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まえがき

自動販売機は24時間無人で商品を販売できるという利点

と，日本の治安の良さが相まって，屋内外を問わず数多く

設置されている。

しかし，最近では24時間無人であることにつけこみ，偽

造硬貨（偽貨）や偽造紙幣（偽札）を使用して商品や釣銭

を取るといった犯罪が大きな問題となっている。

この対策として，硬貨や紙幣の鑑別精度の向上に併せて，

投入された貨幣の受入れを監視し，偽貨や偽札を検知した

場合に貨幣の受入れを禁止したり，または犯罪のされやす

い時間帯に鑑別精度を厳しくし，損害を未然に防ぐといっ

た予防的な処理が可能なコインメックやビルバリデータの

要求が高まってきている。

一方，製品の長寿命化，高信頼性化に伴い，製品の保守

を効果的に行うことが重要となってきている。

しかし，従来のコインメックやビルバリデータでは，メ

ンテナンスや修理などに対応した機能を有していなかった

ため，適切な情報を外部に出力することが新たに要求され

ていた。

以上のような状況を踏まえ，富士電機で開発した予防保

全機能付きコインメックおよびビルバリデータの内容を以

下に紹介する。

特　徴

予防保全機能付きコインメックおよびビルバリデータの

外観を図１，図２に示す。

予防保全機能の特徴としては，大きく分けて偽貨，偽札

の監視・対応とセンサの汚れに対する処理およびメンテナ

ンスに関する種々のデータの提供に分けられる。

以下に各機能の概略を説明する。

偽札，偽貨の監視・対応

正貨以外のものが投入されたと検知した場合，偽札や偽

貨などの不正が行われた可能性もあると判断し，自動販売

機側に警報を出力する機能を備えている。
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図２　予防保全機能付きビルバリデータの外観

図１　予防保全機能付きコインメックの外観



予防保全機能付きコインメック・ビルバリデータ

一方，貨幣の受入れ精度については，金種ごとに変更可

能としているため，偽貨や偽札の試行を検知した場合，受

入れ精度を厳しくしたり，受入れを禁止するといった制御

が可能となる。

センサの汚れおよび清掃時期の把握

各金種の受付率を個別に計算，記憶し，センサの汚れな

どによる受付率の低下を常時監視している。

受付率の低下を検出した場合，備え付けの点検ランプを

点灯することで，適切なセンサの清掃を実施することがで

き，受付け不良などによるトラブルを防止できる。

メンテナンス情報

長寿命，高信頼性を保持し，コインメックおよびビルバ

リデータを稼動させるためには，保守点検が必要となる。

しかし，自動販売機の設置されている環境により，稼動

状況が異なるため，一律に保守点検の期間を決定すること

は効果的ではなく，環境に応じて点検時期を把握できるよ

うにすることが必要となってくる。

このため，予防保全機能付きコインメックおよびビルバ

リデータにおいては，この保守点検を行ううえで，必要と

なる稼動時間，貨幣の金種ごとの受付け枚数，故障履歴な

どといった保守期間を決定するうえで必要な各種稼動履歴

データを出力する機能を備えている。

以上のような制御や情報データは，通信によりリアルタ

イムに自動販売機側と交信可能なため，最近の IT（Infor-

mation Technology）を利用した通信を利用することで，

犯罪，いたずら，保守などの一括管理がセンターで可能と

なる。

図３の応用例は，自動販売機内部でコインメック・ビル

バリデータから得られた情報を PHSなどの通信手段を利

用して送信し，インターネットを介してセンターのパソコ

ンで管理，処理する例である。

仕　様

表１に予防保全機能付きコインメック，表２に予防保全

機能付きビルバリデータの仕様の一部を示す。双方とも現

在の自動販売機搭載用のコインメック，ビルバリデータの

最新かつ主力型式である。

予防保全機能付きコインメックおよびビルバリデータは，

「検銭性能の向上」「メンテナンス性の向上」「予防保全機

能の充実」を強化するために従来の通信仕様に，前記の機

能を実現するための通信仕様を拡張コマンドという形で付

加し，実現している。

拡張コマンドは従来からの VTS（Vivid Transaction

System）制御に準拠しているが，自動販売機側の制御部

の判断により，使用するかしないかの選択が可能となって

いる。これにより拡張コマンド制御機能のない既存自動販

売機でも，同等に動作するよう互換性を確保している。

仕様の詳細

４.１ コインメック

４.１.１ 受付率低下時の清掃喚起

図４に示すように，コインメックは，正貨の受付け範囲

を若干超える硬貨を投入された場合，検銭部の汚れにより，

本来受け付けるべき硬貨を排除したものと判断する。

硬貨が投入されるたびに，金種別の直近 100 枚の受入れ

データを常に記憶しており，受入れ率が変化するとこれを

自動販売機側へ通知する。図４の例では，100（A）（受入

れ）が 95 枚，100（B）（排除）が 5 枚であった場合，受

付率は 95 ％となる。これが，自動販売機側で定めた受付

（3）

（2）
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図３　予防保全機能付き自動販売機の応用例 表１　予防保全機能付きコインメックの仕様�

