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まえがき

日本は，人口あたりの普及台数という点では，世界に類

を見ない自動販売機大国である。自動販売機は24時間無人

で商品を販売できるという，売手・買手双方にメリットが

あることと，日本の治安の良さとも相まって，街中・郊

外・屋内外を問わず，設置されている。

ところが，近年その無防備さゆえに変造硬貨による「自

動販売機荒らし」が大きな社会問題となっている。その手

口の一つに日本の硬貨よりはるかに価値の低い外国の硬貨

を加工して自動販売機に投入し，商品を購入せずに返却操

作を行い，釣銭用の本物の硬貨を盗み取る，というものが

ある。公表されている限りでは，韓国の 500 ウォンの変造

硬貨を中心に50万枚以上が発見されており，その猛威は自

動販売機の存続をも脅かしているのが現状である。

こうした状況のなか，自動販売機業界ではさまざまな対

策を講じてきたが，対策をかいくぐる変造硬貨の出現が相

次ぎ，犯罪者とのいたちごっこが続いていた。

富士電機では，自動販売機のトップシェアメーカーとし

て，業界全体の変造硬貨対策をけん引してきたが，このた

び上記のいたちごっこに終止符を打つべく，業界に先駆け

て「五百円硬貨の現物エスクロ
〈注〉

機能搭載コインメック」を

開発した（特許 6件出願中）。従来のコインメックでは，

投入された硬貨は釣銭チューブの最上部に収納され，たと

え商品を購入せずに返却操作を行ったとしても，実際には

投入したものとは異なる硬貨が返却される。これに対して

現物エスクロ機能搭載コインメックでは，投入された硬貨

そのものを返却する構造となっている。本コインメックの

外観を図１に示す。

富士電機の変造硬貨対策

本題に入る前に富士電機が取り組んできた主な変造硬貨

〈注〉エスクロ：投入された硬貨を返金が可能な状態で一時的に保留

すること。

対策について紹介する。

現在行われている大量の変造硬貨による犯罪は，1997年

の 5月ごろに端を発する。このときは，韓国 500 ウォン硬

貨の片面にドリルで穴をあけ，重さを五百円硬貨と同じに

したもので自動販売機が狙われた。この時点において富士

電機のコインメックの変造硬貨排除性能は，市場要求を満

足するものであった。しかし新たな変造硬貨の出現もあり，

同年10月検銭性能向上タイプのアクセプタを開発し，発売

を開始した。ここでは，硬貨の表面の凹凸を検出する技術

を新たに追加した。

その後，変造硬貨による犯罪が下火になったかに見えた

が1999年 5月になって韓国 100ウォンの外径削り，500ウォ

ンの旋盤削りと，立て続けに従来の検銭技術をもってして

も受け入れてしまう変造硬貨が大量に出現してきた。

ここに至り，富士電機では従来とは違うアプローチでの

変造硬貨対策に着手した。アクセプタでの検銭性能向上を

継続するとともに，自動販売機制御部とコインメックの間

に挿入し，通常の返却操作と違うと判断した場合，コイン

メックへの硬貨の受入れを禁止する「犯罪抑止アダプタ」

五百円硬貨の現物エスクロ機能搭載コインメック
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図１　現物エスクロ機能搭載コインメックの外観



