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通貨機器における市場および技術動向
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1974 年の自動販売機用硬貨処理装置の生産開始に続いて，紙幣識別装置を製品化した。偽造・変造した硬貨や紙幣を排
除する技術とともに，省エネルギー・軽量化をはじめとする環境負荷低減などの社会的要求にも応えている。さらに，ユ
ニバーサルデザインの導入など購入時の利便性の向上を図り，より魅力ある自動販売機の提供に寄与している。つり銭機で
も，確実な紙幣・硬貨の受入れと払出しや省エネルギー，POS システムとの連動などの機能について，高い評価を得ている。
マルチブランド対応の電子決済端末も店舗用と自動販売機搭載用をそろえ，利便性や信頼性の高い製品を提供している。
Following the start of production of coin handling equipment for vending machines in 1974, Fuji Electric also commercialized bill validation equipment. Such equipment provides not only advanced technology for removing counterfeit coins and bills, but also meets society’
s requirements for low environmental impact with features such as energy savings and light weight. Additional measures, such as the adoption of
a universal design, have resulted in improved convenience at the time of purchase and have enabled the provision of vending machines that
are more attractive. Change machines not only accept and payout bills and coins reliably and achieve energy savings, but also are equipped
with functions linked to a POS system, and have been highly regarded in the marketplace. Other convenient and highly reliable products, such
as multi-brand payment terminals for stores and vending machines, are also being supplied.
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まえがき

での決済手段が多様化し，これに富士電機は対応している。
当初は，通貨機器には，無人化，効率化，利便性などの

富士電機は，通貨機器事業において，自動販売機へ主に
搭載する硬貨処理装置（コインメック）や紙幣識別装置
（ビルバリ）を足がかりに，POS レジスタと連動した自動
つり銭機など，さまざまな製品を開発し市場へ投入してき

ニーズに対応した機能が重視されていた。近年は，省力化，
省人化あるいはセキュリティに寄与する機能 ･ 仕様が強く
求められるようになってきている。
富士電機の自動つり銭機は，装置内の現金を自動再計数

た。さらに現金決済に加え，
“電子決済”を推進するため，

する“精査”機能，支払い時に預かった現金を直接識別し

各種電子マネー用の電子決済端末を開発し，決済の効率化

て金種判定する“入金確定”機能などを搭載している。レ

と利便性を提供している。

ジ係が交代する時の現金在り高の迅速な確認や，作業に不

これまで，500 円硬貨の発行・改鋳や紙幣の発行・改刷

慣れな従業員でも間違いの少ない現金取扱いを可能にし

に対応した新たな偽造防止技術の開発を進めることにより，

ている。そのため，大手スーパーマーケットなどの深夜

金銭処理技術を蓄積してきた。さらに，処理速度，識別率

･ 24 時間営業やパート ･ アルバイトの即戦力化などにも

の向上を進め，技術の高度化を図ってきた。

対応でき，顧客から高い評価を得ている。

本稿では，最初に通貨機器市場について述べた後，貨幣

富士電機は，偽造・変造した硬貨や紙幣の排除性能，信

および富士電機の製品・技術の変遷と，今後の展望につい

頼性を基本技術として蓄積してきた。これらの技術に省力

て紹介する。

化，セキュリティなどの技術を付加し，保守性も配慮した
製品群を開発し，市場のニーズに応えてきた。今後も，さ
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市場概況と富士電機の取組み

