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1　まえがき

自動販売機の紙幣識別装置（ビルバリ）は，挿入された

紙幣を識別し，収納する機能を持った入金処理装置である。

ビルバリは，たばこや酒などの高額商品を扱う自動販売機
だけでなく，販売機会を逃さないためにも，ほとんどの自
動販売機への搭載が必須となっている。

ビルバリは高額貨幣（紙幣）を正確に受け入れるため，

高度な識別性能が要求される。さらに，富士電機は，社会
情勢や自動販売機を取り巻く環境の変化に応えるため，形
状や取扱性の向上などに努めてきた。ここでは代表的な機
種を取り上げ，開発した新型ビルバリの技術について紹介
する。

2　ビルバリの仕組み

図₁にビルバリの外観と構成図を示す。

ビルバリは，紙幣挿入口に挿入された紙幣を自動搬送し

て，磁気センサと光学センサで識別（検札）を行う。

真券と判定した場合は，装置内部へ搬送して一時保留し，

挿入金額を自動販売機の制御部へ送信する。続いて自動販
売機本体から商品購入後の精算信号を受けると，紙幣を整
列収納する。つり銭は，硬貨処理装置から払い出す。

偽造・変造紙幣と判定した場合および返却レバーが押さ

れた場合は，その紙幣を返却する。

3　開発の背景と狙い

図₂に，自動販売機用ビルバリの技術開発年表を示す。

富士電機の自動販売機用ビルバリの変遷は，小型・薄型化
や高信頼性，高保守性，偽造・変造対策，識別性能の向上

など開発の歴史でもある。

₃.₁　清涼飲料自動販売機への搭載

1980 年ごろ初めて製品化したビールやたばこの自動販
売機用のビルバリは，最大 10 枚の千円紙幣を一時保留す

ることができた。1980 年代後半に小型で安価な製品を投
入したことで，清涼飲料自動販売機にも搭載されるように

なり，生産量も爆発的に増加した。

₃.₂　社会問題，環境問題への配慮

1995 年には自動販売機のはみ出しが社会問題となった。

このため，自動販売機に搭載するビルバリも薄型化が必要
となった。

自動販売機用ビルバリの外形は，自動販売機の用途やデ

ザインに合わせて改良を続けた。図₃に示すように中型に
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図₁　ビルバリの外観と構成図
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始まり，小型 / 薄型 / 小型・薄型の順に開発を進めてき

た。最終的に，現在の外形である“小型・薄型”が業界の

スタンダードになっている
⑴

。

最近は，幅広い年代層や体が不自由な人にも使いやすい

ようにユニバーサルデザインの導入が必要であり，同時に，

軽量化・省エネルギー（省エネ）など環境への配慮が求め

られている。

₃.₃　犯罪行為への対応

自動販売機は無人運転であるため，ビルバリの収納紙幣
の盗難事件や，偽造・変造紙幣による犯罪行為が後を絶
たない。富士電機は，これらの犯罪行為に対応するため，

2004 年よりビルバリの盗難防止構造を強化するとともに，

改刷券の偽造防止要素の検出が可能な新型センサを搭載し，

識別性能の向上を図っている。

₃.₄　開発の狙い

これまで述べてきたビルバリ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。

⒜　小型・薄型化（自動販売機内の商品スペース確保）

⒝　紙幣詰まりなどによる停止がないこと

⒞　真券受付性能と偽造・変造紙幣排除性能の向上

4　 小型・薄型化，軽量化，省エネルギー化への取
組み

₄.₁　小型・薄型化

小型・薄型化の実現のために，厚み 16 ミリのプッシャ

ユニットを開発した。プッシャユニットは，挿入された紙
幣を一時保留し，その紙幣を整列収納するスタッカユニッ

トに押し出す機構を持っている。

ビルバリ「BVE シリーズ」では，駆動負荷を低減させ
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図₂　自動販売機用ビルバリの技術開発年表
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図₃　自動販売機用ビルバリの外形変遷
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耐久性能と紙幣収納性能を向上させた。

