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In Food Distribution, Technologies to Improve Convenience 
and Save Labor and Energy: Current Status and Future Outlook

1　まえがき

国内においては高齢化が進み，労働人口の減少が進
んでいる。小売流通業においても人材不足が加速し，
労働力の獲得競争が激化している。外国人労働者の増
加に伴い，より使い勝手の良い製品，働きやすい環境
が望まれている。一方，消費者の要求は多様化し，食
品流通分野においては質の高い商品とサービスが求め
られている。
海外では，特に東南アジア地域において経済成長を
背景に所得水準が向上し，生活必需品から自動車，家
電などの耐久財への消費や，外食・レジャーといった
嗜好（しこう）品・サービスへの支出へと変化しつつ
ある。今後，コーヒーマシンや自動販売機をはじめと
する食品流通に関する製品の市場が拡大すると期待さ
れる。
富士電機では，このような市場変化に対応するため

に，食品流通の部門において“利便性向上”“省力化”
“省エネルギー”の三つのキーワードを掲げ，関連技
術の研究開発に取り組んでいる。本稿では，これらの
新技術について述べる。

2　利便性向上と多様化への対応

清涼飲料業界において，一年間に売り出される新商
品は 1,000 種類を超える。このうち残る商品は数種類
だといわれており，熾烈（しれつ）な競争が繰り広げ
られている。自動販売機の特性を生かし，商品の消費
を促すお手伝いができればと考えている。

2 . 1 　マイナス 5℃飲料が販売可能な自動販売機
自動販売機の特性の一つとして，商品温度を細かく
管理できることが挙げられる。特に近年は，消費者の
飲料温度嗜好に合わせた温度帯で，かつ商品ごとの適
温に合わせた提供が求められている。

今回，アサヒ飲料株式会社と共同で開発した自動販
売機は，炭酸飲料を凍る直前のマイナス 5℃まで冷や
し，購入者が開栓することにより凍りはじめ，シャー
ベット状になる炭酸飲料を提供するものである。
この現象は，過冷却現象

（＊ 1）

を応用したもので，一定時
間をかけて飲料を静かに冷やす必要があり，自動販売
機が持つ温度管理の機能によってこの環境を整えるこ
とができる。
飲料を静かに冷やす環境を整えるため，冷媒の凝縮

熱を利用したホットガスデフロスト方式による除霜シ
ステムを採用した。また，庫内の温度ばらつきを極限
まで抑制する冷却制御と相まって，庫内を三つのゾー
ン〔氷点下温度域（次販売商品），予備冷却域，補充
商品域〕に分けた温度管理を可能にし，販売時の商品
温度を氷点下域に保持できるようにした（図 1）。
目の前で凍りだすという楽しさや，口の中に広がる

かき氷のような食感など，単にモノを売ることから消
費を促す演出を行うことで，顧客のブランド力を高
めることにつながると期待されている。自動販売機の
性能や機能が進化することで自動販売機市場を活性化
させ，顧客の売上アップに貢献できればと考えている
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（＊1）過冷却現象
凝固点以下の温度でも液体が凝固しないまま液体のま

ま存在している現象のことをいう。ゆっくりと均一に
冷却することにより実現され，この状態で衝撃を与え

ると瞬時に固体に変わる。

補充商品域
（初期状態）

予備冷却域
（1日間冷却）

氷点下温度域
（2日間冷却）

ファン

蒸発器

商品搬出口へ

風の流れ

図 1　ゾーンオペレーションシステム
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 （9ページ，“マイナス 5℃飲料が販売可能な自動販売
機”参照）。

2 . 2 　市場ニーズに即応可能なクラウド型自動販売機
ICT 化の進展により人々は大量の情報を容易にやり

とりできるようになり，産業に大きな影響をもたらし
ている。また，企業間や業界間の壁を取り払うことに
より複数の企業がそれぞれの得意分野を生かし，短期
間かつ小資金で製品を開発する革新的なビジネスが世
界的に生まれはじめている。自動販売機がグローバル
化する中で，各地域の事情に合わせて顧客が自由に機
能の追加や削除ができる環境を整え，新規に参入する
自動販売機ビジネスをサポートする仕組みを構築した。
それぞれの顧客が要求するさまざまな仕様に短納期で
応えるため，また複数の異業種と協業を加速するため
に，従来の制御システムを刷新した。
本製品は，自動販売機のソフトウェアを階層化やモ
ジュール化することにより，開示する部分とブラック
ボックス化する部分に区分けし，他の企業が自由に機
能を追加できるようにしつつ，高度なセキュリティを
確保してソフトウェアの小型化と開発効率を向上した。