らなる省力化 ･ 効率化を実現した製品が市場から求められ
ている。

一般に，通貨機器は，非常に広範な装置として定義され
ている。本稿では富士電機が展開する事業範囲，特に流通

3

貨幣動向

分野に関して記述する。
流通分野における通貨機器は，主に無人化や効率化をす

法令用語では，
“貨幣”は本位貨幣（金貨 ･ 銀貨）を指

るために導入されてきた。代表的な無人化装置である自動

し，政府紙幣 ･ 銀行券と区別され“硬貨”を指すものであ

販売機のすべてに，コインメックが搭載されている。加え

る。本稿では，一般的に使われている硬貨と紙幣の総称の

て，紙幣の持ち合わせしかない消費者へも購入機会を提供

意味で取り扱う。次に，1950 年代からの日本の硬貨 ･ 紙

するビルバリも多く搭載されている。

幣の主要動向について説明する。

百貨店やスーパーマーケットにおいて，近年普及してい
る POS レジスタと連動する自動つり銭機は，レジの混雑

₃.₁ 硬貨の動向

緩和や効率化などに貢献している。さらに，2007 年から

1957 年に 100 円硬貨が発行されて以後，長らく新硬貨

の各種電子マネーの急速な普及により，店舗や自動販売機

の発行はなかった。その後の物価上昇および 100 円硬貨の
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流通量が全硬貨の 60 % を超え，また自動販売機の普及に
伴い利便性を向上するため，1982 年に 500 円硬貨が発行
の使用が急速に普及した。

₃.₂ 紙幣の動向

1963 年に千円紙幣が発行されてから，硬貨と同様に長
い間新しい紙幣は発行されなかった。

しかし，1997 年ごろ韓国の 500 ウォン硬貨（500 円硬

1970 年代以降，普及が進んだコピー機を利用して偽造

貨の約 1/10 の価値）を加工した変造硬貨で自動販売機か

する犯罪が増え，偽造防止のため紙幣のセキュリティ向上

ら不正にお金を取り出す犯罪が多発した。500 ウォン硬貨

が求められた。また，当時，C 券（戦後 3 番目に発行され

は 500 円硬貨と，材料，大きさ，質量などが類似していた

た銀行券）と呼ばれる紙幣が流通していた。五百円紙幣 ･

ため，当時，それを加工したものを排除することは困難で

千円紙幣 ･ 五千円紙幣 ･ 一万円紙幣のすべての長さや幅が

あった。自動販売機メーカー ･ 券売機メーカーは技術改良

違ったので，機械で処理するには困難であった。

を進めたが，既に設置されている機械を対応するには多大

〈注 1〉

〈注 1〉

そこで，1984 年に幅寸法を統一した D 券 が発行された。

な費用がかかるため，既設機械への対応も困難であった。

この D 券は，マイクロ文字 ･ 特殊インキ ･ 識別マークな

自動販売機や券売機などでは 500 円硬貨が使えない状態に

どの偽造防止技術を織り込んだ，当時，世界最高水準の技

なり，社会的な問題となった。そこで，新しい硬貨を発行

術を取り入れた紙幣であった。この紙幣の新たなセキュリ

することが検討され，図₁ に示す特徴を持った偽造しにく

ティ技術のおかげで，偽造紙幣は減少していった。しかし，

いセキュリティを向上した新 500 円硬貨が，2000 年に発

その後のパソコンの進化は目覚ましく，高性能のスキャナ

行された。その後は，新硬貨に対する偽造 ･ 変造硬貨の発

･ カラーコピー機の登場などで，新たな偽造紙幣が出回る

生は減少し，貨幣に対する信頼性が向上した。

こととなった。

一方，通常硬貨のほかにオリンピック開催などの国事
を記念して，記念硬貨が都度発行されている。最近では，
2008 年に図₂ に示す地方自治法施行 60 周年記念硬貨が発
⑴

その結果，さらなる偽造防止技術を織り込んだ紙幣（E
〈注 1〉

券 ）が 2004 年に発行され，今日に至っている。例として，
⑵

一万円紙幣の偽造防止技術について図₃ に示す。

行されている。この記念硬貨は材料の違う 2 種類以上の金

2004 年の E 券の発行に先立って，2000 年に二千円紙幣

属で構成されており，さらに新しい偽造防止内容を織り込

が発行された。2 の単位の貨幣を使う習慣のない日本では

んだ硬貨（バイカラー ･ クラッド貨幣）となっている。

使い勝手が悪く，一時的に発行されたが以降は発行されず，

ユーロ硬貨などにも同様の偽造防止内容が織り込んだ硬
貨が発行されており，さらなる偽造防止の観点から今後の
動向が注目されている。
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画像提供：独立行政法人造幣局
（1）材質がニッケル黄銅
（2）潜像

