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まえがき

国民の生活意識は，21世紀を目前に控え「ものの豊かさ」

から，「余暇」「娯楽」など「こころの豊かさ」へと向いて

おり，昨今の健康志向ブームと相まったニーズのなかで，

地域に密着したアミューズメント施設，特にプールをメイ

ンとしたフィットネス施設，レストランから，温泉，憩い

設備などまで幅広い年齢層をターゲットとした総合アミュー

ズメント施設の建設が進められている。これらの施設にお

いては管理運用面を容易に支援し，管理者，利用者，両サ

イドにとって有効なシステムが求められており，このほど

富士電機は，ゲート，券売機，精算機，POS（Point of

Sales）システムなどから構成されるキャッシュレス管理

システムを開発したので，以下に納入事例２件について技

術的特徴を中心に紹介する。

鶴見緑地プール向けキャッシュレスシステム

大阪市鶴見緑地プールの全景を図１に示す。

２.１ 施設の特徴

鶴見緑地プールは，大阪市の東部に位置し，「国際花と

緑の博覧会」会場の駐車場跡地に建設されたプール施設で

ある。流水プールをはじめ，子供プール，洞くつジャグジー，

造波プール，ウォータースライダなどさまざまなプールが

用意されており，子供から大人，若いカップルから家族連

れまで幅広いユーザー層をターゲットとした施設である。

２.２ 運用フローおよびシステムに求められる要件

本施設において，入館から退館までの一連の運用をキャッ

シュレスにて処理するのが本システムの導入目的である。

以下に本施設の運用の流れを説明し，そこからシステムと

しての要件を抽出する。

図２に本システムの構成，図３に運用フローを示す。

まず，施設利用者は，入口券売機にて入場券を購入し，

入館ブースにてチェックインする。この時，リストバンド

が発行され，個人用の口座が開設される。このリストバン

ドは IDタグ付きになっており，利用者は，この IDタグ

付きリストバンドにより一元的に管理される。館内におけ

る飲食，物品などのレンタルの際には，このリストバンド

をタグリーダに読み込ませることにより，その利用者の

ID（具体的には口座番号）と，その時発生した売掛金額

データなどが POS レジスタを経由し，サーバで一括管理

される。また，館内を利用している途中で，利用者が精算

すべき金額を確認できるよう，料金照会機を設けており，

リストバンドをタグリーダに読み込ませることにより，確

認時までの利用金額を照会できる。最後に館内の利用を終

えて精算・退館する際には，自動料金精算機の投入口に自

分のリストバンドを投入することにより，自動的に精算金

額が表示され，精算できる。精算が完了すると退場券が発

行され，その退場券にて退場ゲートから退館する。

このシステムに求められる要件は，下記の点である。

無停止システム

精算金額，各種データの整合性

顧客サービスの向上

以下にシステムの機能およびその技術的特徴を概説する。

（3）

（2）

（1）
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図１　鶴見緑地プールの全景
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２.３ 機能の概要および特徴

本システムの特徴は次のとおりである。

２.３.１ IDタグリーダ付きリストバンド

ID タグとは，円筒状の ICを採用し，タグリーダから発

信された信号を検知することにより，IDタグとタグリー

ダ間のデータのやりとりを非接触で行うものである。これ

をリストバンドに組み込んで使用することにより，以下の

利点が得られる。

非接触であるため操作が簡単である。

体に装着するため紛失が防止できる（悪用防止）。

２.３.２ パーソナルコンピュータ（パソコン）サーバの二重化

データをサーバにて一元的に管理するためには，サーバ

の信頼性を強化することが，システム全体の信頼性を強化

する一番のポイントとなる。サーバはデータの一元管理， ネットワーク管理などシステムの中核部分をなしており，

（2）

（1）
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図２　鶴見緑地プールのシステム構成
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図３　鶴見緑地プールの運用フロー 図４　鶴見緑地プールの料金照会機

図５　鶴見緑地プールの退場ゲート
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システム内の負荷も必然的に大きくなるため，性能，デー

