
本アプリケーションは内蔵カメラを使って紙幣を映すだけで、その額面を音声や画面でお知ら

せします。 

主に、目の不自由な方にとって、紙幣の額面を確認する補助的な役割を果たします。 

操作は、内蔵カメラで紙幣を読み取るように撮影します。シャッター操作は不要で紙幣を識別

できた場合は、その額面を音声や画面でお知らせします。 

本アプリケーションの起動後に注意事項が画面に表示されますが、目の不自由な方の利便性に

配慮して、自動的に紙幣の識別画面に推移します。利用に当っては、下記事項をご確認願います。 

 

◇注意事項 

1 本アプリケーションは、紙幣の額面を確認する為の補助的な役割を果たすものであり、真偽判

別機能は有りません。 

2 ダウンロードには、別途通信料がかかります。 

3 iPod touch 16GB(第 5世代)は、内向きカメラのみ内蔵の為、操作しづらい面があります。 

◇マニュアル 

詳細な取扱方法は、国立印刷局ホームページ(http://www.npb.go.jp/)をご参照ください。 

◇ライセンス 

本アプリケーションは OpenCVを使用しております。本ライセンス情報は http://opencv.orgを

ご参照ください。 

OpenCV Release 2.3 

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. 

If you do not agree to this license, do not download, install, 

copy or use the software. 

 

License Agreement 

For Open Source Computer Vision Library 

 

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved. 

Copyright (C) 2008-2009, Willow Garage Inc., all rights reserved. 

Third party copyrights are property of their respective owners. 

 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 

are permitted provided that the following conditions are met: 

 

* Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer. 

 

* Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

本アプリケーションについて 



 

* The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission. 

 

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and 

any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied 

warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. 

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, 

indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages 

(including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; 

loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused 

and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, 

or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of 

the use of this software, even if advised of the possibility of such damage. 

 

◇プライバシーポリシー 

本アプリケーションにおける利用者情報の取扱いの概要は次のとおりです。国立印刷局ホーム

ページ(http://npb.go.jp/)にも記載しています。必ずご確認いただき、内容をご理解の上、ご利用

ください。 

1 本アプリケーション提供者の氏名 

  独立行政法人 国立印刷局 

2 本アプリケーションが取得する情報の項目 

  本アプリケーションは、利用者情報を取得しません。 

3 外部送信・第三者提供の有無 

  本アプリケーションは、利用者情報の外部送信・第三者提供をしません。 

4 情報収集モジュールの有無 

  本アプリケーション内に情報収集モジュールを組み込んでおりません。 

5 第三者による確認 

  2～4 は、本アプリケーション作成者以外の第三者(アプリケーション開発会社)によって、確認

されています。 

6 問合わせ窓口 

  国立印刷局 広報室 

TEL：03-3587-4210 平日 8:30～11:45、12:45～17:15 

（上記時間外、土、日曜、祝日、年末年始 12月 29日～1月 3日を除く） 

7 プライバシーポリシーの変更を行う場合の手続 

  プライバシーポリシーの変更に関しては、本アプリケーション提供サイト(App Store)及び国立

印刷局ホームページに告知します。 

  ※本プライバシーポリシーは、総務省「スマートフォンプライバシーイニシアティブ」に準拠

しています。（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000087.html） 


