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1　まえがき

自動販売機市場は，国内では成熟期を迎え，中国や東南
アジアを中心とした国外では伸長が見込まれている。とり
わけ中国市場は，2016 年度における出荷台数が 10 万台
を超え，近年 10%を超える成長率であり，今後も同様の
成長率が予測されている。
富士電機は，国内向けに飲料自動販売機を中心とした高

品質な製品ラインアップを展開している。一方，中国では
飲料単価自体が低く，市場ニーズに応える低価格で機能を
絞り込んだ自動販売機のラインアップを展開する必要が
あった（図1）。
これに加えて，中国では設置ロケーションが広域に点在
しているため，ルートセールススタッフの移動には時間が
かかる上，好景気による人件費の高騰や人手不足からオペ
レーションの効率化が求められている。
また，中国の自動販売機市場は成長期にあり，変化が激

しい市場ニーズに合わせてスピーディーな対応が求められ

ており，国内の 3 倍程度の開発スピードが必要となる。
これらに対応するため，富士電機は，変化する市場ニー
ズに即応可能なクラウド型自動販売機を開発した。

2　特　徴

富士電機は，次の特徴を持つクラウド型自動販売機を開
発した。
⑴　システムの最適化による低価格化
クラウドサーバを含めたシステム全体の機能を最適化す

ることにより，低価格化を実現した。
⑵　オープン化による開発リードタイムの短縮
消費者の嗜好（しこう）や消費行動などの変化に対応す

るため，追加・変更が容易なソフトウェア構造に刷新した。
また，汎用OSである Linux

〈注 1〉

を採用したコミュニケーショ
ンモジュール（通信端末）を搭載した。これにより，自動
販売機オペレータ（自動販売機の設置・運営を行う会社）
においてもソフトウェアを変更することで，開発リードタ
イムを短縮できるようにした。
⑶　クラウドサーバを活用することによる効率的なオペ
レーションの実現
個々の自動販売機で管理していた商品価格などのデータ
をクラウドサーバ上で管理することにより，オペレーショ
ンを効率化した。

市場ニーズに即応可能なクラウド型自動販売機

田中　誠一  TANAKA, Seiichi 古賀　恒治  KOGA, Tsuneharu 山田　毅人  YAMADA, Takahito

Cloud-Based Vending Machines Quickly Responding to Market Needs

海外の自動販売機市場において特に中国では成長期にあり，変化が激しい市場ニーズに合わせてスピーディーな対応が
求められている。そこで富士電機は，変化する市場ニーズに即応可能なクラウド型自動販売機を開発した。一般的な自動
販売機に搭載される商品サンプルや価格表示器，決済装置などの機能をスマートフォンとクラウドサーバに置き換え，商
品搬出・加熱冷却機能といった必要最低限のソフトウェアのみを搭載した。これにより，自動販売機の低価格化が可能に
なるとともに，オペレーション作業の大幅な効率化を実現した。

Vending machines are being required to quickly respond to dramatically changing needs as the market is growing outside Japan, 
notably China.  To meet this needs, Fuji Electric has developed a cloud-based vending machine.  We replaced some common func-
tions of vending machines, such as payment and the display of product samples and their prices with functions on smartphones and 
cloud-based servers.  Equipped with a minimum set of software, such as for product dispensing and heating and cooling, the vending 
machine helps signifi cantly increase operational effi ciency, despite the low price.