さらに，組込み系のリアルタイム OS
（＊ 2）

からグローバル
標準の汎用OS

（＊ 2）

（Linux
〈注 1〉

，Android
〈注 2〉

）での動作環境を
整備し，他企業による機能追加の自由度を向上した。
このモデルを海外市場に展開し，自動販売機のグロー
バル化の加速を狙っている （13ページ，“市場ニーズ
に即応可能なクラウド型自動販売機”参照）。

2 . 3 　  ICT ソリューションによる自動販売機の業務プロ
セスの改善

通信技術や各種センサの発展により，PCやスマー
トフォンだけでなく，従来では考えられなかった家電，
自動車，製造設備など，世界中のありとあらゆるモノ
がインターネットにつながり，生活を豊かにしている。
2020 年には，約 400 億個のモノがインターネットに
つながりさまざまなサービスが展開されるといわれて
いる

⑴

。
自動販売機や店舗など流通の部門においても，IoT

（Internet of Things）技術を用いることによってさ
まざまなサービスが展開できると各方面より期待が寄
せられている。
例えば，日々変化する実在庫をリアルタイムに把握

（＊2）リアルタイムOSと汎用OS
従来は要求されたリアルタイム性を満たすためにリア
ルタイムOSを使用してきた。リアルタイムOS上で動
作するアプリケーションの開発には，専用設備や環境
が必要であった。制御をリアルタイム性が必要な部分
とそうでない部分に分け，リアルタイム性が不必要な
部分には Linuxなどの汎用OSを使用することによっ
て，自動販売機オペレータなどの他企業によるアプリ
ケーションの開発や追加が容易にできるようにした。

（＊3）  アクワイアラ，飲料メーカー，オペ
レータ，オーナー

アクワイアラ
キャッシュレス決済サービスにおいて加盟店の獲得と
管理を行う会社のことである。加盟店での売上げを利
用者の支払い前に立て替えて加盟店へ入金したり，加
盟店が決済インフラを導入するためのシステムを提供
したりする。

飲料メーカー
飲料の製造・販売を行うメーカーのことである。
オペレータ
自動販売機の設置・管理・メンテナンスを実施し，商
品補充・売上回収を行う会社のことである。
オーナー
自動販売機を所有している会社や個人のことである。

自動
販売機

データ配信データ集信

通信機
（MCU）

自動販売機に内蔵

基地局 交換局

クラウドサーバ 顧客システム

○サービス事業者
○アクワイアラ (*3）

○飲料メーカー(*3）

○オペレータ (*3）

○オーナー(*3）

ソフトウェア更新

1次データ データ分析・加工 2次データ

端末監視

データサービスセンター

自動販売機通信インタフェース 顧客システム通信インタフェース

グローバル通信プラットフォーム

販売情報 QRコード *決済

ポイント付与

リモート管理 Webサービス

サービスアプリケーション

＊QRコード：株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標

図 2　汎用クラウドシステムを使ったサービス

〈注 1〉  Linux：Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国にお

ける商標または登録商標

〈注 2〉  Android：Google LLC. の商標または登録商標
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することや日々の消費（需要）が予測できると，第一
次産業から小売りまでの物の流れが変わり，物流の量
や頻度の最適化により，物流の効率化など社会的な課
題の解決につながると考えられている。
今まで単独の機器として展開されてきた自動販売

機や店舗用の什器（じゅうき）が ICT（Information 
and Communication Technology）化されることに
よってサービスの展開が広がり，異業種との協業も含
め模索していく必要があると考えている。図 2に，業
務プロセスを改善するサービスを提供するためのシス
テムを示す（17ページ，“ICTソリューションによる
自動販売機の業務プロセスの改善”参照）。

3　省力化への対応

3 . 1 　  冷凍機内蔵で設置工事不要な HFO冷媒
（＊ 4）

ショー
ケース

事業の拡大を目指すコンビニエンスストア各社は，
店舗を新しく展開するに当たり，設置工事に制約のあ
るビルイン店舗に対応したショーケースを望んでいる。
そこで，冷凍機を内蔵したHFO冷媒ショーケース

〈注 3〉

を
開発した（図 3）。
背面からの冷却気流を棚下ダクトにより前方へ導き，
上部からの気流と組み合わせる新方式のエアカーテン
を開発した。これにより外部からの侵入熱量を低減し，
小型の冷凍機で冷却性能を満足させた。この冷凍機を
ケース上部に配置することによって低床化し，棚段数

を増やして商品陳列面積を拡大した。冷凍機をショー
ケースに内蔵することにより，別置式ショーケースで
必要な現地での冷却系配管工事を不要にした。自動販
売機で培った冷熱技術（PWM方式