タ保証両面から信頼性の強化を図る必要がある。

本システムにおいては，サーバの二重化を図り，主系サー

バダウン時に従系サーバに自動的に切り換わる。主系ー従

系間は専用回線によるミラーリング方式を採用することに

より，切換り時のデータ連続性を保証している。

２.３.３ 料金照会機

館内利用者が実際に利用した金額を確認するためには，

IDタグ付きリストバンドをリーダ部に接近させるだけで，

個人情報を参照できる。そのなかには，入場料金を除いた

館内利用料金，在館時間，ロッカNo. などを参照できる。

２.３.４ 自動料金精算機

館内で発生した売掛金は自動料金精算機にて行う。退館

時にリストバンドを所定の投入口へ投入することにより読

取り・精算金表示を行う。

本精算機は非接触リーダを採用することにより，投入さ

れたリストバンドの形状にかかわらず，IDを瞬時に読取

り可能とした。

２.３.５ 退場ゲート

フラッパ部を障害者対応とし，軟らかい材質を採用し，

開く速度は通常の速度（約１秒程度）であるが，閉じる速

度を遅く（４秒程度）することにより，人的安全性の向上

を図った。

図４～６に料金照会機，退場ゲート，自動料金精算機の

それぞれ外観を示す。

豊中市伊丹市クリーンランド向け入館者管理

システム

クリーンスポーツランドの全景を図７に示す。

３.１ 施設の特徴

豊中市伊丹市クリーンランド「クリーンスポーツランド」

（以下，クリーンスポーツランドという）は，大阪府豊中

市と兵庫県伊丹市両市の境界付近に位置し，ごみを焼却す

る際に発生する焼却熱を重要な熱源として利用している施

設である。

施設内容としては，25mプールをはじめ，ウォーター

スライダ，幼児用ファミリープール，ジャグジー，サウナ

などのプールを中心にギャラリー，食堂やアスレチック・

フィットネス施設までと幅広い年齢層をターゲットとした

メニューを提供している。

３.２ 運用フローおよびシステムに求められる要件

図８に運用フローを示す。

まず，施設利用者は，入館時に券売機にて使用券を購入

する。券種によっては，券売機で販売しないものもあるの

で，その券を利用する際には，フロントにて購入する。ま

た，月・年会員制度が設けられており，会員の場合には，

回数制限付きのリライト式 PET（ポリエチレンテレフタ

レート）カードを購入し，毎回使用する。この際，フロン

トにて別途会員用 IDカードを提示して磁気的認証を行う

必要がある。使用券の購入後，入場ゲートを通過して，フ

ロントにてチェックインを行う。ここでリストバンドとロッ

カキーを受け取るが，本施設の場合は IDタグ方式ではな

く，バーコード方式である。フロントでのチェックインが

完了すると，各種プールの利用，飲食などがキャッシュレ

スで行える。ただし，鶴見緑地プールのケースとは異なり，

料金照会機的なものは設けていない。最後に，退館時の精

算は再びフロントにて行う。精算が完了すると，再びゲー

トから退館し，一連の運用が完了する。同時に PETカー

ドは回収され，再利用されることになる。

このシステムに求められる要件としては，鶴見緑地プー

ルのケースと基本的には同じであるが，固有の要件として

下記の 2点が挙げられる。

施設使用者の入退館のチェック強化（プール，フィッ

トネス施設など複数のメニューが混在している）

システム資源の有効利用（再利用）

以下にこれらのシステムの要件に対する機能およびその

技術的特徴を述べる。

（2）

（1）
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図６　鶴見緑地プールの自動料金精算機 図７　クリーンスポーツランドの全景
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３.３ システムの特徴