〈注 1〉  Linux：Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における
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図 1　クラウド型自動販売機のポジショニング
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市場ニーズに即応可能なクラウド型自動販売機

3　クラウド型自動販売機の概要

3 . 1 　システムの最適化による低価格化
クラウド型自動販売機に貼り付けたQRコード

〈注 2〉

を購入者
がスマートフォンで読み取る（ユーザスキャン方式）と，
クラウドサーバから商品画像と商品価格の情報が転送され，
スマートフォンに表示される。その商品画像の中から商品
を選ぶと，サーバ上で料金が決済され，商品が搬出される。
これにより，表1に示すように国内の一般的な自動販売
機に標準搭載されている商品サンプルや価格表示器，決済
装置（硬貨識別装置，紙幣識別装置，カードリーダ）など
で持っている機能が，スマートフォンとクラウドサーバに
置き換わる。その結果，自動販売機自体は最低限の制御シ
ステムで構成できるようになった（図2）。

3 . 2 　  汎用OSと自動販売機用 SDKの搭載によるオープン
化

従来，自動販売機は，リアルタイム性が求められていた
ため組込みOSを採用してきた。組込みOSは，専用の開
発環境や専門スキルが必要であるため，自動販売機オペ
レータがアプリケーションソフトウェアを開発するには相
当ハードルが高い。
そこで，リアルタイム性が必要な部分とリアルタイム

性が不要な部分に分けた。リアルタイム性が必要な機能
は，従来通り組込みOS上で動作させる一方，リアルタイ
ム性が不要な機能は，コミュニケーションモジュールに
搭載した汎用OS上で動作させるようにした。汎用OSに
は Linuxを採用し，顧客がアプリケーション（IoTアプ
リケーション）を開発しやすいように自動販売機用 SDK
（Software Development Kit）を用意した（図3）。

3 . 3 　  変更容易なソフトウェア構造への刷新（グローバル
プラットフォーム）

従来の自動販売機のソフトウェアは，日本国内向け自動
販売機のソフトウェアをベースに，顧客の要望ごとに機能
の追加を繰り返してきたため，サイズの肥大化や複雑化だ
けでなく，機能追加に時間がかかるという問題が生じてい
た。また，機種ごとにソフトウェア構造が異なるため，同
一の機能を複数機種に展開する場合，機種ごとに開発が必
要となってしまうという問題もあった。これを解決するた
め，ソフトウェアをモジュール単位に役割を再定義し，モ
ジュール間の接続ルールを決めて，自動販売機のソフト
ウェア構造を刷新した（図4）。
その上で，ソフトウェアモジュールを全機種共通の共通

部と機種ごとに異なる変動部に分けた。例えば，商品搬出
機能などの変動部のモジュールインタフェースの仕様を全
機種で共通化した。これにより，変動部のソフトウェアモ
ジュールを機種ごとに対応したものに差し替えるだけでよ
い（図5）。
このように変動部のモジュールインタフェースを共通化
することで，自動販売機オペレータが必要とする機能を短
期間に実現できるようになった。

表 1　  国内の一般的な自動販売機とクラウド型自動販売機の機能
比較

運　用 必要な機能
必要な設備

国内の一般的な
自動販売機

クラウド型
自動販売機

販　売

商品確認 商品サンプル

スマートフォン価格確認 価格表示器

商品選択 商品選択ボタン

決　済 決済装置
（硬貨，紙幣，カード）

スマートフォン+
クラウドサーバ

設　置 商品登録 設定装置 クラウドサーバ

メンテ
ナンス 売切，故障確認 設定装置 スマートフォン

商品選択
ボタン

硬貨識別
装置

紙幣識別
装置

カード
リーダ

価格表示器

不　要

設定装置

マスタ

クラウドサーバ
コミュニ
ケーション
モジュール

商品搬出
加熱冷却
装置

図 2　クラウド型自動販売機の制御システム構成

クラウドサーバ

マスタ

外部通信端末

コミュニケーションモジュール（通信端末）

自動販売機
アプリケーション

自動販売機
アプリケーション
ライブラリ

自動
販売機
SDK

IoT 
アプリケーション

自動販売機
インタ
フェース

汎用OS（Linux） クラウド SDK

シリアル
インタフェース

自動販売機
インタフェース 組込みOS

・・・

図 3　汎用OS（Linux）を採用した通信端末

〈注 2〉  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
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市場ニーズに即応可能なクラウド型自動販売機

