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まえがき

金銭処理機（自動釣銭機）は，POS（Point of Sales）

レジスタ（レジ）に接続され，POS からの指示で所定の

釣銭を放出するほか，お客様から受け取った預り金も自動

収納し，釣銭として再利用する。

富士電機は，硬貨釣銭機として1993年に CSC60，1997

年に CSC600 を発売した。これらはスーパーマーケットな

どでレジ業務のスピードアップに貢献し，POS の標準周

辺機器として普及してきた。

最近では，紙幣釣札機能も備えた機種の顧客ニーズがあ

り，現状の硬貨釣銭機と同等のコンパクトな寸法で，紙

幣・硬貨一体形の金銭処理機「セリウス
〈注〉

-SM」（図１）を

開発した。

概　要

セリウス-SMのコンセプトは，現状のキャッシュドロ

アと置換え可能であること，また，パートタイマー，アル

バイトをはじめとして，だれもが簡単に扱えることである。

デザインは，チェッカーが使いやすいように，左側に硬貨

処理部，右側に紙幣処理部を配して一体形とした。

特　長

セリウス-SMには，以下の特長がある。

薄形ドロアサイズ（超小形）

レジのレイアウトが容易で，POS の積載配置も可能な

薄形設計である。

また，紙幣・硬貨とも前面の同一高さで取扱いでき，

チェッカーの作業時の負担にならない。

高速払出し

最大釣銭額： 9,999 円を約 3秒で払出しできる。

〈注〉セリウス（CEREUS）は，スピーディ（CELER）と信頼できる

（REUS）の合成語である。

ハイコストパフォーマンス

紙幣・硬貨一体形なので，現金管理が 1台でできる。

簡単操作

預り紙幣・硬貨は，一括でスピーディに自動収納できる。

紙幣・硬貨の機内在高は，数値管理しているので操作パ

ネルまたは POSから読み出せる。

仕　様

表１にセリウス-SMの概略仕様を示す。

構　成

図２にセリウス-SMのブロック図，図３に店舗内レジ

での設置例を示す。

硬貨処理部

６.１ 特　長

収納払出し機構として，硬貨釣銭機で新しく開発した横

形回転チューブ式収納庫を採用した。

この収納庫には以下のような特長がある。

薄形で大容量（1）
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図１　セリウス-SMの外観
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硬貨の収納容量を多くすることで，営業中の釣銭の補充

や回収の回数を少なくすることができる。

高速払出しが可能

釣銭を速く払い出すことで，レジ業務のスピードを上げ

ることができる。

６.２ 新方式の原理

従来から硬貨の収納・払出しに使用される方式は，次の

ようなものがある（図４参照）。

縦形チューブ式

自動販売機の硬貨処理部で使用されている方式であり，

チューブ内に硬貨を整列積みし，最下部の硬貨をスライド

機構で押し出して払い出す。

ベルトホッパ式

硬貨処理機によく使われる方式であり，平ベルトを底面

として仕切られた部分に硬貨をばら積みする。払出しは硬

貨分離機構で 1枚ずつ分離しながら行う。

しかし，これらには，高速払出しが困難，装置高さが大

きい，構造が複雑になるといった課題が多かった。

そこで，装置を高くすることなく，大容量にするために，

横置きにしたチューブの中に硬貨を整列積みする横形回転

チューブ収納方式を考案した。

この方式は，硬貨が回転するチューブに入ると，回転す

る自転車の車輪と同じように，起立する原理を利用したも

のである。このチューブにわずかな傾斜をつけることで，

下流に硬貨が送られ整列積みできる（図５参照）。これに

より，業界ではトップクラスの薄形・コンパクトで，大容

量を実現した。図４は同じ硬貨容量で，各方式の大きさの

違いをイメージ的に表したものである。

このチューブを金種分並べて配置することで，釣銭機の

硬貨収納庫を構成した（図２参照）。
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図２　セリウス-SMのブロック図

表１　セリウス-SMの概略仕様
 

取扱い金種  

投 出 速 度  

投出口容量  

収納庫容量  

国内発行貨幣9金種 

約3秒（9,999円出金時） 

硬貨約60枚（百円硬貨換算） 
紙幣約20枚 

一円，五円，十円，百円：各120枚 
五十円：110枚　五百円：80枚 
紙幣収納庫（混合）：300枚（官封券換算） 
壱万円回収庫　　　：200枚（官封券換算） 

