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まえがき

現在，自動販売機の市場は，市場展開台数が飽和状態に

達し，新規需要があまり見込めない状態にあるため，置換

え需要を中心として競争の激しい市場となっている。この

ような状況のなか，自動販売機の置換えを促進するために

は，顧客にメリットのある自動販売機の開発が重要となっ

てくる。

富士電機では自動販売機の置換えを促進するための手段

の一つとして，中身商品の売上げアップが期待できる自動

販売機に重点を置き開発に取り組んでいる。

中身商品の売上げアップのアイデアの一つとして，商品

販売ごとにポイントを付加し，所定のポイントに達したと

きに，お客様にサービスを提供することで，お客様の商品

の購入意欲を向上させ，さらに固定客を確保することが可

能なポイント制の導入が考えられている。

富士電機では自動販売機のポイント制の導入に重要なカー

ドリーダライタと紙幣識別装置（ビルバリデータ。以下，

ビルバリと略す）とを一体化したビル＆カード一体形ビル

バリの開発を行ったので以下にその内容を紹介する。

ポイントカードシステムの概要

ポイントを管理するためのカードには，安価な PET

（Polyethylene Telephtharate resin）カードを使用し，こ

のカードに磁気的にポイント数を記録する方式を採用して

いる。

商品を購入する前に自動販売機のカードリーダライタに

ポイントカードを挿入し，現在までのポイント数を読み込

ませる。商品を購入すると商品に応じて自動販売機からポ

イント数が発行されるため，このポイント数を現在までの

ポイント数に加算し，カードに記録する。集めたポイント

数の合計が所定のポイント数に達すると，カードと引換え

に中身商品のメーカーからサービスの提供を受けられると

いったシステムになっている。

なお，ポイントカードを持たないお客様に対しては，商

品を購入した時点で自動販売機に取り付けられたカード発

行ボタンが有効になるため，このボタンを押すと自動販売

機から新規のポイントカードが発行されるようになってい

る。

特　徴

今回開発したビル＆カード一体形ビルバリ（BCV11SP5）

の外観を図１に示す。

ビルバリとカードリーダライタの一体化

今回開発したビルバリは，従来の外形寸法にカードリー

ダライタの機能とビルバリの機能を収めたため，自動販売

機にカードリーダライタを搭載するための余分なスペース

を必要とせず，従来のビルバリとビル＆カード一体形ビル

バリを交換するだけで，カードの使用が可能となる。

ポイント数表示機能

カード挿入口の表示部にてカードの累積ポイント数の表

示が可能である。

満点ポイント表示機能

累積ポイント数が満点に達したカードには，パンチ機構

により，所定位置にパンチ穴をあけるため満点カードと満

点未満のカードの区別が容易に行える。
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図１　ビル＆カード一体形ビルバリの外観



ビル＆カード一体形ビルバリ

新規ポイントカードの発行機能

ポイントカードを持たない人に，自動販売機で新規ポイ

ントカードの発行ができるように，カードホッパ（図２）

を制御する機能を装備している。

カードの不正防止

富士電機独自のデータの暗号化を考案し，データのハイ

セキュリティ化を実現することで，カードの偽造に強いデー

タ構造となっている。

仕　様

表１にカードリーダライタユニットの仕様を，表２に紙

幣識別ユニットの仕様を示す。

構　造

ビル＆カード一体形ビルバリは図３に示すように，紙幣

識別ユニット，カードリーダライタユニット，制御ユニッ

ト，カードホッパユニットの四つのユニットから構成され

ている。

５.１ 紙幣識別ユニット

紙幣識別ユニットは挿入された紙幣を搬送する搬送部と

紙幣の真偽を判定するセンサ部，受け入れた紙幣を収納す

るスタッカ部，自動販売機のインタフェースおよび各部を

制御する制御部から構成され，スタッカ部には千円紙幣を

収納可能である。また，収納した紙幣を容易に回収できる

ようにスタッカ部が取外し可能である。

紙幣搬送部は，詰まった紙幣が簡単に取り出せるように，

また保守や点検がしやすいように，搬送路背面が開閉する

機構となっている。

５.２ カードリーダライタユニット

カードリーダライタユニットは，カードのポイント数を

表示する表示部，挿入されたカードを搬送する搬送部，カー

ドデータの読取り・書込みを行うリードライト部，満点に

達したカードに穴をあけるパンチ部から構成されている。

カードリーダライタユニットは，紙幣識別ユニットと分

離が可能な構造となっており，また搬送部背面カバーを開
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図２　カードホッパの外観 表１　カードリーダライタユニットの仕様
 

