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マルチブランド対応 自動販売機搭載用電子決済端末
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富士電機の自動販売機搭載用電子決済端末「FCL-MVCAD シリーズ」は，マルチブランドに対応し，電子マネーを使っ
て自動販売機で商品が購入しやすいように，視認性の向上，決済の操作手順の簡素化などの工夫を行っている。さらに，各
電子マネークリアリングセンターとの接続が容易にできるように，大日本印刷株式会社と共同で中継サーバシステムを構築
した。これにより，自動販売機のオペレーターによる電子マネーの導入手続きを簡素化できるワンストップサービス化と，
ランニングコストの低減を実現している。
Fuji Electric’
s“FCL-MVCAD Series”of payment terminals for vending machines accept multiple-electronic moneys. To facilitate the
purchase of commercial products from vending machines with electronic money, various schemes such as increased visibility and streamlining
of the settlement procedure have been devised. Additionally, to facilitate connection with electronic money clearing centers, a relay server system was constructed in collaboration with Dai Nippon Printing Co., Ltd. As a result, a one-stop service capable of streamlining the procedure
for introducing electronic money by a vending machine operator, and a reduction in running costs have been realized.
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まえがき

導入しやすく使いやすい ｢FCL-MVCAD シリーズ｣ を製
品化した。

富士電機は，電子マネー事業者が運営する広域電子マ
ネー決済サービスを搭載した自動販売機搭載用電子決済端

₂.₂ ユーザ操作性

末（VCAD：Vending Machine Card Accepting Device）

シングルブランド対応の自動販売機では，商品を購入す

を提供してきた。従来の端末は，単一ブランド（シングル

る際の操作は，
“商品を選択する”
“電子マネーを VCAD

ブランド）すなわち 1 種類の電子マネーにしか対応できな

のアンテナ部にかざす”という 2 アクションで，とてもシ

い構成であった。

ンプルな手順であった。

しかし，2007 年に流通系の事業者が電子マネーに参入

一方，マルチブランド対応では，
“商品を選択する”
“ブ

し，一気に電子マネーへの関心と利用が高まった。電子マ

ランドを選択する”
“電子マネーを VCAD のアンテナ部に

ネーを利用する一般消費者から要望があった複数の電子マ

かざす”という手順である。
“ブランドを選択する”行為

ネー（マルチブランド）に対応した VCAD を提供するた

は，やむを得ないアクションだが，ユーザの手を煩わせな

め，富士電機は開発を行ってきた。

いためにも，アクション数が少ないシングルブランド並み

本稿では，加盟店と金融機関との間を結び，決済情報を

の操作性を実現する必要がある。

集中管理する各種電子マネー会社のクリアリングセンター
への接続が容易にできるマルチブランドシステムおよび

₂.₃ 電子マネークリアリングセンターへの接続

VCAD プラットフォームの内容について説明する。

電子マネークリアリングセンターへの接続において，次
に示す問題点がある。

2

開発の背景と狙い

⑴

電子マネー導入手続き業務の煩雑さ
自動販売機の電子マネー対応によって，自動販売機を利

₂.₁ 自動販売機における電子マネーの現状

用するユーザの利便性が向上して，商品の売上増加が見込

富士電機では，1998 年ごろから VCAD の開発を行っ

めるというメリットがある。一方，電子マネーを導入する

てきた。これまでに開発した VCAD は，Edy，QUICPay，

自動販売機オペレーター側では，電子マネー事業者との契

PiTaPa，iD に対応してはいるものの，いずれもシングル

約や，電子マネーの決済情報を管理する電子マネークリア

ブランドの対応であった。ここ数年で，さまざまなメー

リングセンターへ接続するためのインフラの整備や導入手

カーから 1 台の VCAD で複数の電子マネーに対応できる，

続きなどの煩雑な業務が増えるというデメリットもある。

マルチブランド対応 VCAD（MVCAD）を搭載した自動

さらに，マルチブランド対応することになれば，複数の電

⑴

⑵

販売機が登場してきている。MVCAD の普及台数は確実

子マネー事業者との契約だけでなく，電子マネークリアリ

に増加しているものの，電子マネー市場全体に比べれば

ングセンターへの通信経路が複数になる。回線契約の複数

その伸び率は低い。そこで，自動販売機用の MVCAD の

化や，場合によっては通信手段を複数用意しなければなら

いっそうの普及を図るために，次に説明する課題を解決し，

ない可能性もある。したがって，MVCAD のさらなる普
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及拡大のためには，電子マネークリアリングセンターへの

