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展

望

当部門は「快適商空間の創造」をスローガンとして，飲
料や食品の流通，および小売り現場での決済に関連する機
器，システム，サービスを提供する事業を展開している。

時に，紙幣や硬貨の識別性能向上のための技術開発を継続
的に進めている。
一方，交通系カードや電子マネー，小額クレジットサー

富士電機は，商空間の利用者であり参加者でもある生活

ビスなど，Felica 技術による非接触 IC カードや携帯電話

者のニーズに応えるとともに，小売り分野に関連する顧客

機の利用が急速に広がっている。富士電機では，続々と運

の販売力の強化やオペレーション経費の削減，さらに新し

用が開始された多種のサービスブランドを，1 台の端末で

い事業展開を可能にする商品と技術の開発を進めている。

決済できる共用決済端末機と共用サービス機能を開発した。

自動販売機の分野では，地球温暖化防止や環境負荷低減

これによりサービス利用者や店舗の利便性が向上し，これ

を図る機器の開発を進めている。富士電機はすでに地球温

らのサービスの一層の普及拡大が推進され，今後電子マ

暖化係数が 1 と非常に小さい自然冷媒である CO2 を使用

ネーなどと連携したポイントやクーポンなどの各種サービ

したノンフロン自動販売機をシリーズ化しているが，CO2

スの拡大が期待できる。

の特徴を生かして大幅な省エネルギーを実現したヒートポ

店舗設備機器の分野では，コールドチェーンの商流の川

ンプ加熱式の自動販売機を開発した。また，自動販売機の

下から川上へと事業拡大を進めている。商流の川下にあ

ライフサイクルアセスメントの研究を進めてきた成果とし

たり，主要顧客であるスーパーマーケットやコンビニエン

て，業界他社に先駆けてエコリーフ環境ラベルの認証を取

スストアは，小売市場の縮小や伸び悩みによる影響はある

得した。これらは自動販売機の環境影響低減の動きをリー

ものの，食の安心・安全や鮮度・品質の追求と同時に，店

ドするものである。その他，ユニバーサルデザインの自動

舗運営コストの低減と環境負荷低減のため店舗の省エネル

販売機や富士電機が初めて提案した災害救援型自動販売機

ギーに取り組んでいる。富士電機では，ショーケースなど

などの設置が広まりつつあり，自動販売機の社会的役割が

の冷熱設備を中心に建物まで含めたトータルソリューショ

再認識される兆しがある。

ン（STPP：Store Total Plan & Produce）で顧客の要請

一方で，多様化する生活者のニーズに合わせて，設置場

に応えている。さらにコーヒーチェーンなどを含む商業

所に合った多様な形状の幅広い商品を販売したいという

施設分野へも「エコロユニット」
「R-CUBE」などによる

顧客の強い要望がある。それに応え，販売商品の組合せ自

多角的なアプローチを行っている。川上にあたる配送セン

由度が高い食品自動販売機や小規模オフィスでも効率的に

ター設備などでは，培ってきた冷熱技術とデシカント空調

運用できる超小型のカップ自動販売機を開発した。さらに，

などの総合的なエンジニアリング力をベースに，積極的な

携帯電話や電子マネーにかかわるサービスと組み合わせて

受注活動を行っている。

自動販売機の利用を活性化する仕組みの開発も進めている。

京都議定書の約束期間の初年である 2008 年を迎え，

フードサービス機器の分野では，近年消費が増大してい

トップランナー方式による缶・ボトル飲料自動販売機の省

るレギュラーコーヒーの動向に合わせて，日本で好まれる

エネルギー目標がさらに強化され，カップ式や乳飲料の自

ドリップ式コーヒーのディスペンサーを業務向けとドリン

動販売機にも対象が拡大された。また，店舗など流通施設

クコーナー向けに開発した。

の総合的な省エネルギーや合理化に対しても強い要望があ

通貨・カード機器の分野では，経済成長が著しい中国で

る。今後とも顧客，利用者，社会とともにあって，富士電

の自動決済機器の拡大をにらみ中国紙幣の識別装置を開発

機の持つ総合力を生かした技術開発と製品開発を進め，環

したほか，払出しの確実化に応えた硬貨識別装置など，国

境と人に優しい商品作り，快適な商空間創（づく）りに努

内の自動販売機以外の市場向けの機器の開発を行った。同

めていく所存である。
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自動販売機
「エコリーフ環境ラベル」認証の取得
近年，オゾン層保護，温暖化防止などの地球環境保護の