項　目 仕　様 

使用カード 

デ ー タ 記 録 方 式 

デ ー タ 記 録 密 度 

ポ　イ　ン　ト　表　示 

パ　　ン　　チ　　穴 

使　　用　　電　　源 

自動販売機インタフェース 

材　　　質 

外　　　形 

厚　　　み 

外形寸法 

使　用　温　度　範　囲 

本　　　　体 

制 　 御 　 部 

カードホッパ 

PET（ポリエチレンテレフタレート樹脂） 

54.0×85.6（mm） 

0.21±0.025（mm） 

周波数変調方式（F2F方式） 

135ビット/インチ 

4けた（下1けたは「P」表示） 

最大1個（満点ポイント達成時穴開け） 

DC24 V，DC8 V 

VTSシリアル通信 

W99×D58×H260（mm） 

W80×D30×H230（mm） 

W92×D133×H142（mm） 

－15～＋60 ℃ 

カードリーダ 
ライタユニット 

紙幣識別ユニット 制御ユニット 

カードホッパ 
ユニット 

図３　ビル＆カード一体形ビルバリの構造

表２　紙幣識別ユニットの仕様
 

項　目 仕　様 

使　　用　　紙　　幣 

受 　 入 　 れ 　 枚 　 数 

紙　幣　挿　入　方　向 

紙　　幣　　収　　納 

識　　別　　速　　度 

自動販売機インタフェース 

電　　　　　　　　　　源 

外　　形　　寸　　法 

使　用　温　度　範　囲 

千円紙幣 

1枚 

4方向（表，裏各2方向） 

可能 

1.5秒以下 

VTSシリアル通信 

DC24 V，DC8 V 

W99×D52×H230（mm） 

－15～＋60 ℃ 



ビル＆カード一体形ビルバリ

閉する構造のため，詰まったカードの除去やクリーニング

といった保守・点検が容易に行える。

パンチ機構は穴あけ用のピンをモータにて上下方向に駆

動する方式を採用し，従来から行われているソレノイド方

式に比べ小形化，低消費電流を実現している。

５.３ カードホッパユニット

カードホッパは収納しているカードを 1枚ずつ払い出す

装置である。カードを持たないお客様に対し，新規カード

を発行する場合には，このカードホッパからカードの払出

しを行う。

カードホッパの制御は自動販売機からの指令を受けて，

すべてビル＆カード一体形ビルバリで行うようになってい

る。

５.４ 制御ユニット

制御部は，自動販売機とのインタフェースおよびカード

リーダライタ部とのインタフェースを備え，自動販売機と

の通信制御のほか，カードリーダライタ部の制御のすべて

を行っている。

制　御

カードリーダライタユニットと紙幣識別ユニットはそれ

ぞれ独立して動作が可能なため，両方が同時に動作を始め

ると大きな駆動電流を必要とし，電源容量が多く必要とな

る。

このため，今回のビル＆カード一体形ビルバリでは，カー

ドリーダライタユニットと紙幣識別ユニット間でおのおの

の動作状態を監視し，一方が動作を行っている場合は動作

終了まで，自分の動作を保留するように制御することで低

消費電流を実現している。

以下におのおののユニットの制御の概要を述べる。

６.１ カードリーダライタユニット

６.１.１ カード制御

カードリーダライタユニットの制御ブロック図を図４に

示す。

自動販売機とのインタフェースは，シリアル通信（VTS）

で接続され，カードリーダライタユニットへの指令は，通

信によるコマンドの送信により行われる。

カードリーダライタユニットの状態の変化は，自動販売

機のポーリングによりデータとして自動販売機側に送信さ

れる。

カードの挿入を検知すると，搬送モータを駆動し，カー

ドをデータの読取り・書込みを行うリードライト部に送る

とともに，挿入口ソレノイドをオフし，次のカードが入ら

ないようにカードの挿入を抑制する。

リードライト部に送られたカードは，カードに記録され

ているデータを読み取り，カードの保留部に保留される。

この状態で，自動販売機からポイントの加算指令あるいは

減算指令を受信すると，読み込んだポイント数に対し，加

算あるいは減算を行い，結果をポイント表示部に表示する。

次に，自動販売機から排出指令を受信するとカードリー

ダライタユニットでは，カード読取り時のポイント数と排

出指令時のポイント数を比較し，変化があった場合はカー

ドをリードライト部に搬送し，排出指令時のポイント数の

書込みを行う。

このときポイント数があらかじめ設定された満点ポイン

トに達している場合は，データの書込みを行うとともに，

カードをパンチ部に搬送し，パンチ穴をあける。

なお，ポイント数に変化がなかった場合は，カードをそ

のまま挿入口まで搬送し，カードの搬出を終了する。

カードが挿入されない状態で，自動販売機から加算指令