主な特徴は次のとおりである。

⒜　平歯車による潤滑材塗布レス構造
⒝　約 0.4 秒（前機種は 0.7 秒）の高速収納
⒞　600 枚まで収納可能なシリーズへの拡張対応
駆動方式には，ウォーム・ギヤを使わず伝達効率の良い

平歯車（図₄）を使用している。フレームや機構部品のプ

ラスチック化により駆動負荷を低減した。稼動部は負荷ば

らつきの少ない潤滑材塗布レス構造により，耐久性が向上
した。

さらに，負荷の低減によって減速比を小さくして，収納
速度を速くした。

また，左右 2 か所のカム機構により，状態の悪い紙幣や

多数枚を収納する時でも安定した整列収納ができるように

となった。

₄.₂　プラスチック部品の多用による軽量化

1995 年ごろまでは，ビルバリの主な構造部品は板金加
工していたため，製品質量は約 3 〜 5 kg あった。BVE シ

リーズでは，複合機能化による部品点数削減と軽量化を行
うために，プラスチック部品を多用している。部品点数で

は製品全体の約 50% をプラスチック部品が占め，製品質
量を約 1 kg まで軽量化した。

図₅の紙幣収納部は，ほとんどの部品をプラスチック化
してスナップフィット構造としている。ねじや E 形止め

輪などの締結部品数を低減し，工具なしでの組立と調整レ

ス構造を実現した。

BVE シリーズの成果として，次の 3 点を達成した。

⒜　部品の一体化による部品点数の削減
前機種比で，部品点数を約 10% 削減した。

⒝　スナップフィット構造による，組立・分解性向上
ねじは 10 本，E 形止め輪は 0 個に削減した。これに

より，組立工数を約 25% 削減した。

⒞　軽量化
前機種比で，7% 軽量化した。

₄.₃　省エネルギー化

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）の特定機器に指定されている。自動販売
機は 24 時間稼動し，自動販売機に搭載されたビルバリは

大半が待機状態にあるので，その状態での消費電力の削減
方法は，次のとおりである。

⒜　待機中の紙幣識別機能（識別センサ）の停止
⒝　待機中の回路微量消費電力の削減（部品見直し）

⒞　位置検知および不正防止センサの間欠点灯
BVE シリーズでは，前機種で 5 枚あったプリント基板

を 3 枚まで減らした。実装部品を 15% 削減し，面積比で

20% の小型化を図った結果，待機状態の平均消費電力を

1.28 W から 0.95 W と約 26% 低減し，業界 1 位の省エネ化
を達成した

⑵

。

₅　高信頼性への取組み

₅.₁　ベルト搬送からローラ搬送へ

紙幣の搬送において，スリップによる識別性能の低下や，

詰まりが発生しないように，高温から低温まで安定した搬
送力を長期間維持する必要がある。

ビルバリの搬送では当初タイミングベルトを利用してい

たが，使用頻度が高くても搬送性が維持できるよう，耐摩
耗性の向上が求められていた。

そこで，2000 年から搬送用に適したゴムローラを採用
して，耐摩耗性の向上を図った。シリコンゴムを採用し，

環境変化による硬度変化を少なくすることで，低温での搬
送力低下を抑えた（図₆）。なおかつ，引裂き強度が高く，

摩耗に強いシリコンゴムを選択し，長寿命化を達成した。

図₇に示すように，「BVE シリーズ」ではローラを大径
化し，搬送カーブを緩やかにすることで，しわ札，湿り札
などの搬送性を向上させた。同時に挿入ローラを追加する

ことで紙幣の取込みを良くし，腰の弱い紙幣に対する挿入
性の改善を図った。

〈注〉紙幣のシリーズ記号：353 ページ「解説 1」参照
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₅.₂　ユニット構造