図１

エコリーフ環境ラベル貼付の缶飲料自動販売機

図

缶飲料自動販売機 2008 年機「J シリーズ」

図

超小型カップ式自動販売機「FM200」

動きが世界規模で広がっている。
「エコリーフ環境ラベル」
は，従前の製品の実運用における省エネルギーのとらえ方
ではなく，製品にかかわる資源採取から製造，実運用，廃
棄に至るまでの全生涯での環境負荷を一定の手順でデー
タ化し，その情報を公に開示できることが社団法人産業環
境管理協会により認証された製品に付与されるものである。
今回，富士電機が先導して自動販売機への対応を働きかけ，
新たに「シリーズ認証」の運用ルールを確立し，業界に先
駆けて缶飲料自動販売機のエコリーフ環境ラベルの取得を
実現した。このラベルを貼付（ちょうふ）することで，自
動販売機が総合的な見地で地球環境に配慮していることが
訴求でき，それが自動販売機の社会的価値の向上につなが
るものと期待される。

缶飲料自動販売機「J シリーズ」
富士電機の缶飲料自動販売機の標準機シリーズをフル
モデルチェンジした「J シリーズ」を開発した。お客様に
とっての使いやすさの追求とものつくりの立場からの作り
やすさを徹底的に追求した新シリーズである。主な特徴は
次のとおりである。
（ 1） 販売商品を購入していただくお客様にとっての使いや

すさの追求として，販売商品の取出し性を大幅に向上さ
せた「商品取出口ミドルポジション化」を実現した。
（ 2） 部品の標準化・機種構成の統合などによる部品点数削

減をはじめとするコストダウン設計を実施した。
（ 3） 販売機構や制御ボックスを一新し，操作性に優れた新

規リモコンの採用などにより自動販売機のメンテナンス
作業のやりやすさを実感できる製品を提供している。

ペーパーレス抽出機搭載超小型カップ式自動販売機
近年，小規模オフィス市場を中心に，オペレーションコ
ストの安い，コンパクトな自動販売機へのニーズが高まっ
ている。今回，このニーズを踏まえ，小型・シンプル・簡
単メンテナンスをコンセプトに，本カップ式自動販売機を
完成させた。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 微細金属コーヒーフィルタの開発により，抽出効率を

高め，香り高いおいしいドリップコーヒーを提供。ペー
パーフィルタレス化を実現することで，廃棄かす量も低
減
（ 2） 原料容器，カップ販売機構，ベンドステージなど操作

性を大幅に向上させた基本部品を新規開発するとともに，
最適配置により，他社比 1.5 倍の原料収容量を実現
（ 3） 接液部品（コーヒー抽出機，かくはん容器，ノズル）

はワンタッチで脱着でき，洗浄が容易で味の劣化を防止
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自動販売機
マルチパーパス自動販売機
従来の汎用自動販売機では，容積の小さい商品の収容効

図

マルチパーパス自動販売機

図

食品マルチ自動販売機「FFY248」

図

N700 系新幹線車両デッキに搭載の自動販売機

率が悪い，または搬出が安定しないといった問題で対応で
きない商品群が存在した。今回，そうした小さい商品をコ
アターゲットにしつつ，大きい商品にも対応可能な新型マ
ルチパーパス自動販売機を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 収容スペースが可変で，販売商品を直接展示して商品

の満載感を演出する新ターンテーブル式ラック
（ 2） 自動開閉式により片手で商品の取出しが可能で，指挟

み防止機能搭載により安全に配慮した，お客様に優しい
商品取出口扉
（ 3） 先入れ先出し方式で商品管理のしやすいローディング

方式

食品マルチ自動販売機
従来の自動販売機は，飲料または食品だけを対象にし，
販売商品の形に合った搬出機構を持つ，いわば専用機で
あった。今回，限られたスペースで缶，ペットボトルなど
の清涼飲料と，おにぎりやサンドイッチなどの食品，ス
ナックといったさまざまな商品を 1 台で販売できる食品マ
ルチ自動販売機を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 3 連結まで可能なベルト式搬出機構で，飲料から食品

までさまざまな商品が販売できる。
（ 2） 庫内は販売商品に合わせ，全体強冷，全体弱冷，さら

に断熱仕切りで 2 室にして強冷と保冷の設定ができる。
（ 3） 新キャッチャ機構式大型バケットを搭載し，形の崩れ

やすい商品でも取出口まで優しく搬送する。

N700 系新幹線車両に搭載の缶飲料自動販売機
2007 年 7 月 1 日から営業を開始した N700 系新幹線車両
に搭載している缶飲料自動販売機を開発した。主な特徴は
次のとおりである。
（ 1） 新幹線車両に搭載の自動販売機専用の電装品をすべて，