項　目� 仕　様�

10 円，50 円，100 円，500 円�

100 円（最大 4 枚）500 円（最大 3 枚）�

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金種同時払出し）�

標準で装備�

あり�

ダイレクトボタン切替え（LED表示）�

拡張1（予防保全内容）�
拡張2（稼動履歴内容）�
拡張3（機能設定内容）�

DC 24 V，DC 8 V�

W 138×D 82×H 356（mm）�

（投入口，返却レバーなどの飛び出しを除く）�

使　用　硬　貨�

エスクロ硬貨�

払 出 し 速 度 �

釣銭管理機能�

犯罪抑止機能�

機能切替え方式�

拡張コマンド�

使　用　電　源�

外　形　寸　法�

表２　予防保全機能付きビルバリデータの仕様�

項　目� 仕　様�

1,000 円札，2,000 円札�

1,000 円札1枚 または 2,000 円札1枚�

約 1.4 秒�

カセット式で着脱可�

あり�

拡張1（予防保全内容）�

拡張2（稼動履歴内容）�

DC 24 V，DC 8 V�

W 99×D 52×H 260（mm）�
（ガイドロの飛び出しを除く）�

使　用　紙　幣�

エスクロ紙幣�

識　別　速　度�

ス タ ッ カ ー �

識別精度切替え�

拡張コマンド�

使　用　電　源�

外　形　寸　法�
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率を下回った場合，自動販売機側は，点検ランプの点灯命