3 . 4 　  顧客指定クラウドサーバに対応容易なソフトウェア
構成

自動販売機の管理や決済サービスを行うためのクラウド
サーバは自動販売機オペレータ自身が選定するため，自動
販売機の通信部分のソフトウェアをクラウド事業者ごとに
異なる仕様に合わせる必要がある。そのため，個々のクラ
ウドサーバに合わせて開発すると時間がかかってしまうの
で，クラウド事業者から提供されるクラウド SDKが搭載
できるようにした。これにより，自動販売機がサーバにア
クセスする際には，異なるサーバ提供事業者に対応した
SDKを載せ替えればよい（図6）。

3 . 5 　クラウド活用によるオペレーション作業の効率化
図7に，クラウド型自動販売機のデータ管理を示す。従
来型の自動販売機では，季節ごとの商品を入れ替えるとき
に，簡易的な設定装置を用いて自動販売機ごとに商品の価
格などのデータを設定し直すため，非常に時間がかかって
いた。
これをクラウド型自動販売機では，全ての自動販売機の

設定をクラウドサーバから行えるようにし，自動販売機オ
ペレータの事務所から PCの専用画面を使い，管理対象で
ある全ての自動販売機の設定変更を一括して行うことがで
きる。これにより，大幅な時間短縮が可能になった。同様

第一階層

第二階層

第三階層

（a）新構造

（b）従来構造

図 4　ソフトウェア構造の刷新（グローバルプラットフォーム）

販　売

商　品 搬　出精　算

価　格 缶搬出

販　売

商　品 搬　出精　算

価　格レシピ カップ搬出

（a）缶自動販売機のソフトウェア構造

（b）カップ自動販売機のソフトウェア構造

カップモジュール缶モジュール共通モジュール

図 5　機種ごとの共通部・変動部の実現方法

通信部分

SDKアダプタ

B社提供
クラウド SDK

SDKアダプタ

A社提供
クラウド SDK

自動販売機
ソフトウェア

A社
クラウドサーバ

通信部分

自動販売機
ソフトウェア

B社
クラウドサーバ

（b）従来型の自動販売機の開発

（a）クラウド型自動販売機の開発 

自動販売機
ソフトウェア

自動販売機
ソフトウェア

B社
クラウドサーバ

A社
クラウドサーバ

図 6　クラウドサーバ接続方法（アダプタ対応）

データ管理

設定機能

自動販売機

設定機能

（a）クラウド型自動販売機

（b）従来型の自動販売機

商品搬出

加熱冷却

自動販売機

データ管理

商品搬出

加熱冷却

図 7　クラウド型自動販売機のデータ管理
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に，リアルタイムに自動販売機の状況を把握できるように
なり，全ての自動販売機の故障や売切れの有無などの稼動
情報もクラウドサーバ上で管理できるようになった。さら
に，故障内容によってはリモートで復旧作業もできるので，
オペレーション作業を大幅に効率化できるようになった。

4　あとがき

市場ニーズに即納可能なクラウド型自動販売機について
述べた。自動販売機の ICT 化は，中国など海外市場を中
心に広がっているが，今後は国内への展開も含めてさらに
加速し，拡大することが予想される。
国内外の顧客ニーズに対応した新しい自動販売機をブ

ラッシュアップしていくことで，顧客価値をさらに向上さ
せていく所存である。

田中　誠一
自動販売機，店舗機器製品の製品開発業務に従事。
現在，富士電機株式会社食品流通事業本部開発統
括部制御開発部課長。

古賀　恒治
食品流通分野でのエンジニアリング業務に従事。
現在，富士電機株式会社食品流通事業本部開発統
括部制御開発部課長補佐。

山田　毅人
自動販売機，店舗機器製品の製品開発業務に従事。
現在，富士電機株式会社食品流通事業本部開発統
括部制御開発部課長補佐。



＊ 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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