自動販売機内に収めたコンパクト設計
（ 2） 新幹線車両デッキのインテリアにマッチしたデザイン
（ 3） 走行中の振動に対応した耐振動設計
（ 4） 4 連ショートラック搭載による軽量化，省エネルギー

設計
（ 5） 鉄道車両用材料燃焼試験に適合した材料を使用するこ

とによる安全設計
（ 6） 特殊な鉄道用電源への対応
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自動販売機
自動販売機制御の新プラットフォーム
近年，電子マネーの普及とともに自動販売機への IT 化

図

新プラットフォームの主制御ユニット

図

コーヒーディスペンサー「DRIP2500X」

図

コーヒー＆パウダーディスペンサー「FCMD32」

対応が強く求められている。今回，電子マネーをはじめと
する付加価値要求に容易に対応可能であり，缶・カップ・
たばこなど各種タイプの自動販売機への適用が可能な制御
の新プラットフォームを開発した。主な特徴は次のとおり
である。
（ 1） 共通プラットフォーム化：各種自動販売機に共通に対

応可能であり，開発効率の向上が図れる。
（ 2） 自動販売機専用マイコンの搭載：専用マイコンを開発

することにより，小型化を実現できる。
（ 3） 各種インタフェースの搭載：自動販売機内通信ライン，

RS-232C，USB を搭載することにより，将来の拡張性
に富む。

フードサービス機器
ドリップ式コーヒーディスペンサー
外食産業向けのコーヒー機材としてはエスプレッソコー
ヒー用が主体であるが，今後伸びると予想されるドリップ
式コーヒーが全自動抽出できるドリップ式コーヒーディス
ペンサーを開発した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） ペーパーフィルタ式減圧抽出で透明感のある香り豊か

なコーヒーを抽出
（ 2） ダブルコーヒータンクで常に新鮮で安定した味を提供
（ 3） 原料量，蒸らし時間，湯量，温度など 4 種類，抽出量

最大 2 L までの抽出パラメータを自動設定
（ 4） セットアップから営業終了後の洗剤洗浄まで全自動
（ 5） 清掃時，抽出時の誤操作では作動しない安全設計
（ 6） 幅 600 mm のコンパクト設計
（ 7） カウンタ設置で清潔感をアピールするデザイン

コーヒー & パウダーディスペンサー
外食産業のファミリーレストランなどではドリンクコー
ナーが一般化し，清涼飲料をはじめコーヒー，紅茶，コ
コアなどを提供する機材（ディスペンサー）が並ぶように
なった。しかし機材はそれぞれ単機能でまとまりがなく，
その整理が求められている。その中でレギュラーコーヒー
とパウダー飲料を 1 台で提供できる機材を開発した。
（ 1） 2 台分の機能を横幅約半分のサイズで実現した。
（ 2） 2 種類のコーヒーと 3 種類のパウダーの組合せで最大

20 種類の商品提供が可能である。
（ 3） 新ドリップレギュラーブリュアですっきりとした味の

コーヒーを抽出できる。
（ 4） 集中ノズルの採用で消費者の分かりやすさを高めた。
（ 5） メンテナンス性，清掃性を向上させて清潔性を高めた。
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通貨・カード機器
払出し確認センサ付き硬貨識別装置
近年，駐車場の料金精算機や証明写真撮影機など，自動

図１

自動販売機搭載用硬貨識別装置「FMVT451H」

図１

中国向け紙幣識別装置「BVM42MD1CN」

図１

紙弊搬送システムに搭載する島端収納金庫「TSB700」

販売機以外の用途に自動販売機搭載用硬貨識別装置（コイ
ンメック）を搭載するケースが増えている。理由は，屋外
設置に耐え得る環境性能と，安価であることである。しか
し，これらの業界では「入出金」に関して自動販売機以上
の性能が求められている。この要望に応えるために，新型
のコインメックを開発した。特徴は次のとおりである。
。
（ 1） 全つり銭筒に払出し確認センサを装備した（業界初）
「未払い」
「過払い」
（ 2） 払出し確認センサの制御として，
を検知して停止する完全フェイルセイフモードや，履歴
を残して継続動作するモードなどの 4 モードを備える。
「FMVT シリーズ」のコ
（ 3） コインメックのベース部は，
ンセプトである“信頼性・取扱い性向上”を踏襲してい
る。