令を送信し，コインメックはランプを点灯させる。自動販

売機の管理者は，検銭部の清掃を行った後，点検スイッチ

を押す。

その情報は自動販売機側へ通知され，自動販売機側は点

検ランプの消灯命令とともに，清掃を実施した時期として

タイムスタンプデータを送信し，コインメックは受信した

データを記憶する。

この一連の流れを図５に示す。

４.１.２ 偽貨によるいたずら発生時の受付け禁止処理

投入された金額と同額の返金命令を受信した場合，投入

金種を釣銭硬貨から返却するため，これを悪用して，正貨

と類似した偽貨（変造硬貨）を投入し，釣銭用の正貨を盗

み取るという犯罪が発生している。

このような犯罪行為に対しては，「通常の返金行為とは

異なる」と判断し，一定時間硬貨の受入れを禁止する「犯

罪抑止機能」などで対策してきたが，本コインメックでは，

必要な情報を自動販売機側に提供し，対処方法を委ねるこ

とによって，プログラマブルな受入れ精度の変更や金種ご

との受入れ制限といった自由度の高い制御が可能となる。

コインメックの処理としては，硬貨を投入し，商品の購

入なしに返却要求されたと判断したときは，「金種別偽貨

試行警報」というデータで自動販売機側へ警告する。

これは，直近 10 回の販売の中で，単なる「投入ー返金」

行為が何回あったかを示すデータである。

自動販売機側は，これをもとに，いたずらされていそう

な金種の受け幅を狭め，類似偽貨を受け付けにくくしたり，

一時的に受付けを禁止したりして，被害を最小限に抑えよ

うとする。この一連の流れを図６に示す。

この例では，500 円硬貨の類似偽貨によるいたずらが 2

回続いたと判断したとき，その後約 1分間は 500 円硬貨お

よびその類似偽貨の受付けを禁止して，犯罪行為をあきら

めるよう促している。

４.１.３ 稼動履歴データ

従来のコインメックでは，長年の稼動により性能の低下

や故障が発生しても「どのような使用状況であったのか」

が明確には分からなかった。

これは，コインメックは自動販売機の一部品であり，詳

細な稼動状況の把握は自動販売機側で行う，との考え方か

らであった。しかし，以下のような理由からコインメック

自身に稼動履歴を残す必要性が生じてきた。

リサイクル重視の考え方から，故障しても可能な限り

修理して使おうとする。そのため，１台のコインメック

が複数の自動販売機で使用され，必ずしも自動販売機側

でその稼動状況が把握できない。

硬貨の入出金情報を記憶しておくことにより，故障時

に購入者との金銭面のトラブルを防止する。

使用状況が分かると，製品の弱点を知ることができ，

次回の開発に役立つ。

稼動履歴データは表３のとおりである。データは不揮発

性メモリに保存し，バッテリー切れによるデータ消失の心

配をなくした。

４.２ ビルバリデータ

受付率の低下，偽札に対する処理は前記のコインメック

と同等のため，稼動履歴データについてのみ以下に説明す

る。

表４にビルバリデータの出力可能な稼動履歴データを示

（3）

（2）

（1）

224（22）

富士時報 Vol.75 No.4 2002

100�
（A）�

100�
（A）�

100�
（B）�

100�
（B）� 100�

（A）�
100�
（A）�

100�
（？）�

検銭部�

受付け�排除�

（A）：正貨として受け入れた硬貨�
（B）：正貨の受入れ範囲外の硬貨�

図４　受付率の考え方
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図６　偽貨による受付け禁止処理の流れ
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す。

稼動履歴データは大きく三つの項目に分けられる。

まず一つ目は，稼動時間，トータルパス数などの累積稼

動データである。これらのデータは，磁気ヘッドの摩耗や

モータの寿命などの解析が可能になり，メンテナンスや保

守に適切なデータを提供する。

二つ目は，紙幣の受入れ・収納・払出し枚数の状況の

データが挙げられるが，このデータでは，市場のビルバリ

データの使用状況（紙幣を利用した販売など）の解析が可

能となる。

三つ目は，故障データである。過去の故障回数を計数し

記憶することで，ビルバリデータの故障要因の分析や欠点

の解析が可能となる。

さらに最新の故障内容を 10 個まで記憶しているため，

市場返却品の故障解析が効果的に行えるため，迅速な修理，

解析が可能となる。

コインメック同様これらのデータは制御ボード内の不揮

発性メモリに保存するため，ビルバリデータをパソコンに

接続し，稼動データを単独で収集可能な構成になっている。

図７にパソコンに取り込んだ画面の表示例を示す。

あとがき

今回開発した，コインメックおよびビルバリデータの予

防保全機能は，自動販売機本体やネットワークを経由した

ユーザーアプリケーションと一体となってその機能を果た

す。そして，この試みは始まったばかりであるが，早急に

市場に浸透させ，より効率のよい自動販売機の運用に役立

てていく。また，予防保全機能・稼動履歴対応のコイン

メック，ビルバリデータが普及してくるにつれて，富士電

機製品の長所・短所も今まで以上に表面化してくるはずで

ある。今後の課題としては，これらのデータから，積極的

に製品の改良を進めていくことである。また，稼動履歴対

応では，CPUやメモリの制約から，現在は動作履歴を累

積したデータのみであるが，制御素子の高機能化とともに，

動作履歴を時系列的に記憶し，機器の故障やシステム（自

動販売機）のトラブル解消に役立てていく所存である。
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表３　予防保全機能付きコインメックの稼動履歴データ�

稼動履歴データ内容� 計数可能範囲�

2 時間～約 15 年（2 時間ごと）�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 65 万枚（10 枚ごと）�

0～約 65 万枚（10 枚ごと）�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

直近 10 回�

稼 　 動 　 時 　 間�

電　源　投　入　回　数�

カ セ ッ ト 着 脱 回 数�

販 　 売 　 回 　 数�

金 種 別 投 入 枚 数�

チ ュ ー ブ 別 払 出 し 枚 数�

アクセプタ部詰まり発生回数�

払出しモータロック発生回数�

払出しモータ回らず発生回数�

最 新 故 障 デ ー タ�

累
積
デ
ー
タ�

稼
動
デ
ー
タ�

故
障
デ
ー
タ�

表４　予防保全機能付きビルバリデータの稼動履歴データ�

累
積
デ
ー
タ�

稼
動
デ
ー
タ�

故
障
デ
ー
タ�

稼動履歴データ内容� 計数可能範囲�

2 時間～約 15 年（2 時間ごと）�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 6.5 万回�

0～約 1,000 回�

0～約 1,000 回�

0～約 1,000 回�

0～約 500 回�

0～約 500 回�

直近 10 回�

稼　動　時　間�

電 源 投 入 回 数�

トータルパス数�

累積紙幣排除回数�

金 庫 開 閉 回 数�

金種別受入れ枚数�

金種別払出し枚数�

金種別収納枚数�

札 詰 ま り 回 数�

金 庫 満 杯 回 数�

識別部異常回数�

引抜き検知回数�

払出し異常回数�

スタック異常回数�

最新故障データ�

図７　ビルバリデータ稼動履歴データのパソコン画面
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