図₁

（3）斜めギザ
（4）微細点・微細線

新 500 円硬貨（2000 年 8 月流通開始）の特徴

画像提供：独立行政法人造幣局

図₂

（5）

（5）

（5）

画像提供：日本銀行
従来の偽造防止技術
［1］すかし
［2］超細密画線
［3］凹版印刷
［4］マイクロ文字
［5］特殊発光インキ

図₃

新しい偽造防止技術
（1）ホログラム
（2）すき入れバーパターン
（3）潜像模様
（4）パールインキ
（5）マイクロ文字
（6）特殊発光インキ
（7）深凹版印刷
（8）識別マーク（深凹版印刷）

一万円紙幣（E 券，2004 年 11 月発行開始）の偽造防止

地方自治法施行 60 周年記念硬貨（北海道分）
500 円バイカラー・クラッド硬貨

〈注 1〉紙幣のシリーズ記号：353 ページ ｢解説 1｣ 参照
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市場ではあまり使われていない。

を市場へ投入している。

4

述べる。

通貨機器の各種製品と技術の変遷と今後の動向について

特 集

技術動向

₄.₁ 現金決済機器

図₄ に，富士電機の現金決済機器の技術ロードマップを

示す。特に，通貨機器において重要となるコア技術として

⑴

次の技術が挙げられる。

コインメック
富士電機が 1974 年に生産を開始し，最初に市場へ投入

⒜

硬貨の検銭技術，紙幣の鑑別技術

したコインメックは機械式であった。並行して開発を進め

⒝

貨幣を搬送，収納，払出しを基本動作とするハンド

た電子式コインメックの製品化により，性能は大きく伸長

リング技術，機器の制御技術

し，変造貨，外国貨の排除能力が年を追うごとに向上して

富士電機は多くの技術開発に継続的に取り組み，これら

きた。

の技術のレベルアップを図り，決済の自動化で必要な“正

先述したように，韓国 500 ウォン硬貨の変造による犯罪

確性”
“迅速性”
“容易性”を持った多様な製品やシステム

行為が急増した。富士電機は業界に先駆けて，1999 年に

（年）

1990

1995

2000

2005

2010

E 一万円券
/ 五千円券 / 一千円券

D 一万円券 / 五千円券 / 一千円券

D 二千円券
トピックス

500 円白銅貨

500 円ニッケル黄銅貨

▲消費税導入（3％）

▲消費税導入（5%）
●はみ出し自動販売機問題
●違法電波いたずら

●５００ウォン変造貨大量発生

▲飲料自動販売機にビルバリ搭載

▲中国市場進出
●省エネ化

コインメック
製品シリーズ

ビルバリ

FL

FH

BVL

BVS

FK

BVT

FJ

BVD

FM

BVN

BVJ

CSB30SS/CSC60SS

BVE

ECS03

つり銭機

ECS-06
CSC60

ECS-02

センサコイル 3 対（外径・材質・板厚）

ECS-02Ｆ

ダブルコア（表面模様検出強化）

カラーセンサ導入

センサ技術

ECS-07

模様検知センサ導入

磁気センサ（出力レベル調整レス化）

現物エスクロ *
500 円 100 円 /500 円
100 円 4 枚 /500 円 3 枚

3 金種同時払出し

FG
センサ

ハイブリッドセンサ

技術項目

小型・薄型化

払出し確認センサ

ローラ搬送技術・ユニット化構造

構造技術

盗難防止構造
1 枚エスクロ *

複数枚エスクロ*

硬貨出金自動化

紙幣・硬貨出金自動化

在り高精査，
入金確定
拡張機能（JRB）対応

通信技術

一時保留，
硬貨精査
拡張機能強化

VTS 通信（自動販売機標準シリアル）
海外規格（MDB）対応

＊ エスクロ：353ページ「解説2」参照

図₄

富士電機の現金決済機器の技術ロードマップ
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2000 年の二千円紙幣の発行時には，速やかな対応により，

