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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。

富士電機では，従来から自動販売機において，自然冷媒
への対応に加え，省エネルギーを推進するための開発を進
めてきた。昨今，注目を浴びている地球温暖化，環境破壊
への対応に対するさらなる効果的な施策が求められている。

缶・ペットボトル自動販売機における環境対応の動きに

加え，新たにショーケース，カップ自動販売機などの機器
も今後，省エネトップランナー機器の対象として指定され

ることが決まっている。このような，社会からの要請に先
立って，環境破壊を防止し，加えてランニングコストの削
減にもつながる消費電力の低減を中心に研究開発を進めて

いる。

富士電機はすでに地球温暖化係数が 1と非常に小さい自
然冷媒である CO2を使用したノンフロン自動販売機をシ

リーズ化している。この CO2の特徴を生かしてさらに大
幅な省エネルギーを実現したヒートポンプ加熱式の自動販
売機を開発し，製品化した。

CO2冷媒に加えて，より低圧で動作する冷媒を採用し，

CO2で培ったヒートポンプ技術を適用，「超省エネ自動販
売機」として市場に投入している。

これらの機能に加え，自動販売機内の飲料商品の日数管
理を行う「らくらく賞味期限アラーム」機能をリモコンに

追加した。

一方，カップ式自動販売機においては，ユニバーサルデ

ザインを考慮して顧客の取扱い性を大幅に向上したカップ

式自動販売機をシリーズ展開した。

アイスクリーム自動販売機においては，新ラック構造に

より従来機と同じ冷凍庫空間で商品セレクション数と収容
数を増加するとともにオペレーターの操作性を向上した。

フード機器分野では，ご好評をいただいているデザイン

の新型自動給茶機について環境対応を図り，消費電力量を

10%低減するとともに騒音を 20%低減した。

通貨・カード機器の分野では，紙幣・鑑別装置では業
界では初めてとなる新しい高感度センサを搭載した紙幣識

別装置および識別能力を向上した硬貨識別装置を開発した。

これらの装置においても，特に省エネルギーに着目し，待
機時の電力を大幅に低減するなどの取組みを行っている。

一方，小型・コンパクトで，独自の庫内在庫計数機能を

搭載したスーパーマーケット向け自動つり銭機の開発，製
品化を行い，その操作性の高さについて市場から高い評価
をいただいている。この製品をベースにさまざまな業種に

対応する製品の開発を進め，顧客からの要求に応えていく。

非接触 ICカードにおいては，携帯電話機などの利用が

急速に広がっている。富士電機では運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。これによりサービス

利用者や店舗の利便性が向上し，これらのサービスの一層
の普及拡大が推進され，今後，電子マ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スの拡大が期待でき

る。

コールドチェーン分野ではスーパーマーケットやコンビ

ニエンスストアを対象として，食の安全・安心や鮮度・品
質の追求をしている。同時に，運営コストの低減と環境負
荷低減のための省エネルギーに取り組んでいる。富士電
機では，ショーケースなどの冷熱設備を中心に建物まで含
めた店舗設備に関するトータルソリューション（STPP：
Store Total Plan & Produce）で顧客の要請に応えている。

この分野では，食品の安全・安心の要求への対応と同時
に省エネルギーを考慮するため，店舗環境に合わせて運転
状態を制御する「ECOMAX Rシリーズ」のモデルチェ

ンジを行った。この結果，年間最大 25%の省エネルギー

を実現するとともに，従来は，1日に 3回行っていたデフ

ロスト運転を 2回に低減，食品へのダメージを抑え鮮度管
理性能を向上することができる。

「京都議定書」の開始年である 2008年を過ぎ，今後は，

環境に対応する技術の開発に注力していく。加えて，顧客，

利用者，社会の要求に基づく製品開発を進め，富士電機の

持つ総合力を生かした基盤技術に着目した開発を進め，環
境と人に優しい商品作り，快適な商空間創（づく）りに努
めていく所存である。
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　2009年機缶飲料自動販売機

