，

プッシャ性能も強化した（図₉③〜④）。

⑷　金庫のメンテナンス，取扱い性向上
金庫機構内のフォトセンサの定期清掃や変形紙幣による

紙幣詰まりの解除，保守部品の交換などメンテナンスが必
要である。サービスマンが都度対応することになると費用

や時間が問題となる。そこで，収納庫部は，図₁0 に示す

ように斜めに引き出すようにして，金庫奥にある受取り機
構に容易にアクセスできるようにした。受取り機構は，図

₁1 に示すように引き抜くだけで，着脱可能な構造とした。

収納庫単体も化粧ビス 1 本で取外し可能とした。また，工
具レスで清掃やメンテナンス ･ 交換ができるようにした。

従来は，状態コードで表示していた金庫の状態を，本機で

は，分かりやすくするために蛍光表示管を搭載し，日本語
の表示とした（図₁2）。このように，日常メンテナンス性
を大幅に向上し，ホール従業員の負担を大幅に軽減した。

5　あとがき

本稿で紹介したように金庫紙幣搬送システムでは省ス

ペース化と省エネルギー化を果たした。

今後は，今回開発した新機種をベースにバリエーション

の拡充を行うとともに，さらなる新金庫紙幣搬送システム

の開発にも取り組んでいく所存である。
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埼玉工場レジャー事業推進室。

運転中

金庫異常

金庫停止

ドア金庫停止

金庫満杯

紙幣詰り

紙幣詰り

紙幣詰り

収納異常

搬送異常

搬送停止

搬送停止

表示例

図₁₂　蛍光表示管による表示

受取り機構

図₁₁　受取り機構の着脱

収納庫

図₁₀　収納庫の可動位置（横断面図）



＊ 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。