3

接続手続きなどを簡素化していく必要がある。

特 集

⑵

開発内容と成果

ランニングコスト
自動販売機は店舗用決済端末とは異なり，屋外などのイ

表 1 に，今回開発したマルチブランド対応 自動販売機

ンフラが整備されていない場所に設置されることが多い。

搭載用電子決済端末 ｢FCL-MVCAD シリーズ｣ と，従来

電子マネークリアリングセンターとの接続には，アナログ

型のシングルブランド（Edy 専用）対応 自動販売機搭載

回線，ISDN 回線などの有線だけでなく，各通信会社別の

用電子決済端末 ｢FCL-VCAD07 シリーズ｣ の概略仕様を

無線も必須である。通信回線や通信手段が複数必要になる

比較して示す。

と，その投資費用と維持費用が非常に大きな負担になる。
₃.₁ ユーザ操作性向上

したがって，自動販売機におけるマルチブランド対応は，
電子マネー導入手続き業務の簡素化および設置場所を選ば

⑴

視認性の向上
MVCAD のユーザ操作部は，蛍光表示管（VFD）
，アン

ない無線を使った単一回線，単一通信手段によるワンス

テナ，アンテナ周辺の LED，スピーカーおよびブランド

トップサービスの実現が必要となってきている。

選択ボタンで構成されている。MVCAD の外観を図₁ に
₂.₄ 保守性

示す。

従 来 か ら VCAD に は， 保 守 機 能 と し て USB メ モ リ

ハードウェア面の操作性を向上するために，VFD，ア

によるプログラムおよび設定情報のダウンロード機能や，

ンテナ周辺の LED およびブランド選択ボタンに次の三つ

VCAD のログ情報のアップロード機能を備えていた。し

の工夫を行った。
⒜

かし，これらの保守機能を実行するには，自動販売機オペ

決済金額，カード残高，電子マネーの名称，ユーザ

レーターにとって自動販売機の扉を開ける煩わしさがあっ

への VFD のメッセージなどの表示を見やすくするた

た。対応するブランドが増えるたびに，各電子マネーに対

めに全角文字の表示を採用した。
⒝

する設定，保守などが増えてくることを考慮すると，自動

アンテナ部周辺には 3 色 LED を採用し，各種電子

販売機の扉を開けずに保守機能を実行できる仕組みが必要

マネーのレギュレーションに対応可能であるとともに，

である。

自動販売機の利用者に対して決済結果がひと目で分か
るようなユーザインタフェースを実現した。

表 ₁ 「FCL-MVCAD シリーズ」と「FCL-VCAD07 シリーズ」
（従来機）の仕様比較
項

目

「FCL-MVCAD シリーズ」
（注 1）

「FCL-VCAD07 シリーズ」
（従来機）

FeliCa カード，FeliCa 内蔵携帯電話

同左

適用電波法規格

誘導式読み書き通信設備

同左

読取り可能距離

約 60 mm（タッチ部表面から）
ソニー製 RC-S860 カードにて

同左

適用媒体

表示部

VFD 表示
16 文字× 2 行

7 セグメント表示

5 けた

光ガイダンス

青 LED × 4 点
3 色 LED × 4 点

3 色 LED × 4 点

音ガイダンス

モノラルスピーカー
音量調整：大 / 中 / 小 / 無音

同左

最大 3 ブランド

1 ブランド

JVMA（日本自動販売機工業会）
モバイルベンディング仕様準拠

同左

搭載できる電子マネーのブランド数
自動販売機通信インタフェース

通信インタフェース

USB メモリインタフェース
外形寸法
質

量

電

源

①第 1 VTS シリアル通信用 （注 2）
②第 2 VTS シリアル通信用 （注 2）
③保守設定用
RS-232C
④センタ通信用 1 RS-232C，RJ-45
センタ通信用 2 RJ-45
あり