精巧な変造貨にも対応した防止策を提案した。この対策に

顧客満足度を高めた。2004 年の改刷時には，新しい偽造

加え，新 500 円硬貨の登場もあり，犯罪件数は激減した。

防止技術を取り入れ，性能向上した製品を市場に投入した。

コインメックの主要な適用製品である自動販売機は，
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
（省エネ法）で
特定機器に指定されている。そのため，環境対応のための
コインメックの技術開発を進めている。
図₅ に示す 2006 年に発売した ｢FM シリーズ｣ では，

低消費電力化，軽量化，組立 ･ 分解の容易化など環境負荷
⑶

低減に取り組んだ。
⑵

ビルバリ
1974 年に，両替機用に生産を始めたビルバリは，1979

ビルバリの環境負荷低減は，図₆ に示す 2008 年に発売し
⑶

た ｢BVE シリーズ｣ に反映した。
これらの汎用機に加えて，高付加価値対応技術，環境対
応技術のレベルアップが今後，要求されてくる。これらの
要求に対応する製品として，例えば，コインメック，ビル
バリから発展したつり銭リフターや硬貨一括投入ユニット
「KT シリーズ」
（図₇）
，自動販売機にポイントカードシ
ステムを導入したビル & カード機シリーズ「BCE」
（図₈）
がある。

年に初めて自動販売機に搭載された。1982 年には，高額

つり銭リフターは，お年寄りや，車いすに乗った人など

商品の販売にも対応できる複数枚紙幣返却機能を持つビル

がつり銭を取りやすいユニバーサルデザインを実現するも

バリの生産を開始した。1987 年に普及型の ｢BVL シリー

のである。硬貨一括投入ユニットは，より簡便な操作をエ

ズ｣ を市場へ投入したことで，飲料自動販売機への搭載率

ンドユーザに提供するものである。これらのユニットによ

も上昇し，現在では，90 % 以上に達している。自動販売

り，従来以上に魅力のある自動販売機を提供できるように

機の歩道などへのはみ出し問題に対処するため，1994 年

なった。

から 1995 年にかけて開発した薄型タイプは，その後，最

⑶

も使われている千円ビルバリの標準機となった。
1984 年の千円紙幣，五千円紙幣，一万円紙幣の改刷時や，

⑷，⑸，⑹

店舗用機器向け自動つり銭機

流通分野への通貨機器の導入は当初，レジ作業を効率化
するために始まった。従来，ドロアーから金銭を出し入れ

図₅

コインメック「FM シリーズ」

図₇

硬貨一括投入ユニット「KT シリーズ」

図₆

ビルバリ「BVE シリーズ」

図₈

ビル & カード機シリーズ「BCE」
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していた。これを，つり銭機が自動で行うことで，キャッ

