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1　まえがき 

近年，原油価格の高騰により石油元売り業界の統廃合が

進む中で，利用客が自分で給油ポンプを操作して給油する

セルフ式のサービスステーションが増加している。

富士電機では，サービスステーションのセルフ化に

対応した現金精算を自動で行うつり銭機 ｢CSB30SS｣
｢CSC60SS｣ を 1997 年に発売した。それ以降も，現金授
受に関する省力化やつり銭の間違い防止などの技術や機
能を持った製品の開発を進めてきた。また，｢消防法｣ の

改正によって規制が緩和
⑴

され，給油ポンプに電子機器が内
蔵できるようになった。そこで，給油ポンプのセルフ計
量機内に POS 端末などと一緒に搭載可能な小型つり銭機
｢ECS-06｣ を開発し，今日のセルフ式サービスステーショ

ン拡大の一翼を担ってきた（図₁）。

小型かつ全金種の取扱いができるつり銭機は，富士電機
独自のものである。セルフ式サービスステーション向けだ

けでなく券売機などの市場にも進出している。

本稿では，ECS-06 の特徴ある技術について説明する。

2　小型つり銭機の仕組みと要求される性能

₂.₁　従来の精算までの流れとその問題点

従来，セルフ式のガソリンスタンドにおいて現金で精算
する場合の流れには，次の 2 通りの方法があった。

⒜　セールスルーム（事務所）で精算する場合
油種指定 / 給油 / レシート受取り / セールスルー

ムへ移動 / 支払い/ 車に戻り終了
⒝　給油ポンプ内に入金機を設置し，かつ給油島端に設

置したつり銭機で精算する場合
油種指定 / 入金機に現金を投入 / 給油 / 給油島端

へ移動 / つり銭機にてつり銭受取り / 領収書受取り

/ 車に戻り終了
この精算の流れには，問題点として次の 3 点がある。

⒜　レシートが発行される給油ポンプからセールスルー

ムまたは給油島端まで，移動が必要である。

⒝　精算用のレシートの発行と，つり銭機でのレシート

の読取りに時間がかかる。

⒞　つり銭機 1 台で複数の給油ポンプに対応するため，

混んでいる場合，待ち時間が発生する。

これらを解決するために，ポンプ内に POS 端末と入出
金可能なつり銭機（小型つり銭機）を組み込むことができ

れば，その場で現金の精算ができるようになる。その結果，

車の流れが円滑になり，利用客の待ち時間も短縮するなど

のメリットがある。

従来，給油ポンプに組み込めるほど小型でありなが

ら，入出金機能を持っているつり銭機はなかった。そこで，

サービスステーションのセルフ化をよりいっそう発展させ

るため，小型つり銭機 ECS-06 の開発に着手した。

セルフ式サービスステーション向け小型つり銭機
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Compact Change Machine for Self-Service Gas 

サービスステーションのセルフ式給油ポンプに POS 端末と一緒につり銭機を内蔵するために，次の四つの特徴を持つ

｢ECS-06｣ を開発した。①限られたスペースに収納できるように小型化するだけでなく，紙幣・硬貨の収納枚数は大容量，

②屋外設置に耐えられる防水性能と耐寒性能と防犯性，③ユーザの利便性を図るために，紙幣 4 金種，硬貨 6 金種が扱え，

硬貨全金種および千円紙幣のつり銭を再利用して払い出すことが可能，④現金の回収がしやすいように，紙幣・硬貨ともに

取外し運搬ができるカセット化などである。

Fuji Electric has developed the “ECS-06” change machine so that a change machine with a POS terminal can be integrated into the gas 
pumps installed at self-service gas stations. The ECS-06 provides the following features: (1) a compact size that can be housed within a limited 
space yet provides a large storage capacity for coins and bills, (2) a waterproof, low-temperature resistant and vandalism-proof structure suit-
able for outdoor installation, (3) the capability to handle six denominations of coins and four denominations of bills, and to reuse and payout all 
denominations of coins and 1,000 yen bills for change, for enhanced user convenience, and (4) a removable and in order to facilitate the collec-
tion of cash, transportable cassette for both coins and bills.
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図₁　サービスステーション向けつり銭機の開発推移
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₂.₂　「ECS-06｣ の開発の狙い