中国向け紙幣識別装置
北京オリンピック，上海万国博覧会が開催される中国は，
今後自動販売機市場の拡大が期待されている。富士電機は，
大連富士冰山自動販売機有限公司を足がかりとし中国での
通貨機器事業の展開を計画しており，今回中国紙幣に対応
した紙幣識別装置を開発した。特徴は次のとおりである。
（ 1） 通信仕様は MDB/IPC 規格に準拠している。
（ 2） 中国紙幣 4 金種（1 元，5 元，10 元，20 元）の新旧 10

券種に対応できる新鑑別アルゴリズムを採用した。
（ 3） 紙幣幅に合う自動幅調整機構付の搬送通路とし，ロー

ラ駆動および新リトライ制御による安定搬送を実現した。
（ 4） 紙幣の収納枚数は，標準の 200 枚タイプに加え 500 枚

タイプも用意している。
（ 5） 故障の内容を分かりやすく，7 セグメントの LED に

表示する。

レジャーホール向け紙幣搬送システム
富士電機では，十数年にわたり島内紙幣搬送システムを
展開し，ホール内オートメーションの主力機器として市場
に認知されてきた。今回，市場ニーズの変化を受けてさら
に高信頼性化とコストパフォーマンスの向上を図るために
フルモデルチェンジによる開発を行った。主な特徴は次の
とおりである。
（ 1） 信頼性の高いチェーン方式と新開発のラバーキャリー

を採用し，紙幣搬送時の信頼性とメンテナンス性を大幅
に向上させた。
（ 2） 新開発の島端 4 金種識別機能付き混合収納金庫を搭載

した。幅 343 ×高さ 555 ×奥行 295（mm）のコンパク
トボディに，550 枚（官封券）の高収納枚数を実現して
いる。
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店舗設備機器
新型ファジィデフロスト冷蔵多段ショーケース
近年，スーパーマーケット業界では，地球温暖化防止の

図１

新型ファジィデフロスト冷蔵多段ショーケース
「RFA55FF」

ための CO2 排出量の削減や，食品の安全に密接に関係す
る高鮮度管理についての取組みが，今まで以上に重要視さ
れるようになってきている。これらの市場ニーズを受け今
回，新型ファジィデフロスト冷蔵多段ショーケースを開発
した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） ファジィ制御測定点を増加（2 点 / 3 点）して，推論

精度を向上することで，1 日 2 回デフロスト（従来は 1
日 3 回）運転を実現し，生鮮食品におけるヒートショッ
クによるダメージを抑制し高鮮度管理を実現した。
（ 2） デフロスト回数の削減により，デフロストヒータと冷

凍機の消費電力量を削減した。

1 ドア冷凍リーチインショーケース
近年，スーパーマーケットやコンビニエンスストアにお

図１

1 ドア冷凍リーチインショーケース

図１

CVS 向け超薄型多段ショーケース「EFT35 シリーズ」

いては，刻々と変化する商品アイテムへの対応と限られ
た売り場面積での販売効率向上が重要となっている。その
ような市場ニーズに対応するため，1 ドア冷凍リーチイン
ショーケースを開発した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 横幅寸法 715 mm の業界トップクラスのコンパクトサ

イズにより，狭小な設置環境にも対応可能とした。
（ 2） 新規開発の小型高効率エバポレータを搭載し，冷却構

造部品の占有比率を縮小し，業界トップクラスの庫内容
積と冷却性能の両立を実現した。
（ 3） 除霜方式にはヒータ式ファンデフロスト方式を採用し，

除霜時間短縮による商品へのヒートショック軽減とプル
ダウン時間短縮による省エネルギーを実現した。

CVS 向け超薄型多段ショーケース
コンビニエンスストア（CVS）は店舗数の飽和や他業
種の深夜営業への進出などによって売上げが伸び悩んでお
り，各 CVS チェーンは新商品開発による売上げの増加と
店舗運営のローコスト化が重要な課題となっている。こ
のようなニーズに対応するため，超薄型多段ショーケース
「EFT35 シリーズ」を開発した。主な特徴は次のとおりで
ある。
（ 1） ローフロント化により開口寸法を 50 mm，デッキ奥

行寸法を 20 mm 拡大し，商品の展示性を向上させ，顧
客への訴求効果を高めた。
（ 2） 高出力 DC ファンモータの採用により，従来機に対し，

ファンモータの消費電力を約 40 % 削減した。
（ 3） ホット飲料販売用棚板の質量を約 20 % 削減し，棚割

り変更時の棚位置変更作業の省力化を図った。
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