（＊ 5）

の電子膨張弁，高
効率オールアルミニウム熱交換器）をショーケースに
適用して圧縮機の小型化と冷凍機の内蔵化により冷媒
封入量を大幅に低減（83% 低減）した。このショー
ケースには，業界で初めて低GWP

（＊ 6）

冷媒であるHFO-

1234yfを採用した。また，冷凍機において冷媒を凝
縮するときに発生する排熱を利用した蒸発システムを
開発し，ドレン水を冷凍装置内部で蒸発させることで
埋設配管工事を簡素化した（21ページ，“冷凍機内蔵
で設置工事不要なHFO冷媒ショーケース”参照）。

3 . 2 　  オペレーション負荷を軽減した省力化ショーケー
ス

コンビニエンスストア業界において労働力の不足が
問題となり，業務負荷低減を目指し，自動化や簡易オ
ペレーションといった省人・省力化へのニーズが高
まってきている。
特に店員のオペレーション比率の高い作業に注目し，
次に示す省力化アイテムを開発した。
⒜　傾斜機構付きスライド棚を開発し，ショーケー
スの棚を簡単に引き出し，傾斜状態と水平状態を
切り替えることにより商品補充作業を簡素化した。

⒝　フィルタ簡易アクセス機構を開発し，ショー
ケースの正面から直接フィルタを取り出すことが
できるようにし，フィルタの状態の確認を容易に
した。
⒞　ウォークインショーケースのラックに重量物運
搬用の可動棚を取り付けることで，商品補充作業
を簡素化し，省力化した（26ページ，“オペレー
ション負荷を軽減した省力化ショーケース”参照）。

3 . 3 　  コーヒーマシンにおけるドリップコーヒー抽出技術
近年，世界のコーヒー市場は急速に変化しており，
アメリカではサードウェーブと呼ばれるスペシャル

（＊4）HFO冷媒
HFOはHydrofl uoroolefi n（ハイドロフルオロオレ
フィン）の略である。HFO冷媒は，地球温暖化係数
が低く，オゾン層破壊係数がゼロであることが特徴で
ある。

（＊5）PWM方式
PWMはPulse Width Modulationの略であり，PWM
方式は電力制御の一つの方式である。半導体を用いて
パルス列のオンとオフの一定周期を作り，オンのパル
ス幅に比例した任意の電圧が出力できる。優れた制御
性と高効率が特徴で，インバータ回路に広く使われて
いる。

（＊6）GWP
GWP は Global Warming Potential の略であり，地
球温暖化係数のことである。温室効果ガスは，地表か
ら放射された赤外線の一部を吸収し，温室効果をもた
らす。CO2 を基準（=1.0）として，この温室効果の
影響度を示すものである。数値は，小さいほど温室効
果が少ないことを意味している。

図 3　HFO冷媒ショーケース

〈注 3〉  “HFO冷媒を用いた内蔵型ショーケース”は，株式会社

日刊工業新聞社が主催する“第 21 回オゾン層保護・地

球温暖化防止大賞”の優秀賞を受賞した。https：//biz.

nikkan.co.jp/sanken/ozon/number21.html.
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ティコーヒーが流行し，本格的なドリップコーヒーが
求められている。また，アジア各国においても所得水
準の向上によりコーヒー飲料の需要は増加傾向にあり，
特に中国市場が急増しており，次に示す技術開発を進
めた。
⒜　限りなくペーパードリップに近い高品質のコー
ヒーを抽出するメッシュフィルタを開発し，ペー
パーフィルタの入手が困難な海外市場でのコー
ヒーマシンやカップ自動販売機に適用する。

⒝　ハンドドリップでの淹（い）れたてのコーヒー
の味に徹底的にこだわり，かつきめ細かな味づく
りができる制御を備えた新方式のコーヒー抽出装
置を開発し，サードウェーブコーヒーに対応する。
⒞　静電気の帯電メカニズムを研究し，挽（ひ）い
た豆が搬出路内に異常付着することで発生する詰
まりによる不具合と抽出品質の劣化を防止し，お
いしいコーヒーを提供する新型ミルを開発する 
（36ページ，“コーヒーマシンにおけるドリップ
コーヒー抽出技術”参照）。

3 . 4 　  変化する市場ニーズに対応した自動つり銭機
「ECS-777」

前述のようにスーパーマーケットやコンビニエンス
ストアなどの小売流通業界においても，アルバイトや
パートタイマーなどの労働力の確保が難しくなってい
る。また，レジ業務をアウトソーシングなどで確保し
なくてはならない状況になっている。このような背景
の中，効率化，人件費削減やレジ待ち時間の短縮のた
め，セルフレジやセミセルフレジ