ECS-06 の開発の狙いは次の 4 点である。

⒜　給油ポンプメーカーの業界標準セルフ計量機寸
法（幅 670 mm，高さ 335 mm）に POS 端末などと

一緒に収めるために，与えられた幅 206 mm，高さ

335 mm 内で構成する。

⒝　従来機 ECS03 に対して 3 分の 1 の容積であるにも

かかわらず，同等の貨幣収納容量で，紙幣 4 金種，硬
貨 6 金種が扱える。千円紙幣および硬貨全金種のつり

銭リサイクルを可能とし，稼動時のつり銭補充回数を

低減させる。

⒞　つり銭の補充および回収が短時間で行えるように紙
幣・硬貨収納庫をカセット化する。

⒟　屋外設置に耐えられる防水性能，耐寒性能を確保す

るとともに，近年急増している盗難に対しても対策を

する。

3章で⒜から⒞について，4章で⒟についてそれぞれ述
べる。

3　小型化のために取り入れた機構部の方式

小型化するためには，紙幣部の横幅を短縮する必要があ

る。このため，長手方向の挿入方式を採用した。硬貨は省
スペースで収納容量を確保するために縦方向の投入方式を

採用した。

₃.₁　紙幣部

⑴　小型化を実現するための適正配置 
入金を受け付けた紙幣の鑑別結果や出金する紙幣の判別

結果によって，紙幣の行き先が確実に切り替えられるよう

に，紙幣の搬送通路を適正に配置する必要がある。さらに，

紙幣の搬送速度や鑑別に要する時間，通路の切替えに要す

る時間なども考慮する必要がある。

ECS-06 では，図₂⒜に示すように，紙幣の投入口を出
金口の下側に設けた。鑑別部と投入口を直線上に配置し，

構造を簡素にすることにより，紙幣詰まりの危険性を低減
させた。また，正面から取外しのできる金庫を上下 2 段に

配置した。つり銭にも使用できる千円紙幣は下部の専用の

千円カセット金庫に，そのほかの金種は一括して上部に配
置した混合カセット金庫に収納するようにした。千円カ

セット金庫を下部に設けることで，千円紙幣の出金搬送路
を短くして出金までの時間を短縮した。千円カセット金庫
の近傍に出金判別部を設け，確実に千円紙幣を出金できる

つり銭リサイクル機能を実現した。

⑵　集積繰出し機構の小型化
小型化を実現するためには，紙幣を定められた寸法の

中でいかに効率的に整列収納するかが課題となる。従来
は，入金のみの混合カセット金庫と，入出金が可能な千円
カセット金庫と出金時のリジェクト紙幣を入れるリジェ

クト庫を別々に配置していた［図₂⒝］。今回の開発では，

三つの収納庫を一つのユニットとして構成することで小
型化が達成できた。上下に動くプッシャ機構の上部に混合
カセット金庫，プッシャの内側に千円カセット金庫を配置
したユニット構成とした。従来は 2 個あったプッシャモー

タを 1 個に減らし，このモータ 1 個と出金繰出し用のモー

タ 1 個と繰出し機構を，一緒に混合カセット金庫と千円カ

セット金庫の間に配置した。リジェクト庫に関しては，千
円カセット金庫の下部に配置し，出金時にリジェクト庫の

スペースが広がるように千円カセット金庫を 2 重構造とし

た。このことにより，従来の ECS03 の紙幣部に対して半
分の容積で，かつ，紙幣収納容量を 300 枚から 450 枚に増
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やすことができた。

₃.₂　硬貨部

⑴　小型で大容量の収納枚数
⑵

従来の ECS03 の 5 分の 1 の容積で，ほぼ同等の硬貨の

収納枚数（各金種約 120 枚＋オーバフロー庫 100 枚）を実
現するために，コインメックで実績のあるカセットチュー

ブ方式を採用して各搬送機構を構築した（図₃）。

まず，前面の投入部は硬貨を縦に 1 枚ずつ投入する構造
とする。投入された硬貨は，搬送ローラで加速されてすぐ

に，リフタ部で縦に搬送する。その途中に検銭部とリジェ

クトゲートを配置する。正貨は上部に移動した後，水平に

移動して振分け部に搬送される。そこで，各金種に振り分
けられてチューブカセット金庫に収納される。出金は，硬
貨チューブの下方に配設された硬貨出金搬送部を用いて，

出金口へ払い出すように構成した。

これらのユニットを適正に配置することで，正面から見
て横幅約 70 mm の中に収めることができた。

⑵　投入部の搬送機構の最小化
投入された硬貨は，投入口付近にある搬送ローラで加速

されリフタ部に搬送される。この部分を小型化するために，

従来のベルトで硬貨を両側からはさみ込む方式から，ロー

ラの対面に硬貨との摩擦係数が小さくかつ摩耗に強い部材
を採用して，硬貨を押し付けて滑らす方式（片側駆動）と

した（図₄）。

硬貨の厚みが金種により異なることから，ばねを用いて

ローラの位置が移動できるようにした。セルフ式のスタン

ドでは，投入口に何を入れられるか分からない。解除ボタ

ンを押すと，搬送ローラを退避させ搬送路の底が開くよう

にして，詰まった硬貨が出金口に落ちて，容易に取り出せ

るようにした。

また，硬貨が連続して投入されると，処理が間に合わな

くなりリジェクトが多発する。その防止のために，投入部
の狭いスペースにソレノイドで駆動するシャッタ機構を設
けた。

⑶　振分け部の安定搬送
振分け部は，ソレノイドを用いたプラスチックのゲート

機構である。小型化するために搬送方式として，硬貨を

ゲートにベルトで押し付けてベルトと硬貨の摩擦力で搬送
する構成にした（図₅）。しかし，投入やリフタ部で使用
している特殊な加工を施した金属に比べプラスチックは硬
貨との摩擦係数が大きい。そのため，硬貨が減速しゲート