が送信されてきた場合は，カードを持たない人が商品を購

入したと判断し，新規のカードの発行を有効にするためカー

ド発行可能ランプを点滅させる。カード発行ボタンが押さ

れると，カードホッパを駆動し，新規カードを発行する。

６.１.２ カード受入れ制御

カードリーダライタの制御ユニット内にカードの受入れ

を規定するための各種設定スイッチを装備し，リーダライ

タで受入れ可能なカードのデータを設定可能にしている。

設定機能は以下のとおりである。

顧客コード設定

顧客ごとに割り当てたコードを設定することにより，他

の顧客カードの受入れを禁止することができる。

エリアコード設定

この設定値を変更することにより，同一顧客のカードで

あっても特定地域ごとに受入れの制限を行うことが可能で

ある。

カードバージョン設定

顧客コード，エリアコードが同一でも，このデータを変

えることにより，カードの受入れを制限することが可能で
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図４　カードリーダライタユニットの制御ブロック図



ビル＆カード一体形ビルバリ

ある。

例えば，キャンペーン期間のみ対象としていたカードの

バージョンと異なるデータを設定することにより，キャン

ペーン終了後のキャンペーンカードの受入れを不可とする

といった使い方ができる。

有効期限設定

カードの使用期限を月単位で制御できる。

６.１.３ その他

上記機能の制御のほか，以下の機能の制御も有す。

パンチ穴あけ有無制御

カードの再利用を考え，満点時のパンチ穴あけの有無を

制御するための設定が可能である。

カードホッパ搬送テスト制御

カード補充時のカード搬送テストが容易に行えるよう，

カードホッパ単独の払出しテストが可能である。

６.２ 紙幣識別ユニット

紙幣識別ユニットの制御ブロック図を図５に示す。

自動販売機とのインタフェースは，VTSにて行うが，自

動販売機には直接接続せず，いったんカードリーダライタ

の VTSラインに接続し，カードリーダライタユニットを

通じて自動販売機に接続されている。

制御はカードリーダライタユニットと同様に，通信によ

るコマンドの送受信にて行われる。

まず，紙幣の挿入を検知すると，搬送モータを駆動し，

所定の位置まで紙幣を搬送するとともに，おのおののセン

サにて識別に必要なデータの収集を行うとともにデータの

真偽の判定を行う。

識別したデータがすべて真の場合は，紙幣は保留位置に

一時的に保留され，動作を停止する。

識別において，偽と判定した場合は，直ちに搬送モータ

を逆転し，挿入された紙幣（紙片）を挿入口まで返却する。

次に，一時保留された紙幣は，商品の購入の有無により

自動販売機から送信される収金，または返金指令に基づき

処理が行われる。

自動販売機から収金指令が送信されてきた場合は，収金

用モータ（スタックモータ）を駆動し，紙幣を金庫に収納

する。

返金指令が送信されてきた場合は，搬送モータを逆転す

ることで，一時保留紙幣を挿入口まで搬送し，返却する。

あとがき

今回開発したビル＆カード一体形ビルバリは，他社にな

い初めての機種であり，今後のいろいろな分野への応用，

展開が期待されている。そのためには，この機種の特徴で

ある，紙幣識別ユニットとカードリーダライタユニットが

一体化された長所を生かした商品の企画が重要となってく

る。

図６に応用の一つとして，現在開発を行っているポイン

ト機能に ID機能を付加した製品の外観を示す。また，機

能を簡単に紹介する。

この製品は，挿入部に暗証番号入力用のテンキーを装備

し，カードを IDカードとして使用することで，自動販売

機の使用を制限しようとするものである。この製品の利用

方法として現在，酒類の未成年への販売を禁止するために，

酒類自動販売機への搭載が検討されている。

このようないろいろな応用について，本稿を読まれ，興

味を持たれた方々のご意見・ご提案を期待する次第である。

また，今回の開発における成果として，現在 3件の主要

特許について出願済みである。

最後にビル＆カード一体形ビルバリの開発にあたり，ご

指導・ご協力をいただいた関係各位に対し，深く感謝の意

を表す次第である。
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図５　紙幣識別ユニットの制御ブロック図

紙幣挿入口 

IDカード 
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図６　IDカード用ビル＆カード一体形ビルバリ
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