績がある。

シャーの煩雑さが解消し，迅速な作業を進めることができ，

⑷

特 集

顧客サービスの向上に貢献できた。その後は，流通業界の

サービスステーション向け紙幣 ･ 硬貨つり銭機
富士電機がサービスステーション向けに開発した第一世

システムのリプレイスに合わせて紙幣つり銭機も市場での

代の紙幣 ･ 硬貨つり銭機は，1996 年の発売から 800 台前

地位を確かなものにしている。

後の納入実績がある。さらに，流通業界向けに開発した装

富士電機は入出金を大量に扱う入出金機として，1992

置をベースにして小型化を実現した第 2 世代の ｢ECS03｣

年に金融機関向けに ｢OT5600｣ を開発した。その技術を

は，3,000 台以上を販売した。サービスステーション向け

進化させ，流通業界向けにはレジ台に置ける硬貨つり銭機

には，1998 年の ｢消防法｣ の改正を機に，セルフ化に伴

として ｢CSC60 シリーズ｣ を 1994 年に製品化した。この

う無人運用を見据えた商品として，世界最小のつり銭機

製品は，従来のレジ台に完全に納まるコンパクトな外形と，

｢ECS-06 シリーズ｣（図₁0 ）を発売し，10,000 台以上の実

繁忙時にも対応できる硬貨処理速度と収納容量を兼ね備え

績に達している。
今後は，元売りメーカーの再編に伴い，サービスステー

た硬貨つり銭機として，市場で高い評価を得た。
硬貨つり銭機の導入によるレジ作業の効率化の効果が

ションの省力化がさらに加速すると考えられる。防盗技術

認知されるようになり，他社に先駆けて富士電機は 1998

などにおいて，顧客ニーズに対応した迅速な開発を進め，

年に，紙幣 ･ 硬貨一体型のつり銭機

｢ECS-02｣

を開発し，

安全 ･ 安心な利便性の提供に貢献していきたい。

流通市場へ提供した。この製品はレジ台に納まる外形を維
持しつつ，処理速度や紙幣 ･ 硬貨収納容量を改善している。

₄.₂ 電子決済機器

この製品は，新たに開発した要素技術を随所に盛り込んで

⑴

おり，発売当初からさまざまな提案を行った結果，2000
年に入って需要が急速に伸びている。

自動販売機搭載用電子決済端末
1998 年に開発した自動販売機搭載用電子決済端末は，

カードを挿入するタイプであった。

さらに，顧客ニーズを掘り起こし，流通業界向けで初め
｢ECS-07

非接触 IC カードの特長を生かしたタイプとして，2000

シリーズ｣

年にタッチ式の電子決済端末を開発した。このタッチ式の

（図₉）を 2006 年に発売し，現在までに 10,000 台以上の実

電子決済端末は，購入する商品を先に選択し，その後カー

てとなる入金確定機能を取り入れた

ドをタッチするセレクションファースト方式では業界初の

図₉

紙幣・硬貨自動つり銭機「ECS-07 シリーズ」

図₁₁

図₁₀

サ
 ービスステーション向け紙幣・硬貨小型つり銭機
「ECS-06 シリーズ」
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自動販売機搭載用電子決済端末「FCL-MVCAD シリーズ」

（a）分離型
「FCL-C100 シリーズ」

図₁₂

店舗用電子決済端末

（b）一体型
「FAP10 シリーズ」
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あとがき

今後も，決済機器 ･ 決済技術の発展に努力し，お客さま
や市場のニーズに応え，社会に貢献していく所存である。
＊本稿に記載した商標または登録商標は，354 ページ「商標」を参
照のこと
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簡単になる。
〈注 2〉

FeliCa 仕様の電子決済端末の開発後，2002 年からは，
Edy が使えるタイプの電子決済端末の製造を開始した。
また，2006 年には，複数の電子マネーが使えるマルチ
ブランド対応の店舗用電子決済端末 ｢FCL-C100 シリー
ズ｣ を開発し，3,000 台以上を販売している［図₁2 ⒜］
。

堂面

俊則

通貨関連機器およびシステム開発に従事。現在，
富士電機リテイルシステムズ株式会社通貨機器本
部開発 ･ 生産センター長。

FCL-C100 シリーズは，アンテナ部と操作部が分離したタ
イプであった。さらなる小型化 ･ 高セキュリティ化を図り，
一体型の商品として，｢FAP10 シリーズ｣ を 2008 年に発

大藪

売した［図₁2 ⒝］
。

通貨機器関連の開発 ･ 設計に従事。現在，富士電

⑶

機リテイルシステムズ株式会社通貨機器本部開発

チャージ機
チャージ機は，カードなどに電子マネーの金額を入金す

博

･ 生産センター開発部長。

るための機器である。
富士電機は，2000 年に札幌地区で始まった電子マネー
実験に参画し，カードへの千円紙幣による入金ができる

松井

チャージ機を開発した。2004 年には，小型化，高セキュ

通貨関連機器の生販在管理に従事。現在，富士電

寿充

リティ，低価格の市場ニーズに応えるため，小型チャージ

機リテイルシステムズ株式会社販売・生産管理室

機 ｢FCL-BCT05｣（ 図₁3 ）を開発し，現在までに 15,000

マネージャー。

台以上を販売している。
〈注 2〉FeliCa：353 ページ ｢解説 3｣ 参照
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特 集

通貨機器の製品 ･ 技術の変遷と動向について述べた。

＊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。