の間の溝に当たり，停止またはスリップすることがあった。

そこで，ベルトの表面に突起を設け，その突起に硬貨を

引っ掛けて搬送する方式を考案することで，小型かつ安定70mm
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図₃　硬貨部ユニット機能説明図
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した搬送が可能となった。

  ⑷　出金搬送部
  硬貨の出金は，コインメックと同様にソレノイドと DC

モータを使って，各金種を 1 枚ずつ払い出すようにした。

しかし，縦方向の寸法に制約があるため，コインメックの

ように硬貨の自重により出金口への落下させる方式が採用
できない。そこで，出金する硬貨をベルトで前面の出金口
に搬送するようにした。 また，出金搬送ベルトに落ちた硬
貨の検知には，磁気センサを採用し，搬送ミスのない工夫
を行っている。 

  
  ₃.₃　制御部

  ⑴　プリント基板の小型化
  ECS-06 は，機能的に硬貨部と紙幣部に大きく分けられ

るが，主な制御機能を制御ボード 1 枚に集約してプリント

基板の効率化を図っている。

  また，小型化を実現させるために，多層基板，小型な電
子部品が使用可能な回路構成の検討および配線シミュレー

ションによる効率的な配線設計を行い，電子部品を高密度
実装することによって，つり銭機の小型化に貢献した。

  ⑵　識別部の共用化による信頼性の確保
  紙幣 ･ 硬貨の識別に関する要求性能は，年々高くなって

きている。その都度，センサや識別論理を新たに開発して

いては，開発や評価期間が長期化する。そこで，最も市場
実績のあるコインメックのセンサと論理を採用し，信頼性
の確保と開発期間の短縮を図った。

  

  4　耐環境性能

  ECS-06 は，屋外に設置する給油ポンプに内蔵される。

そのため，正面扉および紙幣 ･ 硬貨の投入口，出金口が外
部に露出し，風雨にさらされる。また，寒冷地にも適応す

る必要があるため，次の開発を行った（図₆）。

  ₄.₁　防水性能

  正面扉の高い防止性を省スペースで確保するために，扉
の部位ごとに次の方式を採用している。

  ⒜　扉と本体の突合せ部：パッキンを用いる方式（図₆①）

  ⒝　扉上部の本体とのラップ部：樋（とい）構造とパッ

キンの併用方式（図₆②）

  ⒞　扉の支点部：板ばねを利用したシール方式（図₆③）

  ⒟　扉錠：市販のシャッタ付きの防塵（ぼうじん）タイ

プの鍵にグリスを封入したキャップでシリンダ部を覆
う方式（図₆④⑤）

  なお，扉錠の摺動（しゅうどう）部には板ばねを利用し

摺動性を損なわないようにシール性を確保した省スペース

の防水構造を開発した。

  
  ₄.₂　寒冷地仕様（ヒータ）

  低温環境は，搬送に使われている部品の特性変化により

搬送トルクが高くなった結果，アクチュエータに負荷がか

かり搬送に悪影響を及ぼす。オプションとして，ECS-06
の側面に容易に取付け可能でかつ小型 ･ 薄型のヒータ（図

₆⑥）を開発した。仕様は次のとおりである。

  ™  動作温度範囲：－10 〜＋50 ℃
  ™  電源電圧：100 V 50/60 Hz
  ™  消費電力：70 W
  ™  そのほか：設置場所の特異性から，サーモスタット，

　　　　　温度ヒューズの使用により安全面での強化
　　　　　を図っている。

  
  ₄.₃　防犯性

  セルフ化に伴い，現金の盗難防止のため，防犯性を強化
した（図₇）。

  

₅　  あとがき

  小型つり銭機の導入により，給油から精算までがスムー

ズになり大変好評をいただいている。

①パッキン

②樋構造

③板ばねシール

④鍵

⑥ヒータ

⑤防水
キャップ

図₆　「ECS-06」の耐環境性構造

図₇　「ECS-06」の防犯性強化
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今後の課題としては，つり銭の補充作業軽減のためのス

ピードアップと大容量化，つり銭として五千円紙幣を払い

出す方式の実現などがある。また，サービスステーショ

ン業界のほかでもセルフ化の試みが始まっている。「ECS-

06」は超小型をセールスポイントに，券売機業界や他の業
界の現金精算システムにも展開が期待できる。

これからもお客様のニーズにタイムリーに応えられるよ

うに，さらなる技術開発に積極的に取り組んでいく所存で

ある。
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