（＊ 7）

によるセルフチェッ
クアウトシステムの採用が本格化しはじめている。
セルフチェックアウトシステムに採用されるつり銭
機は，操作者がレジスタッフから利用客に変化するた
め，つり銭機には従来よりも“操作のしやすさ”“紙
幣・硬貨の詰まりにくさ”“安全性”などが求められ

るようになってきている。このような市場ニーズに対
応し，図 4に示す自動つり銭機や，セルフレジに搭載
しやすい幅の狭い棒金収納金庫を開発した（41ペー
ジ，“変化する市場ニーズに対応した自動つり銭機
「ECS-777」”参照）。

4　省エネルギーと環境への対応

4 . 1 　  店舗全体の省力化と省エネルギー化を実現する店
舗空調ソリューション

コンビニエンスストア業界では環境対応の強化や人
件費高騰の対策として，省エネルギー（省エネ）に対
する要求がさらに高くなっている。従来は，空調設備
やショーケースなどの機器単体での省エネにより，店
舗の消費電力量を低減してきた。
富士電機は，数年前から工場内に実店舗を設置し，
店舗の熱の移動を検証し，さらなる省エネのための新
たな方法を模索してきた。これを基に店舗全体の熱収
支を分析する店舗熱収支分析ツールを開発した。この
ツールは各機器の熱負荷を，店内レイアウトによる影
響も加味して試算できるように熱・気流解析ソフト
ウェアと連係させて見える化し，さまざまなアイデア
を実現するためのスピードを飛躍的に向上させた。
このツールを活用して熱収支分析を行った結果，店

外からの外気侵入による熱負荷（自動扉からの外気侵
入）を抑制する正圧制御システムを開発した。機器や
換気などの店内レイアウトを考慮することにより低コ
ストで省エネを実現すると同時に，外部から持ち込ま
れる粉じんを抑制することによって店内のクリーン化
も実現した（31ページ，“店舗全体の省力化と省エネ
ルギー化を実現する店舗空調ソリューション”参照）。

4 . 2 　湿度環境制御による鮮度保持技術
日本国内において，食料消費量の約 3割が廃棄され，

このうち，まだ食べられるにもかかわらず廃棄される
食品ロスが 600 万トンを超える状況にある

⑵

。現在，大
きな社会問題となると同時に，スーパーマーケットや
コンビニエンスストアなどの小売流通業界における利
益の圧迫につながっている。
コンビニエンスストアのレジ横で販売されるホット

スナックは，加温時に水分が失われるなどの理由で食
感が損なわれ，数時間で廃棄処分される。廃棄を低減
するため加温時に湿度を調整する食品什器が望まれて
いる。
そこで，液体の水を使用しない調湿手段として，固
体高分子型の燃料電池の技術を生かし，電解質膜，触

（＊7）セルフレジとセミセルフレジ
セルフレジは，レジカウンターで商品の購入者自身が

バーコードの読取りと支払いを行い，セミセルフレジ
は，レジスタッフがバーコードの読取りを行い，購入

者がレジ近傍に設置された精算機で支払いを行うレジ
形態のことである。

図 4　自動つり銭機「ECS-777」
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媒組成の最適化を行った調湿素子を開発した。この調
湿素子は，液体の水を利用する調湿方式に比べてかび
や細菌の発生リスクが極めて低く，食品に必要な湿度
環境を維持するカウンター什器（図 5）に適用するこ
とができる。食品の過乾燥や湿りを抑制して商品価値
を維持することで販売機会を延長し，食品廃棄による
小売流通業界の損失を低減する（46ページ，“湿度環
境制御による鮮度保持技術”参照）。

5　あとがき

食品流通事業に求められるニーズはますます多様化

していくことが予想され，富士電機も迅速に対応して
いく必要がある。今後も，お客さまの事業環境に対応
した冷熱・メカトロニクス・センサ・通信の独自コア
技術を継続して研究・開発を行い，唯一無二の製品の
提供により市場の潜在ニーズに応えていく所存である。

参考文献
⑴　“平 成30年 版 情 報 通 信 白 書のポイント”. 総 務 省. 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepa-

per/ja/h30/pdf/30point.pdf, (参照 2019-01-15).

⑵　“政府広報オンライン（暮らしに役立つ情報　平成

28年10月11日）”. 内閣府大臣官房政府広報室. https://

www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/4.

html, (参照 2019-01-15).

杉本　幸治
自動販売機，ショーケースの研究開発に従事。
現在，富士電機株式会社食品流通事業本部開
発統括部長。

図 5　カウンター什器



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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