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自動販売機
東南アジアに展開されている自動販売機の台数は約8万

3,000台（日本の約1/30）である。今後拡大が見込まれる
東南アジア市場に展開するため，製造拠点をインドネシア
に置き準備を進めてきた。2018 年度に初めて東南アジア
向けの飲料自動販売機の生産を開始した。東南アジアでの
展開に向けて幾つかの工夫を施すため，設計変更を実施した。
日本に比べて商品の形状や寸法が統一されていないため，
商品の形状に依存しない新しい販売機構としてスラント
ラックを搭載し，これに伴った気流制御技術を新たに適用
した。また，決済においては，現地通貨に対応するだけで
なく，日本においても主流となりつつあるQRコード決済
装置（内製品）を標準で搭載している。
東南アジアにおけるスマートフォンの普及に伴うイン

ターネット人口は年々増加傾向にあり，東南アジア全体の
人口約 6億人のうち，8 割近くが 2020 年までにインター
ネットユーザになるといわれている。現金の取扱いが煩雑
な東南アジアでは，それらの事情を見越した電子マネービ
ジネスが今後急増することが予想される。このため，アジ
アにおける電子決済機能は必須となる。インドネシアを例
に取ると，総人口2億 6,000 万人のうち，スマートフォン
の所有数は 6,700 万人，日本国内の LINEのアクティブ
ユーザ数の 7,600 万人に匹敵する。事実としてインドネシ
アでは，バイクタクシーなどを中心にQRコード決済の活
用が拡大しており，他の地域でも同様の傾向が予想される。
自動販売機の普及を狙い，東南アジアでの人手によるメ
ンテナンス体制の構築を整備中である。ちょっとした設定
ミスであっても，長時間かけてルートセールススタッフが
現地に出向くことは，効率を著しく低下させることにつな
がる。今後，広範囲に展開される自動販売機のメンテナン
スを効率よく実施するために，自動販売機の状態を通信に
より把握し，設定変更など現地作業が不要なものについて
はリモートで操作できるようにするなど，IoT 技術によっ
てサービスやオペレータ業務を支援する遠隔システムを開
発している。
自動販売機を活用する顧客が安心して事業を拡大できる

ようなサポートをセットで共有し，自動販売機の普及拡大
につなげていきたい。

店舗流通
経済産業省から発行されている“コンビニ調査 2018 結

果概要”によると，店舗経営において従業員が常態的に不
足していると答えた割合は 61%と半数を超えている。
人が集まらない理由として，コンビニエンスストアの業

務が複雑になっていることや，業務が大変というイメージ
があり多店舗との人材の取り合いがあることを挙げている。
富士電機では 2017 年からプロジェクトを立ち上げ，今
後，労働者の多様化に対応可能な働きやすい店舗環境とは
どういうものなのか，機材メーカーとしてこれらの課題に
少しでも貢献できることはないのかなど検討を進めてきた。
レジ業務に対するストレスを軽減することができる自動つ
り銭機の活用，ならびにバックヤードでの作業を軽減する
「スウィングラック」の開発など，実際の店舗における作
業をわれわれ自身が実体験し，それに基づく幾つかの提案
を始めている。
2018 年度に，コンビニエンスストア向けコーヒーマシ

ンのフルモデルチェンジを行った。コーヒーマシンの日々
の清掃や点検作業は，味を維持する上で必要な作業である
が，同時に店員の負担になっていることも事実である。こ
のことから汚れにくいコーヒーミルを開発し，従来必要
だった作業をなくすこと，ならびに販売パネルの中央に液
晶ディスプレイを配置し，故障が発生したときの対応を分
かりやすく案内することなど，IoT 技術を活用して作業の
簡略化についても取り組んでいる。
一方，コーヒーの抽出プロセスを見直し，より短時間に

まろやかな味の実現を可能にした。消費者の待ち時間に対
するストレスを軽減させることを狙いとしている。
小売業界での課題はこれだけにとどまらず，運営にかか
るエネルギー消費を最適化することや食品ロスの削減など，
社会が抱える課題でもある。富士電機としても利便性向
上・省力化・省エネルギーという観点に基づき，さまざま
な課題に継続的に関与していきたい。
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図1　「FAG36JGCD8OY」

1　東南アジア向け飲料自動販売機「FAG36JGCD8OY」
富士電機は，市場拡大が見込まれる東南アジア向けに飲
料自動販売機を開発し，インドネシアの PT. FUJI METEC 
SEMARANG社で生産を開始した。主な特徴は次のとお
りである。
⑴　大型商品に対応するため，スラントラックの商品収
容・販売装置を搭載した。
⑵　商品収容量に合わせた気流制御技術を採用した。
⑶　QRコードなどのキャッシュレス決済も可能とした。
⑷　富士電機の飲料自動販売機として初めて第三者認証を
取得した。
™安全規格：IEC 60335-2-75
™EMC規格：IEC 61000-6-1，IEC 61000-6-3

自動販売機

ウォーク
インラック

スウィングラック
（固定枠）

スウィングラック
（補助棚）

スウィングラック
（可動枠）

図 2　「スウィングラック」

1　ウォークインケース補助ラック「スウィングラック」 関連論文：富士電機技報 2019， vol.92， no.1， p.26

富士電機は，株式会社セブン-イレブン・ジャパン向け
にウォークインケース内のラックに取り付ける「スウィン
グラック」を開発した。商品を積載したまま倉庫内を移動
できる機能があり，ウォークインケースに商品を展示する
作業時に生じる移動操作や屈伸動作などの苦渋作業を軽減
する。主な特徴は次のとおりである。
⑴　商品を積載するスウィングラックの補助棚は，ラ
チェット式ロック機構とダンパー機構を採用した。これ
により，誰でも簡単に安全に収納できる操作性を実現し
た。

⑵　補助棚を取り付ける可動枠は，底面に戸車を取り付け，
V字型レールの上を転がる構造とした。これにより，戸
車とレールの接触抵抗が低減し，軽い操作性を実現した。

店舗流通

サポートランプによる視認性

図 3　「ECS-777」

2　自動つり銭機「ECS-777」 関連論文：富士電機技報 2019， vol.92， no.1， p.41

富士電機は，従来より市場に展開している自動つり銭機
の機能をさらに進化させた「ECS-777」を開発した。本
製品は，小売店の現金管理業務の効率化とスムーズな会計
処理を支援するため，セルフ機にも使用できる優れた操作
性と高いデザイン性を融合し，直感的に操作できる使いや
すさを実現した。主な特徴は次のとおりである。
⑴　入出金時にサポートランプを点灯させることにより，
使用者の直感的な操作を促す。

⑵　紙幣入金口のガイド構造およびソフトウェアによる姿
勢制御により，紙幣詰まり率を大幅に改善した。
⑶　つり銭機内の硬貨・紙幣の満杯を検知し，オーバーフ
ロー機能により自動回収を行うことで，つり銭機を停止
させることなく連続運転を可能にした。



＊ 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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