同左

接客部：W116 × H140 × D40（mm）
制御部：W 99 × H181 × D30（mm）

W99 × H227 × D34（mm）
［操作部：W85 × H87 × D45（mm）
］

接客部：0.40 kg
制御部：0.85 kg

1.5 kg

DC24 V ±10%

動作時 0.5 A 以下

（注 1）FeliCa：353 ページ「解説 3」参照
（注 2）VTS：Vivid Transaction System の略で，自動販売機用シリアル信号
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①第 1 VTS シリアル通信用 （注 2）
②第 2 VTS シリアル通信用 （注 2）
③保守設定用
RS-232C
④センタ通信用 1 RS-232C
センタ通信用 2 RJ-45

DC24 V ±10%

動作時 0.3 A 以下
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⒞

ブランド選択ボタンは三つ配置し，その上に配置

い。そこで，図₂ に示すように“ブランド検索機能”を搭

した VFD に表示するブランド名称との組合せにより，

載し，かざされたカードまたは携帯電話に，決済可能なブ

直感的にブランドを選択できるようにした。

ランドがいくつ入っているかを検索できるようにした。こ

搭載ブランドの最適化

の機能は，商品選択後に実行される。カードまたは携帯電

近年，交通系，流通系，クレジット系など数多くの広域

話をかざしたときに，決済可能なブランドが一つの場合に

電子マネーが登場している。自動販売機の VCAD に数多

は利用者によるブランドの選択をスキップし，当該ブラン

くのブランドを搭載すれば，利用者の利便性は向上する。

ドの決済処理を実行する。こうして，決済可能ブランドが

一方，自動販売機の表示器やブランド選択ボタンなどから

一つの場合に，シングルブランド並みのシンプルな操作手

目的のブランドを探す手間が増え，ユーザ操作性はむしろ

順が実現できた。

悪くなる。したがって，自動販売機で決済可能なブランド
数とユーザ操作性のバランスを考慮すると，自動販売機に

₃.₂ 電子マネー導入のワンストップサービスの実現

搭載するブランド数は，多くても 3 ブランドが実用的であ

⑴

各種電子マネーのクリアリングセンターとの接続方法に

る。
⑶

電子マネー導入手続き業務の簡素化

操作手順の最小限化

は，アナログ回線，ISDN 回線などの有線方式や，各通信

自動販売機がマルチブランドに対応すると，利用者は目

会社別の通信キャリアを使った無線方式などの通信方式が

的のブランドを選択する手順が増えてしまうという問題が

ある。さらに，クリアリングセンターとの通信プロトコル

あった。しかし，利用者がかざしたカードまたは携帯電話

はサーバごとに千差万別なので，自動販売機オペレーター

に，決済可能なブランドが複数ある場合には，決済ブラン

の本来業務以外の業務が増えてしまう。そこで，大日本印

ドを選択する操作は必須である。一方，決済可能なブラン

刷株式会社とパートナーを組み，MVCAD と各電子マネー

ドが一つの場合は，利用者はブランドを選択する必要がな

クリアリングセンターを容易に接続可能とする中継サーバ
システムを立ち上げた。図₃ に示すこのシステムでは，自
動販売機オペレーターは，中継サーバとの契約だけでマル
チブランド対応が可能になり，クリアリングセンター接続
のワンストップサービスを実現した。
⑵

ランニングコストの低減
ワンストップサービスの実現は，MVCAD 開発の観点

からもメリットが生まれている。通常，中継サーバに接続
しないで，各電子マネークリアリングセンターに直接接続
する場合は，サーバごとの通信プロトコルを一から組み込
む必要がある。MVCAD のサーバに接続するためのハー
ドウェアインタフェースの有無や，メモリ容量などのハー
ドウェア資源の制約，通信プロトコルの組込み工数の増大
により，市場投入タイミングが遅れてしまう。そこで，富
（a）接客部

