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1　まえがき

日本国内では，少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や，
育児や介護との両立，長時間労働の是正のための多様な働
き方を支援する法制度が整備され，働き方改革が進められ
ている。
スーパーマーケットやコンビニエンスストアといった飲
料の販売チャネルが拡大しているため，自動販売機による
飲料の売上低下や，自動販売機の機能の多様化によるオペ
レーションの業務量の増加や煩雑化，人材確保難や人件費
高騰など，事業収益のリスクを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）は抱えている。そこで，
商品力強化の取組みだけでなく，自動販売機 1台当たり
の調達やオペレーションのコストの低減などの収益構造の
改革が進められている。
ICT（Information and Communication Technology：
情報通信技術）を活用した自動販売機の業務プロセスの改
善によって，オペレータの売上拡大や損益改善を支援する
ICTソリューションによるサービスについて述べる。

2　ICTソリューションによるサービスの概要

表1に示すように，ICTを活用したシステムを構築する
ことにより，自動販売機オペレータに業務プロセスを改善
するサービスを提供する。図1に，業務プロセスを改善す
るサービスを提供するための汎用クラウドシステムを示す。
このサービスを構成するシステムは，サービスアプリ

ケーション，クラウドデータサービス，グローバル通信
プラットフォームから成る。サービスアプリケーション
は，自動販売機ビジネスに関わる飲料メーカーやオペレー
タ，オーナー，アクワイアラ

〈注 1〉

などのステークホルダーに

クラウドサービスによって生成された価値ある情報やサー
ビスを提供する。クラウドデータサービスでは，グローバ
ル通信プラットフォームを通じて自動販売機から収集され
たデータをビッグデータとして保存する。グローバル通信
プラットフォームは，通信基盤として自動販売機とクラウ
ドサービスをつなぐ。
⑴　サービスアプリケーション
サービスアプリケーションは，QRコード

〈注 2〉

決済をはじめ
としたさまざまなインターネット決済や，売上情報に基づ
くポイント付加サービス，遠隔監視によるリモート管理
サービス，トレンド分析などの情報を提供するサービスな
どから成る。
⑵　クラウドデータサービス
クラウドデータサービスは，自動販売機から得られた

データの保存・加工を行い，価値あるデータとしてサービ
スアプリケーションで提供する。さらに，自動販売機の監
視やソフトウェアの更新といった遠隔監視の基本機能も提
供する。

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

ペレラ マドゥラ  PERERA, Madhura 木村　友彦  KIMURA, Tomohiko 柳川　弘行  YANAGAWA, Hiroyuki

Vending Machine Business Processes Enhanced with ICT Solutions

自動販売機の機能の多様化で，オペレーション業務量が増加して煩雑化している一方，少子高齢化により労働力の確保
が難しくなっている。そこで富士電機は，ICT（Information and Communication Technology）を活用したシステムを
構築して，自動販売機オペレータに業務プロセスを改善できるサービスの提供を実現した。このサービスを提供するため
のシステムは，サービスアプリケーション，クラウドデータサービス，グローバル通信プラットフォームから成り，自動
販売機，通信機，基地局，交換局，クラウドサーバおよび顧客システムを，通信回線を使って接続した構成である。

The diversifi cation of vending machine functions has increased and complicated business operations.  At the same time, the 
declining birthrate and aging population has made it harder to secure workers.  Fuji Electric has thus started offering services that 
improve business processes of vending machine operators by building an operation support system that utilizes information and 
communication technology (ICT).  This system consists of service applications, cloud data services, and a global communication 
platform.  The system connects vending machines, communication devices, base stations, switching centers, cloud servers, and 
customer systems via communication lines.

〈注 1〉  アクワイアラ：キャッシュレス決済サービスなどを取り扱う

加盟店の開拓や管理などを行う加盟店契約会社のこと

〈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

表 1　業務プロセスの改善例

改善項目 改善内容

売上向上
機会ロス削減

商品マーケティング

損益改善
（業務効率向上）

適正在庫

廃棄ロス低減（賞味期限管理）

オペレーション効率化
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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

⑶　グローバル通信プラットフォーム
グローバル通信プラットフォームは，自動販売機をクラ
ウドサービスに接続するための通信基盤であり，仕様の異
なる自動販売機を統合し効率よく通信できる。
また，このプラットフォームは，一般社団法人 日本自