五百円硬貨の現物エスクロ機能搭載コインメック

（図２）を同年 9月に発売した。そして，10月には新たな

アルゴリズムの採用と，チェックポイント追加により検銭

性能を大幅に向上させた改良形アクセプタを市場に投入す

るとともに，現物エスクロに対応した新形コインメックの

開発に着手した。富士電機の変造硬貨対策を図３に示す。

特　長

現物エスクロ機能搭載コインメックでは，犯罪による被

害低減と従来品との互換性を考慮して，下記のような特長

を盛り込んだ。

多様な販売価格に対応するため，アクセプタの五百円

硬貨通路に最大 2枚のエスクロ保留部を設けた。

五百円硬貨エスクロ保留部と他の硬貨通路とは独立し

ているため，エスクロ後に他の金種の受入れが可能であ

る。

本体釣銭保留部は従来どおりの釣銭容量を確保した。

２枚のエスクロ硬貨は 1枚ずつ独立して返却，あるい

はチューブへの収納が行える機構とした。

単なる硬貨投入，返却操作ではなく，販売を伴った場

合においても，エスクロされた五百円硬貨を優先して返

金する制御とした。

スイッチ操作により，エスクロ機能使用・未使用の切

換を可能として，従来機種との完全互換を確保した。

仕　様

表１に現物エスクロ機能搭載コインメックの仕様の一部

を示す。

構　造

５.１ 全体構成

従来のコインメックと現物エスクロ機能搭載コインメッ

クの構成を図４に示す。

従来のコインメックは，アクセプタで正貨と識別された

硬貨が，釣銭チューブの最上部に送り込まれる構造となっ

ている。そのため，返却操作をされるとあらかじめ釣銭

チューブに保留されている別の硬貨を払い出す仕組みであっ

た。

現物エスクロ機能搭載コインメックは，投入された五百

円硬貨をアクセプタ内に一時保留しておく構造を有し，返

却操作に対して投入された硬貨そのものを返却するもので

ある。

５.２ 同一平面払出し機構

現物エスクロ用のアクセプタは，五百円硬貨の通路面に

硬貨の進路をふさぐように突出したエスクロレバーを有し，

硬貨を直径方向にて 2枚まで連なった状態で一時保留する

ことができる（図５参照）。
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図２　犯罪抑止アダプタ

主な変造硬貨 
富士電機の取組み 

検銭性能アップ版 
アクセプタ開発 
500ウォン 
ドリル削り対応 
（凹凸検知採用） 

犯罪抑止 
アダプタ開発 
既設自動販売機・ 
コインメックに 
接続可能（図2） 
 

検銭性能アップ版 
アクセプタ開発 
500ウォン両面・ 
片面旋盤削り 
100ウォン外径 
削り対応 

韓国100ウォン 
変造硬貨 

韓国500ウォン 
変造硬貨 

500ウォン 
片面ドリル削り 

500ウォン 
両面ドリル削り 

500ウォン 
両面・片面 
旋盤削り 

100ウォン 
外径削り 

1997

年 

区分 

1998

1999

図３　富士電機の変造硬貨対策

表１　現物エスクロ機能搭載コインメックの仕様
 

項　目 

使　用　硬　貨 

エ ス ク ロ 硬 貨  

払 出 し 速 度  

現物エスクロ機能 
使用・不使用切換 

釣 銭 管 理 機 能  

犯 罪 抑 止 機 能  

使　用　電　源 

仕　様 

十円，五十円，百円，五百円 

五百円（最大2枚） 

あり 

あり（形式 FKVT455で対応） 

自動販売機側制御部との通信仕様対応 
および，簡易釣銭管理対応 

使　用　温　度 

あり 

DC24 V，DC8 V

外　形　寸　法 

－15～＋60 ℃ 

W138×D82×H356（mm） 
（投入口，返却レバーなどの飛出しを除く） 

エスクロ硬貨：0.7秒/枚（1枚払出し） 
チューブ保留硬貨：0.7秒/回（最大3枚払出し） 
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また，連なった硬貨の 1枚目と２枚目の間には，２枚目

の硬貨の進路を選択的に阻止できるように分離レバーが，

通路面より突出または待避可能なように設けられている

（図６参照）。したがって，この分離レバーが通路面より突

出している場合は，１枚目の硬貨に連なった 2枚目の硬貨

の通路をふさぎ，通路面より待避している場合は，通路面

を開放して２枚目の硬貨の落下移動を許可する。この分離

レバーは，エスクロレバーのピンに遊挿されリンク部を構

成している。これによりエスクロレバーをソレノイドで図

の左右方向に動かすことで直線運動は回転運動に変えられ，

エスクロレバーの動きに連動して分離レバーの突起部が通

路の閉そく・開放を行う。

このように，エスクロレバーと連動する分離レバーを設

けることで連なった硬貨を確実に 1枚ずつ分離し，払い出

すことができる。

制　御

特に現物エスクロ機能部のみ，以下に記載する。

現物エスクロ機構は，アクセプタ部分に設けられている。

図７にアクセプタ部を中心に投入硬貨の流れを示す。

五百円硬貨は検銭部，振分け部を経てエスクロ部に保留

される。ただしエスクロ機能不使用時には，即座に釣銭
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図７　投入硬貨の流れ
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チューブへ導かれる。返却操作時にはエスクロ部に保留さ

れた硬貨が本体部の釣銭チューブを介さずに自動販売機の

返却部へ導かれる。

図８は本体部 CPUと，アクセプタ部 CPUの通信デー

タの一部である。

本コインメックの動作モードを決めるのが，エスクロ機

能使用・不使用命令であり，これにより従来のコインメッ

クとの完全互換を達成している。

エスクロ機能使用時，投入された五百円硬貨はアクセプ

タに一時保留され，本体部へエスクロ硬貨入金データを送

出する。仮に，商品を購入せずに返金行為を行うと，本体

部からエスクロ硬貨返金命令を送出して，一時保留した硬

貨そのものを返金する。商品を購入した場合，エスクロ硬

貨チューブイン命令により一時保留硬貨は，本体釣銭チュー

ブに一括収納される。

五百円硬貨を 2枚投入し，１枚分を購入に使った場合で

も残りの１枚の返却時にはエスクロ分を優先して払い出す

よう制御するので，偽造硬貨による被害を最小限に抑える

ことができる。

あとがき

今回開発した現物エスクロ機能搭載コインメックは，コ

インメック本来の目的である偽造硬貨の排除についても，

従来のレベルを超えた性能を発揮している。また，正貨を

盗み取るという行為に対しては，偽造硬貨の種類にかかわ

らず効果があるという意味で，いままでのような犯罪者と

のいたちごっこは終わったといえる。しかし，まれではあっ

ても偽造硬貨を受け入れてしまうと，商品を盗み取られる

ことになり，これを防ぐ手段はない。また，五百円硬貨以

外の低額硬貨を狙った犯罪も多くはないが起きている。

このことから，今後はさらに硬貨の模様検出技術などの

検銭技術を向上させるとともに，全金種を対象とした現物

エスクロ機能搭載コインメックの開発をめざしていく考え

である。

最後に，五百円硬貨の現物エスクロ機能搭載コインメッ

クの開発にあたり，ご指導・ご協力をいただいた関係各位

に対して深く感謝の意を表す次第である。
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