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1　まえがき

硬貨処理装置（コインメック）は，硬貨を識別した上，

正貨を受け入れ金種別に収納する。また，商品を販売した

後は，つり銭を払い出す。コインメックは，自動販売機を

構成する重要部品の一つである。“硬貨を受け入れ，つり

銭を払い出す”という基本機能のブラッシュアップは当然
のことながら，社会情勢や自動販売機を取り巻く環境，い

たずら行為などさまざまな要求事項に応えてきた。

本稿では，このような背景に基づいて開発したコイン

メックの技術について紹介する。

2　コインメックの仕組み

図1に，コインメックの外観と構成図を示す。

自動販売機に投入された硬貨は，硬貨投入口からコイン

メックに入り，アクセプタで識別（検銭）される。正貨の

場合は保管用のカセットチューブに振り分ける。偽貨と判
定した場合はスラグシュートから排出する。つり銭が必要
な場合は，カセットチューブからペイアウト部を通して硬
貨を払い出す。

構成は，“アクセプタ”“カセットチューブ”“ペイアウ

ト部”という三つのユニットとハウジングである。

3　開発の背景と狙い

日本は，人口当たりの設置台数を見ると，世界一の自動
販売機大国である（設置台数は米国が一位）。省力化を求
める中身商品メーカーの需要と治安の良さが相まって自動
販売機は屋内外を問わず設置されている。販売する商品の

値段や商品自体が変わると，コインメックに要求される取

扱い金種やつり銭容量も変わってくる。また，日本の治安
は良いとはいうものの，“無人の金庫”を狙った犯罪は後
を絶たない。

₃.₁　外国貨 ･ 変造貨の横行
⑴

日本は島国であり，過去から近隣諸国の外国貨が流入す

ることは少なかった。しかし 1997 年ごろに多発した，韓
国の 500 ウォン変造貨による“自動販売機荒らし”は社会
問題化した。500 ウォン硬貨は，旧 500 円硬貨（白銅貨）

に類似している。これを加工して 500 円硬貨と誤認識させ，

つり銭用としてストックしている 500 円硬貨に両替する行
為が多発し，その被害は相当な額に上った。

このような外国貨 ･ 変造貨の被害が発生すると，当然な

がら，速やかな対策を求められる。検銭プログラムのバー

ジョンアップで対処可能な場合もあるが，時にはセンサの

見直しや構造の見直しにまで及ぶ場合もある。

₃.₂　改　鋳

近年では，₃.₁節で述べた韓国の 500 ウォン変造貨が横
行した後，2000 年に現行の 500 円硬貨（ニッケル黄銅貨）

に改鋳された。

貨幣は国の象徴でもあり，改鋳の際にはさまざまなセ

キュリティ要素が盛り込まれる。例えば，現行 500 円硬貨
の“潜像”と呼ばれる斜めから浮き上がるように見える模
様は，人が見ると本物と認識することができる。一方，硬
貨の“材料”には，古くからコインメックにとってセキュ

リティレベルを高くできる白銅などが用いられ，近年では

2 種類の金属で構成したバイメタル硬貨が世界的にも多く

発行されている。
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富士電機の最新の硬貨処理装置である「FMVT シリーズ」は，新技術とともに，これまでに培ってきた通貨処理技術や

ノウハウを織り込んでいる。特徴的な機能は次のとおりである。①素材・直径・厚みだけでなく，表面形状の検出による検
銭精度の向上，②現物エスクロ機構による偽貨の正貨への両替防止，③フラッシュメモリの採用によるプログラムの書換え

の容易化，④３金種の同時払出し機能による払出し待ち時間の軽減，⑤払出し確認センサによる信頼性の向上，⑥ワンタッ

チ開閉機構やカセットチューブの採用によるメンテナンス性の向上，⑦待機時を含めた低消費電力化である。

Fuji Electric’s latest coin handling machines, the “FMVT Series”, incorporate new technology as well as Fuji’s accumulated currency 
handling technology and know-how. Characteristic features of this new series include: (1) improved currency detection precision by detect-
ing the surface profile in addition to the material, diameter and thickness of the currency, (2) a cash escrow mechanism that prevents coun-
terfeit currency from being exchanged for real currency, (3) use of flash memory to facilitate program rewriting, (4) a function for paying out 
three currency denominations simultaneously in order to reduce the waiting time, (5) improved reliability with a payout verification sensor, (6) 
improved ease of maintenance with the use of a one-touch opening mechanism and a cassette tube, and (7) low power consumption including 
stand-by time.
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₃.₃　販売価格帯の変化