投入口容量  
硬貨約50枚（百円硬貨換算） 
紙幣約10枚（束投入時） 

取込み速度  
硬貨6枚/秒 
紙幣1枚（束投入可）/秒 

表　　　　示 7セグメント LED　9けた 

表 示 内 容  

払出し金額 
収納貨幣の金種別枚数 
収納貨幣合計金額 
エラーコード 
金種別収納状態（H，Lおよびバー表示） 
その他動作モード 

外 部 接 続  RS-232C　1チャネル 

外 形 寸 法  500（W）×580（D）×130（H）mm

質　　　　量 約30 kg

使 用 電 源  AC100 V　50/60 Hz

消 費 電 力  待機時　約30 W，動作時　約100 W

代替投出機能 一つ下の金種で代替 

図３　店舗内レジでの設置例
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図４　各方式による大きさの違い
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６.３ 払出し機構の開発

縦形チューブ式のように，スライド機構により押し出す

方法は，回転するチューブの中で姿勢の安定しない硬貨を

高速で押し出すことが困難であるため，横軸回転チューブ

式では独自の繰出し方式を開発した。

これは，チューブの回転を利用して，硬貨をすくい上げ

て繰り出す方式である（図６，図７参照）。すくい上げる

つめは，チューブ先端に設けてあり，ソレノイドにより出

し入れができるようにしてある。また，硬貨の厚み大のス

リットをチューブ端に設けて，先端の硬貨をここに落下さ

せておく。この硬貨がストッパとなり，後続の硬貨はスリッ

トに入り込まないようにしてある。

払出し時には，チューブ先端に設けたつめを出して，こ

の落下している硬貨をすくい上げて繰り出す。１枚が繰り

出され，ストッパがなくなるのと同時に，後続の硬貨がス

リットに落ち込む。この動作が，チューブの回転と同期し

て次々と行われることで，高速払出しを可能にしている。

これらのメカニズムにより，新方式の硬貨収納庫を開発し

た。

また，シリーズ化への対応も行っている。大容量が要求

されるときはチューブを継ぎ足すという考え方により，基

本のベースチューブと，継ぎ足すチューブから構成した。

ベースチューブに，収納庫の要（かなめ）となる駆動機構

や払出し機構などを作り込んでおくことにより，継足し

チューブの構造を簡単にし，さらに大容量が必要なユーザー

にも容易に対応できる構成とした。

紙幣処理部

７.１ 特　長

薄形で大容量

千円，五千円，壱万円の 3金種を扱える従来にないコン

パクトな混合リサイクル収納庫方式を開発した。

従来は各金種ごとに収納庫を設け，その収納庫から出金

指令のあった金種を払い出す方式がとられた。しかし，こ

の方式では，収納庫が金種分必要となり，装置をキャッシュ

ドロアのサイズで実現できないという問題があった。そこ

で，３金種混合の収納庫とし，１枚ずつ繰り出された紙幣

でも釣銭として使わないものは，再び収納庫に戻す構造の

混合リサイクル収納庫を開発することでこの問題をクリア

した。

混合収納庫にすることにより，新しい紙幣が流通しても

判別論理を加えることで簡単に対応できるメリットも生ま

れる（図８参照）。

また，従来の制御系の構成では，制御カードは機能ブロッ

クごとにマイクロコンピュータ（マイコン）を実装したも

のが複数枚必要であり，そのままでは，スペース上配置で

きなかった。そこで，高速RISC（Reduced Instruction Set

Computer）マイコンをプロセッサとし，各機能をモジュー

ル化してすべてを組み込むことでワンカード化して対応し

た（図９参照）。

素早い入金が可能（2）

（1）
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傾斜 

図５　横形回転チューブ収納庫の原理
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図６　収納庫構成図（1）
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図７　収納庫構成図（2）
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図８　混合リサイクル収納庫の構成
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次に，入金部について説明する。お客様からの預り金を