士電機は，自動販売機システムと電子マネーシステムのノ

（b）制御部

ウハウを生かして，MVCAD と中継サーバ間の通信仕様
図₁

マルチブランド対応 VCAD（MVCAD）の外観

商品選択

商品選択

カードタッチ

カードタッチ

の策定を行い，新たな電子マネー対応が容易にできるよう

各電子マネー
決済センター

自動販売機
無線機
無線通信網

ブランド検索
決済可能な
ブランドは一つ？
No

ブランド選択
されたか？

ブランド選択
されたか？
Yes

図₂

カード決済処理

商品搬出

商品搬出

決済処理フロー

Ｎｏ

（操作部）

中継サーバ
マルチ決済対応
Web 管理画面

Yes

カード決済処理

（a）ブランド検索なし

Ｎｏ

飲料メーカー
オペレーター 事務所

（b）ブランド検索あり

図₃

中継サーバシステム構成図
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通信データ

ブロックデータ構成

通信データ（圧縮前）

通信データ（圧縮後）

ヘッダ部

ヘッダ部

特 集

ヘッダ部
ブロックデータ 1

図₄

割合
約 80％

ブランド固有
データ部

割合
約 20％

通信データの構成

圧縮
対象範囲

・・・・

フッタ部

共通データ部

データ部

・・・・

データ部

ブロックデータ N

ブロックデータ 1

約 30％
に圧縮

データ部
（圧縮データ）
フッタ部

ブロックデータ N
フッタ部

図₅

通信データの圧縮イメージ

に汎用的な通信仕様とした。通信データの内容としては，
中継サーバシステムとして必要な“共通データ部”と，決

従来機能

新規開発部分

済ブランドに依存する“ブランド固有データ部”にグルー

プログラム
更新要求

ピングを行い，
“ブランド固有データ部の割合が約 20 % と

プログラム

プログラム

いう構成にした。つまり，今後のブランド拡張時では，こ
USB
メモリ

の 20 % の仕様変更 ･ 拡張を行うことで，ブランド拡張が
可能となった。図₄ に通信データの構成を示す。

ログ要求

ログ

ログ
自動販売機

また，通信費を削減するため，通信データの圧縮を行っ
た（図₅）
。圧縮後のデータは，圧縮前のデータに依存す

中継
サーバ

現地へ出向かなくても
対応可能 !

る部分はあるものの，約 30 % に圧縮が可能となり，自
動販売機のランニングコストを削減した。例えば，自動

図₆

保守機能のデータ経路

販売機オペレーターによる定期的な集計業務において，
MVCAD から中継サーバに各ブランドの取引データを保

ている。これらの機能により，図₆ に示すように，従来，

存可能な最大件数分すべて送信した場合は，1 台当たりの

USB メモリで行っていた保守機能が中継サーバとの通信

通信費は約 500 円削減できる計算となる（1 パケット当た

で行えるようになった。また，自動販売機オペレーターが

り 0.1 円で算出）
。

自動販売機の扉を開けることなく，無人かつタイムリーに

このように，電子マネー対応の導入手続きの簡素化によ

目的の保守作業が行えるようになった。

り実現したワンストップサービス化と，中継サーバとの通
信データの圧縮によるランニングコストの削減を図り，自

4

あとがき

動販売機オペレーターの電子マネーの導入意欲を向上させ
今回開発した MVCAD を，大日本印刷株式会社殿と協

る工夫を行った。

力し，継続的に市場展開を進めるとともに，新たな電子マ
₃.₃ 保守性の向上

ネー対応も図っていく予定である。
最近では，社内のセキュリティ強化の一環として，社

従来，トラブルが発生した場合のログ収集作業や，ブラ
ンドの追加 ･ 削除，不具合修正などによるソフトウェアの

員証に非接触 IC カードを導入している企業が増えてい

バージョンアップを行うには，作業者と自動販売機オペ

る。このような企業向けに電子マネーと社員証の組合せの

レーターが現地へ出向く必要があった。また，担当者の都

MVCAD を提供し，職域への展開も進めていく所存である。

合ですぐに現地へ出向くことができない場合もある。現地
へ出向くのが遅れると，調査したいログが新しいログで上
書きされているということもしばしばあった。このような

＊本稿に記載した商標または登録商標は，354 ページ「商標」を参
照のこと

課題を解決する方法として，今回開発した中継サーバとの
通信仕様の中に，MVCAD のソフトウェアやログデータ
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月刊カード･ウェーブ別冊. カード決済･パーフェクトガイ

ド. 株式会社シーメディア. 2009.
⑵

浅野秀次郎ほか. 電子マネー決済端末機器の展開. 富士時
報. 2003, vol.76, no.10, p.661-665.
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