1989 年に導入された消費税は当初 3% で，その後 5%
に引き上げられている。自動販売機で最も多く販売される

商品は飲料であり，ついで，たばこである。飲料の売価は

消費税の影響もあり，ワンコイン（100 円）から，110 円
そして 120 円へと推移してきた。また，ペットボトルや健
康志向のプレミアム商品が普及するにつれ，販売価格はま
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図１　コインメックの外観と構成図
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図₂　コインメックの技術年表
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すます多様化している。たばこも同様に，1989 年ごろ 200
円程度が主流であった。その後，段階的に値上げを行い，

現在では 300 円の商品が主流となっている。このように商
品の売価が変わると，次のような要望が出てきた。

⒜　必要なつり銭の種類，数量を増やしたい。

⒝　つり銭を払い出す枚数が増えることにより，長くな

る取引の時間を短くしたい。

₃.₄　自動販売機管理の省力化

ここ数年の不況では，自動販売機の顧客も設備投資を抑
制する。このようなときには，顧客は機器のコストはもち

ろんだが，“ランニングコスト”に対しても，非常に敏感
になる。コインメックについても次のようなことが求めら

れる。

⒜　オペレーション（つり銭の回収 ･ 補充）の効率化を

図る。

⒝　故障しない（修理費がかからない）。

⒞　万一の故障の際も，原因の究明や対策が容易である。

₃.₅　消費電力の低減

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おり，2012 年ま

でに 30% 削減（2007 年基準）を目標としている。自動販
売機に搭載されるコインメックについても，消費電力の低
減が求められている。

₃.₆　開発の狙い

これまで述べてきたコインメックへの要求内容を踏まえ

た開発の狙いは，次のとおりである。

⒜　検銭部における正貨受付性能と偽貨排除性能の向上
⒝　ペイアウト部におけるつり銭払出し性能の向上
⒞　アクセプタ部とカセットチューブの取扱い性の向上
⒟　消費電力の低減
コインメックは図₂のような技術変遷を経てきた。

｢FMVT シリーズ｣ は，さまざまな市場要求に応えた最新
モデルである。4章以降，その具体的な技術内容を記述す

る。

4　検銭性能向上への取組み

貨幣を安全に流通させるためには，貨幣の信頼性を上げ

る必要がある。これは，偽貨の流通を防止することであり，

自動販売機にて排除することが，対策の一つとして挙げら

れる。そこで，富士電機の取組みとして次の技術を製品に

適用し，偽貨対策を実施した。

⑴　新検銭アルゴリズム

⑵　現物エスクロ（353 ページ「解説 2」参照）機構
⑶　プログラム書換え機能

₄.₁　新検銭アルゴリズムの考案

検銭とは，硬貨の特徴である素材 ･ 直径 ･ 厚みを検出し，

あらかじめ決めておいた範囲内にあるかを判定して，真偽
を識別することである。

富士電機のコインメックは，個々の特徴を検出するため

に三つのセンサを搭載している。

しかし，韓国 500 ウォン硬貨の変造貨を使って，硬貨
の 3 種の特徴検出 ･ 判定だけでは防止困難ないたずらが発
生した。当時の 500 円硬貨（旧 500 円硬貨）と比較すると，

韓国 500 ウォン硬貨は素材 ･ 直径は同一であるが，厚さが

異なるため排除は可能であった。しかし，表面を切削して

厚みを旧 500 円硬貨に合わせた変造貨は，従来の技術では

排除が困難であった。

そこで，硬貨の模様に着目し，表面の形状を検出 ･ 判定
する方式を考案した。表面の模様は厚みの違いにより構成
されているため，以前から装備している厚みセンサを流用
することができる。