　中型カップ式自動販売機

　アイスクリーム自動販売機

図１　2009年機缶飲料自動販売機

図2　中型カップ式自動販売機「FRM283」

図3　アイスクリーム自動販売機「ST17GPB」

2008年機缶飲料自動販売機の「JH」「JD」「JF」機に

「JC」機を加え，新たに 2009年機「Jシリーズ」を開発し

製品化した。素材高騰の対応に取り組み，高まる省エネル

ギーニーズに呼応した豊富な品ぞろえを行った。主な特徴
は次のとおりである。

（1）　冷熱ユニット回路の改善などによる運転効率の適正化
や，白色 LEDディスプレイ照明との組合せにより消費
電力量の低減を実現

（2）　機能バリエーションとしては環境対応のヒートポンプ

機を機種拡大し，CO2冷媒によるノンフロン機を 16型
式，R134a冷媒による省エネルギー特化機を 9型式開発

（3）　機内に滞留した飲料商品の日数管理を行う「らくらく

賞味期限アラーム」機能をリモコンに追加

カップ式自動販売機の主力機種である中型レギュラー

ミキシングボール機のモデルチェンジを行った。機能およ

び操作性を向上させ，デザインを一新しシリーズ展開した。

主な特徴は次のとおりである。

（1）　扉中央に“アピールウィンドウ”を設け，陶器カップ

や豆などを展示し，立体的に商品がアピールできるス

ペースを提供し，設置先に応じたアレンジができる。

（2）　ユニバーサル性を考慮してデザインした。

①硬貨の投入口および返却口をオレンジ色にした。②砂
糖・クリームなどの増減ボタンランプおよび抽出工程ラン

プを大型化した。③新大型取出口によるカップの取出し性
の向上を図った。

（3）　排気ファン部のねじレス構造による清掃の容易化など，

日常およびメンテナンス部の操作性を向上させた。

アイスクリーム自動販売機では，消費者に満足していた

だくため商品セレクション数の増加など，ニーズの多様化
への対応が求められている。今回，従来機と同じ冷凍庫内
空間で商品セレクション数と収容数を増加させ，さらにオ

ペレーターの操作性向上を図ったアイスクリーム自動販売
機を開発した。主な特徴は次のとおりである。

（1）　セレクション数と収容数の増加に対応するための仕切
板を用いたラック構造を採用

（2）　収容数を増加させたつなぎ目のない流線形の一体成形
による商品シュート

（3）　ラック扉の開閉操作を不要にし，操作性を向上させた

扉レスラック

（4）　外気温に応じた冷却ユニットの省エネルギー制御方式
の採用

自動販売機
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自動販売機

フードサービス機器

温室効果ガス排出量低減のため，ノンフロン冷媒である 
CO2冷媒を使用したヒートポンプで飲料を加温する缶飲
料自動販売機を 2007年度に開発した。そして，市場の消
費電力低減要求の急激な高まりから普及を拡大するため，

2008年度は小型の自動販売機にも搭載可能とした冷却ユ

ニットの小型化と構成部品の見直しを図り性能を向上させ，

消費電力量を低減させた。小型化と消費電力を低減させる

ために，圧縮機と熱交換器能力の最適化を行い，冷却回路
に応じた運転制御を新たに開発することでヒートポンプ効
率を向上させた。

　CO2 冷媒冷凍機の小型・高性能化技術

図4　CO2 ヒートポンプ冷却ユニット

　新型自動給茶機「Eco茶友」

給茶機は食堂やサービスエリアなどを中心に設置され，

現在はオフィスや公共施設などにも導入されるようになっ

た。2006年 1月に「Eco茶友」を市場投入し，特にデザ

インに対して高い評価をいただいた。そのデザインを踏襲
し，より省エネルギーや静音化などの“エコロジー”を追
求したモデルチェンジを行った。特徴は次のとおりである。

①断熱性向上により，消費電力量を約 10%低減，②
コンデンシングファン DC化により，騒音値を約 20%低
減，③本体構造見直しにより，製品質量を 15%以上軽量
化，④コントロールボックスとリモコンを扉側に一体化し