ビルバリでは，2002 年からユニット構造を採用した。

ユニット構造は，2004 年の E 券
〈注〉

への改刷時に，その前の

D 券
〈注〉

に対応した出荷済みの装置を，本体ごと交換するこ

となしに，識別ユニットだけの交換で対応できるようにし

たものである。しかし，誰もが簡単にワンタッチで交換で

きるようにするためには，ケーブルの取外しやユニットの

固定方法などに課題があった。そこで，業界初となる着脱
コネクタの採用や，取り外しやすく外れにくい専用のス

ナップフィット構造を考案した。ドライバなどの工具を使
わずに四つのユニットに分解可能な構造が，富士電機のビ

ルバリの大きな特徴である。

図₈に，BVE シリーズのユニット構造を示す。図のよ

うに各ユニットとも①スナップフィットを外し，②矢印の

方向に移動させることで容易に取り外すことができる。

ユニット構造は，改刷対応という当初の目的以外に，シ

リーズ品への展開の容易さ，分解・組立性および保守性の

向上にも貢献している。また，ユニットの分割，着脱コネ

クタの採用で部品点数は増えたが，ユニット組立により信
頼性が向上した。

₅.₃　盗難防止構造

ビルバリの収納紙幣を狙う窃盗（せっとう）行為で代表
的なものは，バールで挿入口をこじ開ける手口である。自
動販売機側で挿入口手前の板金間口を狭めて対策を講じて

いるが，ビルバリ側でも強化しないと収納紙幣が盗み出さ

れてしまう。

当初の対策は，プラスチックの挿入口に板金をインサー

ト成形し強化を図るというものであった。耐環境性への配
慮が必要になってきたことや，市場で盗難事件が多発した

ことなどにより，さらなる対応が求められていた。

そこで 2004 年からは，鉄板よりも変形しにくいステン

レス鋼板を使った盗難防止板を組み合わせることで強化を

図った。同時に盗難防止構造が複雑化し，全体に占める部
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品点数も増加していった。