動販売システム機械工業会（ JVMA）の“次世代自販機
ネットワーク新プラットフォーム”の仕様策定にも役立っ
ている。

3　特　徴

3 . 1 　システム構成
⑴　全　体
汎用クラウドシステムを使ったサービスは，自動販売機，

通信機，基地局，交換局，クラウドサーバ，顧客システムを，
通信回線を使って接続する構成によって提供する（図1）。
自動販売機から送信されたデータは，3G/LTE 閉域網
を通して安全にクラウドサーバから顧客システムへと届け
られる。この自動販売機からの通信プロトコルは，TCP，
MQTT，HTTPの 3 方式に対応しており，使い分けるこ
とができる。例えば，データ通信費を限りなく圧縮したい
場合には TCP，各システムからリアルタイムに双方向通
信をしたい場合にはMQTT，画像データなどのようにサ
イズの大きな通信をしたい場合にはHTTPをそれぞれ選
ぶといった柔軟な対応ができる。
⑵　通信機（MCU）
通信機であるMCU（Multi Communication Unit）は，
ICTソリューションによるサービスを構成する上で，重
要な機器の一つである（図2）。MCUは，既設の自動販売
機にも後付けで接続できる。BLE4.2に対応したモジュー
ルと，Cat-4に対応した LTE 通信モジュールの両方を
搭載し，さまざまなネットワーク機器にアクセスできる。
MCUを装着した自動販売機は，スマートフォンやサーバ
と直接通信できる。

また，さまざまな国外の規格に対応した 3G/LTEモ
ジュールをマザーボードに差し込むだけで，海外のさまざ
まな通信規格にも対応できる。
⑶　 クラウドサーバ
クラウドサービスを採用しているので，従来のオンプレ
ミス
〈注 3〉

によるサーバ構築に比べ，初期導入費用の圧縮と柔
軟なスケーラビリティを実現している。そのため，ビジネ
スモデルの PoC（Proof of Concept：概念実証）を，低
コストで行うことができる。
また，クラウド提供者が展開する PaaS（Platform as a 
Service）を活用できるので，クラウドサーバの構築期間
の短縮やランニングコストも低く抑えることができる。
図1に示すように自動販売機から送信されたデータは
ゲートウェイによってプロトコルの変換が行われ，クラウ
ドに取り込まれる。取り込まれたデータは，データ解析を
経てデータベース内に蓄積される。蓄積されたデータは，
ユーザからのリクエストによって必要なデータがユーザに
届けられる。

〈注 3〉  オンプレミス：サーバやソフトウェアなどの情報システムを

使用者（通常は企業）が管理する設備内に設置・導入し，運

用すること

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

○飲料メーカー
○オペレータ

○オーナー

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 1　汎用クラウドシステムを使ったサービス

図 2　MCU（Multi Communication Unit）
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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

3 . 2 　サービスアプリケーション
売上向上と損益改善のためのアプリケーションの例を次

に示す。
⑴　QRコード決済

国内外でキャッシュレス化が進んでいる。特に中国で
のキャッシュレス決済比率は高い。中国で普及している
Alipay

〈注 4〉
やWeChat Pay

〈注 5〉
に代表される QRコード決済に対

して，インバウンド需要の獲得に向けた設備投資が進めら
れている。さらに，EC（Electronic Commerce）などを
手掛ける国内の大手サービス事業者は決済事業に続々と参
入している。LINE Pay

〈注 6〉
や PayPay

〈注 7〉
，楽天ペイ

〈注 8〉
は決済手段

にQRコードを用いている。
QRコード決済には，販売者（店舗側）が表示する QR
コードを購入者（利用者）が読み取るユーザスキャン方式
と，購入者が表示するQRコードを販売者が読み取るスト
アスキャン方式の 2 通りがある。自動販売機では，図3に
示すようにユーザスキャン方式を採用している。QRコー
ド決済機能により，飲料メーカーやオペレータは自動販売
機におけるインバウンド需要を獲得し，売上（パーマシ
ン）向上につながる。QRコード決済機能を備えた自動販
売機は従来よりも好条件のロケーションに設置される機会
が高くなる。そのため，各サービス事業者が提供する決済
インフラの普及にも貢献する。
⑵　ポイント付与
ポイント付与サービスは，購入促進と利用者を囲い込ん

で，自動販売機の売上（パーマシン）を向上することを狙
いとしている。商品を購入するとポイントが付与され，一
定ポイントに到達すると，商品との交換や飲料 1 本無料