て操作性を向上させ，また本体側をフラットにして清掃性
も改善，⑤省エネルギーを目的として，飲料選択ボタンの

LED輝度をスイッチ切換により，2段階調整が可能。

図5　新型自動給茶機「Eco茶友」

　省エネルギー型硬貨識別装置

通貨・カード機器

近年，環境問題がクローズアップされ，地球に優しい

製品を作ることがメーカーとしての使命となってきている。

エネルギー削減を目的として，低消費電力型の製品開発を

行っている。そこで，自動販売機に搭載される硬貨識別装
置の消費電流を削減したモデルを開発した。特徴は次のと

おりである。

（1）　待機状態での消費電流を 30%削減できる（省エネル

ギーモード）。

（2）　省エネルギーモードへの移行・復帰を硬貨識別装置が

判断するため，既存の自動販売機へ搭載できる。

（3）　待機状態（省エネルギーモード動作中）においては，

省エネルギーモード表示（LED）を行い，装置の状態
が一目で分かる。

図6　省エネルギー型硬貨識別装置
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通貨・カード機器

店舗設備機器

自動販売機搭載用の紙幣識別機は，紙幣の受付け性能・

日常の取扱い性などの基本性能向上と同時に，地球に優し

い製品作りがメーカーの使命となっている。

市場で好評をいただいている「BVJシリーズ」の 4ユ
ニット構成を継承しつつ，“省エネルギー”を含む次の特
徴を盛り込んだ「BVEシリーズ」を開発した。

（1）　新型高性能センサを採用し，偽札排除性能を向上させ

た。

（2）　大型搬送ローラの採用および紙幣搬送負荷を少なくす

ることで，ぬれ札やしわ札のつまりを低減した。

（3）　日常的に触れる部分をモールド化し，安全性に配慮し

た。

（4）　新しい回路および制御方式の採用により，待機時の消
費電力を 20%削減した。

　省エネルギー型紙幣識別装置

図7　省エネルギー型紙幣識別装置

スーパーマーケットなどの流通分野では，レジの精算時
間の短縮を目的に自動つり銭機が導入され効果を上げてい

る。最近では，今まで自動化がなされていなかった入金処
理を自動化し，金額の計数から出金までのすべてを自動
で処理し，正確な現金管理ができる金銭処理機の要求が高
まっている。この要求に対応可能な自動つり銭機「ECS07」
を開発した。特徴は次のとおりである。

（1）　高度な入金鑑別と計数機能により，偽貨の受入れや計
数ミスなどのトラブルが排除可能

（2）　貨幣一時保留機構の開発により，入金トラブル時に受
け入れた貨幣の現物による照合が可能

（3）　つり銭機の硬貨や紙幣の自動計数機能で，棚卸しや機
械エラー時の貨幣の再計測を自動化

　自動つり銭機「ECS07」

図8　自動つり銭機「ECS07」

スーパーマーケット業界では，店舗機器への省エネル

ギー化要求と同時に消費者が重視する食品の安全・安心に

密接に関係する高鮮度管理への要求が，これまで以上に高
まっている。これらの市場ニーズを受け，「ECOMAX R
シリーズ」のモデルチェンジを行った。主な特徴は次のと

おりである。

（1）　店舗環境に合わせてショーケースを最適な運転状態に

制御し，年間最大約 25%の省エネルギーを実現できる

「ECOMAXコントロールシステム」を開発した。

（2）　ファジィノンデフロスト機において，ファジィ推論精
度の向上により 1日 2回デフロスト（従来は 1日 3回）

運転を実現し，食品へのダメージを抑え鮮度管理性能が

向上した。

　オープンショーケース「ECOMAX Rシリーズ」

図9　冷凍機別置型冷蔵多段オープンショーケース
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店舗設備機器

レジャー機器

近年，コンビニエンスストア業界では，集客力を高める

ため，新商品の開発や新店舗レイアウトによる差別化を追
求している。常温商品しか販売できなかったゴンドラ部に

おいても，冷蔵商品が販売可能となる冷凍機内蔵型ラウン

ドショーケースを開発した。

（1）　独自の 3面エアカーテン構造を開発し，ラウンド形状
においても，通常機と同等の冷却性能を確保した。

（2）　搭載冷凍機については，新 3面エアカーテンにより業
界最小クラスの 1.5 kWスクロールコンプレッサを搭載
し，省エネルギー，静音，低振動を図った。

（3）　ケース上部には照明シェード構造を採用し，また商品
陳列部をひな壇構造にすることにより，従来のショー

ケースに対し，演出性，展示性を向上させた。

　冷凍機内蔵型ラウンドショーケース

図10　冷凍機内蔵型ラウンドショーケース

近年，レジャーホールスペースの制約から，金庫の小型
化が望まれている。2008年にフルモデルチェンジを行っ

た新紙幣搬送システム用金庫バリエーション拡充の一環と

して，機能を絞り小型化とコストパフォーマンス向上をね

らった小型 4金種混合金庫の開発を行った。主な特徴は次
のとおりである。

（1）　W325mm× H430mm× D210mm のコンパクトボ

ディに 1,000枚（官封券）の高収納枚数を実現している。

（2）　蛍光表示管を用いて，従来の記号表示から文字表示と

しメンテナンス内容を分かりやすくした。

（3）　扉，駆動部本体の取付けを変えるだけで，壁際など設
置スペースの限られた島でも設置を可能とした。

　レジャーホール向け小型4金種混合金庫

図11　小型4金種混合金庫「TSB800」
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