硬貨を識別するアルゴリズムの判定項目に，厚みセンサ

によって捉えた硬貨表面の連続的な厚みを数値データとし

て加えた。このデータを基に，硬貨の表面形状が識別でき

るようになったので，新規にセンサを追加しなくても，検
銭性能が向上し，変造貨の排除ができるようになった。

₄.₂　現物エスクロ機構の導入
⑴

コインメックは，常に最新の検銭性能を備えて製品化す

る。しかし，それをかいくぐる偽貨の出現が相次ぎ，犯罪
者とのいたちごっこが続いていた。このような予期できな

い偽貨に備えるために，業界で先駆けて現物エスクロ機構
を考案した。現物エスクロとは，アクセプタ部に装備した

機構であり，投入硬貨を一時保留する機能を持っている。

図₃に，現物エスクロ部の構成を示す。

自動販売機での商品購入過程と現物エスクロ機能の動作
は次のとおりである。⒞を実現することにより，偽貨によ

る正貨の詐取を防止した。

⒜　投入硬貨を一時保留する。

⒝　商品が購入された場合，一時保留していた硬貨をつ

り銭保留部へ導入し，つり銭として再利用する。

⒞　商品の購入が行われずキャンセル操作があった場合，
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図₃　現物エスクロ部の構成
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一時保留していた硬貨をそのまま返却する。

アクセプタ部で投入硬貨を一時保留するため，次のよう

な工夫を行った。

⒜　硬貨を保留するスペースの確保
⒝　アクセプタ内の限られたスペースに組み込む新たな

硬貨の払出し機構
⒜については振分け通路を流用し，硬貨を同一平面上に

停止させる方法にて一時保留スペースを確保した。そのた

め，従来は硬貨が積重ね姿勢であったものを，立ち姿勢と

したことに加え，⒝を実現するために，シーソー方式によ

る小型の払出し機構を新たに開発した。

現物エスクロ機構を搭載した初期（1999 年）のコイン

メックでは，一時保留可能な硬貨は 500 円硬貨 2 枚のみで

あった。これを，最新の FMVT シリーズでは，500 円硬
貨 3 枚，100 円硬貨 4 枚に増やすことにより，高額の商品
を購入しようとしたときに，投入された硬貨だけで返却で

きるようにした。

₄.₃　プログラム書換え機能の採用

市場に設置されている自動販売機の偽貨対策は，検銭プ

ログラムのバージョンアップで可能な場合が多い。従来は

プログラムの書換えができなかったので，コインメックの

交換が必要であり，対応にも時間を要した。

そこで，市場に設置済みのコインメックや，工場のライ

ンで組立て中のものに対しても速やかに対応するため，プ

ログラム変更が容易にできる必要がある。対策としてコイ

ンメックに搭載している CPU をマスクメモリからフラッ

シュメモリを使ったものに変更した。フラッシュプログラ

ムの書換えによって，偽貨対策や将来の改鋳に，柔軟に対
応できるようになった。

5　つり銭払出し性能の向上

つり銭の払出しは，コインメックの基本機能の一つであ

る。つり銭払出し性能を向上させるために次の取組みを実
施した。

⑴　つり銭払出しのスピードアップ

⑵　払出し確認機能の強化

₅.₁　つり銭払出しのスピードアップ

近年は，ビルバリの搭載率のアップ，商品価格設定の多
様化に伴い，つり銭枚数は増加する傾向にあった。

つり銭の払出し金額に合わせて最適な金種組合せを演
算処理し，3 金種の硬貨の同時払出しをできるようにした。

その結果，つり銭の払出し待ち時間を軽減し，利用者の快
適性を醸成した。

図₄に示す例は，千円紙幣を投入し，120 円販売によっ

て 880 円のつり銭を払い出す場合の動作比較である。従来
より 1 回少ない払出し回数で動作完了できる。

₅.₂　払出し確認機能の強化

従来，つり銭硬貨の払出し制御は，払出し用のモータを

駆動することで払出しを完了し“硬貨が出た”と判断して

いた。

駐車場のような塵埃（じんあい）の多い環境や，鉄道車
両のように振動のある環境下においても，より高い信頼性
を実現するため，業界初の払出し確認センサを搭載して，

硬貨の払出しを実際に確認できるようにした。硬貨の汚れ

や変形または振動の影響で，つり銭が出ないことを払出し

確認センサで検出した場合には，リカバリー動作として，

硬貨の再払出しを実施する。払出し確認センサには，払い

出された硬貨を検知する磁気センサを使用した。磁気セン

サは，図₅に示すように，払出し板の往復運動により払い

出される硬貨の着地面（ペイアウトベース）に固定されて

いる。

磁気センサの採用に当たっての課題は，安定したアナロ

グセンサ波形を得ることであった。センサ波形のばらつき

の要因は，落下した硬貨のバウンドなど姿勢変化によるも

のであった。CAD のシミュレーションにより仮想的に硬

ペイアウトベース

硬貨

（a）待機時

払出し板

払出し確認センサコイン受け

（b）払出し動作時

払出し硬貨

図₅　払出し確認センサの概念
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貨の挙動を再現し，払出し硬貨の姿勢の安定化を実現した。