短時間で処理できる非常に薄形な束入金方式を考案した。

従来，一括投入した紙幣は，分離繰出し機構で 1枚ごと

に分離・判別され，金種が確定したものは収納庫へ，それ

以外はリジェクト庫または出口に搬送される。しかし，こ

の方法は，入金部に複雑な分離繰出し機構を設けるため大

きなスペースが必要となり，また，１枚１枚繰り出し判別

するため入金処理時間が長いという問題があった。そこで，

最大10枚までの束にした紙幣を従来の１枚分の時間で搬

送・収納できる「束入金」方式を考案した。

束入金方式を採用したことで分離繰出し機構，リジェク

ト庫が不要になり，ドロアサイズで実現できた。また，入

金時間が短くできたのでチェッカーが次のお客様の処理に

すぐ移ることができるメリットも生まれた。

この方式の課題は，束状の紙幣が入れ方によってばらば

らになり，詰まったり，丸まったり，折れたりすることを

防ぐことであった。そこで，可動フラッパ機構（後述）で

紙幣に余計なストレスをかけない構造とし，これらの課題

を達成した。

７.２ 新技術の開発

次に，これらの特長を実現するうえでポイントとなった

点について説明する。

混合リサイクル収納庫

図８は，側面から見た混合リサイクル収納庫の構成であ

る。混合リサイクル収納庫の課題は，大きさの異なる通常

紙幣はもとより，状態の悪い紙幣（折れ，ふわふわ）が束

で入金されても詰まりにくい安定した集積技術とそれら紙

幣を 1枚ずつ詰まらせずに繰り出す技術である。

この課題に対応するために可動フラッパ機構を考案した。

可動フラッパはばねとモータを用いて，「上げる」「そのま

ま」「押さえる」の三つの位置で制御する。収納庫へ紙幣

を集積するときは，可動フラッパを搬送路より大きく持ち

上げ，集積を安定させた。

従来，収納庫の入口にあるオーバラップローラは，紙幣

を搬送方向に波状にして張りを持たせて，紙幣自身でフラッ

パを持ち上げ収納紙幣先端の折れや丸まりを防止している。

しかし，束入金では，紙幣が厚くなるために，オーバラッ

プローラ突入時に紙幣がばらけ，詰まるという問題があっ

た。そこで，可動フラッパを自動で持ち上げ，波状にして

紙幣に張りを持たせる度合いを小さくし，束状の紙幣が通

過しやすいように工夫を凝らして対応した。

この方式では，状態の悪い紙幣の束入金でも収納時にば

らけたり，丸まったり，折れたりしない安定した集積がで

きる。

次に収納庫からの繰出し時には，通常可動フラッパはお

もりを兼ね自重で紙幣を押さえるように制御する。

しかし，紙幣が折れたり，ふわふわしていると所定の動

作をしても繰り出せないときがあるので，可動フラッパを

ばねで自動的に押さえ，供給ローラのグリップ力を高め確

実に繰り出せるように制御する。

また，待機時に可動フラッパは，ばねで収納庫の紙幣を

押さえ紙幣の癖（折れ癖，ふわふわ紙幣のふくらみ）を取

る働きも加えた。

これらの一連の動作により集積・繰出し時の詰まりがほ

とんどない紙幣部を開発した。

自動在高更新機能

レジの取引きをよりスピーディに行うには，釣銭を速く

払い出すばかりでなく，預り金の入金（収納）を素早く行

うことも重要である。

これに対して，セリウス-SMでは，前述したように束

入金方式で対応し，瞬時に収納できるようにした。

このとき，束入金した紙幣は，２枚以上という扱いで，

そのまま収納されるが，出金時に 1枚ずつ判別計数し，自

動的に在高更新を行う。

また，紙幣収納庫には，紙幣が循環する目印として「精

査紙」を常に保留させており，POS または操作パネルか

らの指示により，収納庫内のすべての紙幣を 1循環させて，

直ちに在高を確定させることもできる。

これらにより，使い勝手の良さと正確性を両立させた。

あとがき

セリウス-SMの開発を通しては，約50件の特許を出願

中であり，これらの画期的な方式をもとに他業態向けの次

機種も開発中である。

また，紙幣処理部の構造は，基本的に金種が増えても対

応可能であり，2000年 7 月に発行が予定されている新札に

も対応できる見込みである。
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