図₉に，BVE シリーズの盗難防止構造を示す。大径化
したローラをフレームよりも前面に突出させ，搬送通路が

フレームを横切る位置を最上部に配置することで，フレー

ム自体を盗難防止板にすることを可能とした。また，単純
な平板形状のステンレス鋼板と組み合わせることで，盗難
防止性の強化とシンプルな構造を両立させた。

₅.₄　拡張機能

後述するフラッシュメモリを利用することで，ビルバリ

の稼動履歴を記憶し，次の拡張機能を提供している。

⑴　偽造・変造紙幣の挿入抑止機能
挿入された紙幣が正しい紙幣でないことをある回数連続

で判定した場合は，偽造・変造紙幣の挿入であると判断し，

識別精度を自動的に厳しくする。その後，ある時間経過後
に標準の識別精度に戻るようにしている。

この機能により，偽造・変造紙幣の挿入に対して，サー

ビスマンが現地まで出向いて識別精度の設定を厳しくする

必要がなくなり，かつ防犯性の高い製品を提供することが

できるようになっている。

⑵　汚れ通知機能
紙幣の受付状況を記憶し，受付率が低下すると，搬送通

路面が汚れを想定して点検ランプを点灯し，点検を促す機
能である。

この機能により，清掃時期が明確となり，頻繁に清掃す

る必要がなく，サービスマンの負荷を軽減することができ

る。

⑶　メンテナンスお知らせ機能
稼動履歴により，使用時間や紙幣挿入枚数が把握できる

ため，自動販売機を管理する顧客にメンテナンスが必要に

なったことを，点検ランプの表示状態により通知する機能
である。

この機能により，顧客にオーバーホールや交換を促すこ

とが可能となり，ビルバリの機能低下を未然に防止し販売
機会を逃さないようにできる。

6　識別性能向上の取組み

紙幣の識別では，磁気成分の検出と光センサによる厚み

や外形，色，模様の検出にて，真偽判定をしている。

次に，識別性能向上の取組みとして，磁気センサや制御
関係の機能向上について説明する。

₆.₁　磁気センサ・光学センサの機能向上

富士電機のビルバリでは，調整レスでかつ温度環境変化
でも安定した磁気センサの出力信号が得られる回路技術を

確立している。さらに，分解能を高くして，紙幣の磁気成
分の細かな差異を安定して検出する技術を確立し，高い識
別性能を実現している。

ところが，2001 年ごろ，格段に OA 機器の性能が上がっ

たため，ビルバリで識別できない偽造紙幣が出回り，国と

しても収拾を図るため，改刷を発表した。

2004 年の改刷において，新たな偽造防止要素が追加さ

れた。これを検出するためには，磁気成分と光学成分を複
合で検出する必要があった。

そこで，新たにハイブリッドセンサを開発した。このセ

ンサは，従来の磁気センサと置換えが可能な形状でありな

がら，同一部分の磁気成分と光学成分の検出が可能である。

さらに，磁気センサと光学センサの一体構成として，出力
信号の安定化を図っている。改刷で施された新偽造防止要
素を検出することで，偽造・変造紙幣排除性能を格段に向
上させた。

さらに，従来よりも検出性能の高いフラックスゲート型
磁気センサ（FG センサ）を開発した。その特徴は次のと

おりである。

⒜　単体で改刷 E 券の新偽造防止要素が検出できる。

⒝　片面位置から紙幣両面の磁気成分が検出できる。

⒞　交流駆動型（発振型）のため搬送速度に影響しない。

ハイブリッドセンサよりも，偽造紙幣の排除性能を向上
させることができた。また，⒞の交流駆動型であるという

特徴により，高速搬送するつり銭機などでも安定した検出
感度が得られる。

₆.₂　センシングアルゴリズムの向上

⑴　センサの自動調整機能の搭載
1995 年ごろまでは，生産時に光センサは手動調整をし

ていた。しかし，光センサ数の増加や増大した生産量に対
応するため，電子調整の技術を開発した。さらに，環境対
応するため，光センサの時分割調整方式を開発して，電子
部品の削減とプリント基板の小型化を実現した。

⑵　“すき入れバーパターン”認識機能の搭載
高精度の偽造・変造紙幣を識別できるようにすかしや改

刷 E 券に採用された“すき入れバーパターン
⑶

”（光に透か

すと，すき入れられた縦棒がみえるパターン）の形状判定
アルゴリズムを取り入れた新しい識別方式を開発し，搭載
した。

⑶　自動センサレベル調整機能の搭載
紙幣挿入ごとにセンサレベルの自動調整機能を搭載し，

環境変化や経時変化に追従して，安定した識別性能を確保
できるようにした。

⑷　稼動履歴ログデータの取得と保存
メモリに多くの拡張稼動履歴データを割り当てたり，ロ

グ機能を強化したりして，ビルバリの状態やメンテナンス

時期の把握，告知機能を実現した。

₆.₃　ソフトウェア保守範囲の拡大

自動販売機用ビルバリでは，偽造・変造紙幣の挿入対策
ソフトウェアを，市場に出回っている自動販売機に早期に

組み込む際，交換可能な外付けメモリを使用してきた。し

かし，その対応には交換用部材が必要であり，部材費用が

発生した。

そこで，ビルバリを分解せずにソフトウェアの書替えの
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みで対応が可能で，小型化のためプリント基板の面積を削
減できるように，フラッシュメモリ内蔵のマイコンへの変
更を行った。これにより，既設の自動販売機への対応は，

フラッシュメモリの書替えツールのみを持参し，専用コネ

クタに接続してダウンロードするだけで素早いバージョン

アップが可能となった。

今後は，ログデータ収集や素早い対応ができるようにす

るために，ネットワークを利用したダウンロード書替えや，

稼動履歴のアップロードを行う技術の開発を進めていく。

7　あとがき

自動販売機の決済に関するお客さまのニーズは，電子マ

ネーの登場もあって多様化している。さらなる偽造防止機
能の強化や，人と環境にやさしい商品開発が今後も必要に

なってくる。富士電機の技術力を生かし，高信頼性への挑
戦と識別性能向上を行うとともに，オペレーション性の向
上を目指して開発を進める所存である。
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