6　取扱い性の向上

富士電機は，消費税の導入などの社会的環境変化に対応
しながら，利用者やオペレーターのニーズにも対応して，

利便性の良いコインメックを提供してきた。

₆.₁　容易なメンテナンス性の実現

コインメックのランニングコストを抑えるためは，メン

テナンス性を向上させ，市場からの不要な返却を減らす必
要がある。

FMVT シリーズでは，図₆の構造により，次のような

特徴を盛り込んでいる。

⒜　ワンタッチ開閉機構
アクセプタやカセットチューブは工具不要で分解 ･ 組

立を可能にし，容易に清掃できて詰まり硬貨を取り除き

やすくした。

⒝　カセットチューブの採用
つり銭の保留部は，従来機種では本体に固定されてい

たが，保留部をカセット構造にすることで硬貨の全回収
や運搬時の利便性を高めた。

着脱可能なカセットチューブはセット不良が予想できる。

このようなオペレーションのミスに対して，セット検知ス

イッチを設けた。カセットチューブの装着を検知して硬貨
詰まりの原因を防止するようにし，フールプルーフを盛り

込んだ。

₆.₂　つり銭管理機能の搭載

コインメックは，受け入れた硬貨をつり銭保留部に導く。

保留される硬貨は，商品の金額やロケーションなどによっ

て枚数が異なるため，現金を回収する際に手作業でつり銭
を残す操作が必要となり，時間を要していた。

FMVT シリーズでは作業効率を向上するため，図₇に

示すとおり自動つり銭モードと，自動チューブ残量モード

という 2 種類のつり銭管理機能を搭載して，上述の作業を

軽減した。

⒜　自動つり銭モード

投入硬貨をつり銭保留部にストックし，つり銭回収時
に一括払出しを行う。

⒝　自動チューブ残量モード

事前に自動販売機側で設定した枚数以上の投入硬貨を

ダイレクトに金庫へ収納する。

7　省エネルギー化
2

24 時間稼動する自動販売機は，消費電力の低減が環境
対応の一つである。したがって，コインメックにおいても

低消費電力化は大きなテーマとなる。

コインメックの動作別の消費電力は，次の三つに分類で

きる。

⒜　硬貨の投入待ち状態（待機状態）

⒝　投入硬貨の受入れ動作
⒞　つり銭払出し動作
⒝と⒞では，商品を購入しているときだけモータまたは

ソレノイドを動作させる。そのため，電力の消費は大きい

が，一時的である。1 日の大半が待機状態であるため，消
費電力を低減するためには，⒜を見直すことが効果的であ

る。

自動販売機との一連の動作で，常時動作が必要な機能と

停止可能な機能とに分類し，電源の切断可能な回路を抽出
した。また，回路の一部を切断しても一連の動作に影響し

ないように，電源の切断 ･ 復電タイミングの判断はコイン

メック自身で行う方式を採用した。省エネルギーモードで

待機時の回路を一部切断することで，消費電力を従来の

27% 削減した。

アクセプタ

カセットチューブ

図₆　「FMVTシリーズ」の構造

自動つり銭モード

設
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る
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わ
せ
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数
（
設
定
値
）
に
対
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て

設定値枚数を超えた場合

多い分

自動チューブ残量モード

金庫へ

設定値以上の投入金は
直接金庫へ収納され，
常に設定値を保つ。

ワンタッチ操作で，
設定値より多い枚数分
払い出す。

設定値

図₇　つり銭管理モードの概念
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8　あとがき

電子マネーが普及してきた今日であっても，現金決済は

決してなくならない。駐車場やコピー機の料金決済などの

自動化機器は，増加する傾向にさえある。

今後も富士電機のコア技術として，コインメックの技術
開発に努力し，市場の要求に応えていく所存である。
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