などの特典を提供する。
富士電機は，各飲料メーカーと連携してポイント付与シ
ステムを構築した（図4）。Bluetooth

〈注 9〉
を使い，自動販売

機から購入者のスマートフォンに決済情報などを送り，そ
の情報を基にポイントサーバからポイントを付与する。
⑶　リモート管理
オペレーションの内容は，次に示すように大別でき，膨

大な操作項目や設定項目がある。
⒜　設置と撤去
⒝　精算
⒞　商品の補充
⒟　商品の切替え
⒠　トラブルシューティング
現場作業が必須でないオペレーションは，リモート管理
できるシステムを構築した（図5）。商品の補充などの現
場作業が必須のオペレーションは，自動販売機の状態や売
上状況をリモート監視する機能を開発し，現地訪問を一度
で完了できる“1 往復オペレーション”を実現した。

現時点では，売上データ収集，設定値配信，コンテンツ
配信，ログ収集，ファーム配信のサービスなどがリモート
管理できる。今後もさらなるオペレーションの改善のため，
クラウドの予測エンジンと連携していく。

〈注 4〉  Alipay：Alibaba Group Holding Limitedの商標または登

録商標

〈注 5〉  WeChat Pay：Tencent Holdings Limitedの商標または登

録商標

〈注 6〉  LINE Pay：LINE 株式会社の商標または登録商標

〈注 7〉  PayPay：ヤフー株式会社の商標または登録商標

〈注 8〉  楽天ペイ：楽天株式会社の商標または登録商標 〈注 9〉  Bluetooth：Bluetooth SIG， Inc.の商標または登録商標

スマートフォン

アクワイアラ
サーバ

クラウド
サーバ

①商品選択 ④QRコード*表示
②リクエスト
　○決済額
　○自動販売機情報

③QRコード情報

⑥支払処理

⑦支払結果通知

⑤QRコード
　読込み

⑧商品払出し

自動
販売機

オフラインオンライン

＊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 3　QRコードによる決済のシステム構成

スマート
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　○自動販売機
　　情報

クラウド
サーバ

ポイント
サーバ

①商品選択
②Bluetooth*
　接続

③決済

④商品払出し

⑥ポイント
　付与

自動
販売機

オフラインオンライン

購入者
＊Bluetooth：Bluetooth SIG, Inc. 
　の商標または登録商標

図 4　ポイント付与サービスのシステム構成

自動
販売機

通信機

スマートフォン
 （オフライン）

クラウド
サーバ

②データ
　参照

③データ
　設定②データ

　参照
③データ
　設定

オフラインオンライン

①データ通知

④設定値配信

管理者
 （オンライン）

図 5　リモート管理のシステム構成
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4　ビジネスモデル

⑴　自動販売機市場の維持・拡大（現状）
これまでに述べた ICTソリューションを活用し，自動
販売機をオープン化していくことにより，自動販売機市場
への参入障壁を下げ，国外を含めた市場を活性化していく。
これにより，自動販売機市場に参入できていなかった事業
者が，これまでにないビジネスモデルを描き自動販売機へ
の新たな付加価値を創造できるようなシステムを構築でき
るものと考える。
⑵　ビジネスモデルの変革（将来）
将来的には，さまざまな商材をネットワークにつなぐこ
とで，複数の製品・ソリューションを組み合わせたワンス
トップサービスを提供していく。また，富士電機独自のク
ラウドサービスを構築することで，プロダクト販売型から
サブスクリプション型のような常に顧客に対して最新の機
能を提供し，新たなサービスを提供し続ける形でビジネス
変革を起こし，ビジネスパートナーの収益拡大につながる
ビジネスモデルが構築できるプラットフォームを提供して
いく。

5　あとがき

ICTソリューションによる自動販売機の業務プロセス

の改善について述べた。ICTソリューションによる製品
価値の向上は，現時点では持続的イノベーションにすぎな
い。製品の IoT（Internet of Things）化とオープン化を
継続的に改善することで新たなビジネスパートナーの参入
を促し，ビジネス変革の破壊的イノベーションに挑戦して
いく所存である。

ペレラ マドゥラ
自動販売機，店舗機器製品の先行開発業務に従事。
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。

木村　友彦
自動販売機，店舗機器製品の開発業務に従事。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。

柳川　弘行
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。



＊ 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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