図９にそのシステム構成を示す。

３.３.１ リライト式PETカード

本施設では，リライト式の PETカードを利用する。施

設使用者が券売機にて券を購入する際に券種別をサーマル

的に書き込み，ゲートの通過（入館，退館）時にも同様に

時刻の書込みを行う。また，リライト式であることからこ

れを退館の都度回収して印字消去（印字消去機による）を

行うことにより，物理的には50～60回程度の再利用を可能

としている。

３.３.２ バーコードタグ付きリストバンド

館内でのキャッシュレス化の媒体としてはリストバンド

にバーコードを付けた方式を採用している。この方式は，

一般的によく利用されている方式であり，読取り方式とし

て一般的な JAN8（Japan Airticle Number 8）方式を採用

しているため，普及率，信頼度とも十分である。

３.３.３ 会員カード発行機能

本施設において定期会員になるには，まず，会員手続き

を行って会員カードを発行してもらう必要がある。この会

員カード発行の際には，ディジタルカメラとカードプリン

タシステムを連動し，ディジタルカメラにて上半身写真を

その場で撮影し，カードプリンタシステムへデータを送信

することにより，写真付きの定期会員カードの発行を可能

としている。この際，定期会員が延長契約を行えるよう有

効期限をシール方式とし，同じカードの継続利用を可能と

している。

３.３.４ システム信頼性への考慮

パソコンサーバのハードディスクについて RAID（Re-

dundant Arrays of Inexpensive Disk ：複数の小形のハー

ドディスクを使って単独のそれよりも信頼性，性能を向上

させたもの）対応のものを搭載し，MTBF（Mean Time

Between Failure ：平均故障時間）の向上を図っている。

また，同一機能の端末を複数台設けることにより，一方

が故障しても他の端末で肩代わりを可能としている。

３.３.５ バックオフィス機能

ゲート，フロント処理，館内売掛け処理などにより発生
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図８　クリーンスポーツランドの運用フロー
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したデータをオンラインで取り込み，種別ごとに集計・分

析することにより，運営上の指針を提示し，業務を支援す

る機能を提供している。また，この施設では，ゲートを通

過せずに会議室の利用も可能となっているため，この端末

で予約登録，利用状況などの確認・分析を行う機能も担っ

ている。

図 にフロント風景を示す。

あとがき

今回はプール向けのキャッシュレス管理システムの納入

例を２件紹介した。このようなシステムの適用分野は実に

広く，健康ブーム，高齢化など，時代背景ともマッチして

今後成長を期待できる分野の一つである。

富士電機は，これまで蓄積した技術を最大限に生かしな

がらシステム全体の一層のレベルアップに努めていくとと

もに，環境問題などへの配慮も含め，さまざまな切り口か

ら市場ニーズにこたえ，顧客へのサービス向上を実現した

システム作りにより一層努力していく所存である。

１０
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図１０　クリーンスポーツランドのフロント風景

〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2754410 宮下　茂光硬貨計数装置

2754411
小林　真一
吉田　雅和
田久保　拡

電力変換装置のスナバ回路

2754424 西尾　春彦半導体集積装置

2754425 加藤　善治イオン注入装置における混入イオン
の分析方法

2754810 谷津　　誠
黒木　一男三相インバータ装置の制御回路

2755281

吉田　　隆
齋藤　清雄
井原　卓郎
市川　幸美

薄膜太陽電池およびその製造方法

2755294 平田　賢二冷凍冷蔵ショーケース

2748385 黒田　栄寿同期発振回路

2748584
小島　　浩
川田　信哉

制御ループ切替形ディジタル PLL
回路

2748696 秋山　　稔立軸水車の自冷軸受

2748708 佐藤　隆作横軸水車発電機の軸受冷却装置

2749502
廣瀬　　順
佐藤　　豊
高橋　　昇

無停電電源装置の蓄電池良否判定方
法

2749692

松井　伸二
本郷　保夫
木内　哲夫
紺野　章子

標準パターン作成方法

2750542
久保田　喬
川島　正巳超低落差水力発電所の下流側水路

2751108 井出　哲雄内燃機関用点火装置

2751113 岩室　憲幸Pチャネル絶縁ゲート型バイポーラ
トランジスタ

2751122
宮城　正英
丸山　和美光起電力装置

2751147 吉田　敏弘インバータ装置

2751522
横森　伸二
伊藤　義矩硬貨処理機

2751531
川田　信哉
志村　　淳ループコードFFT演算方式

2751543 五十嵐征輝インバータ

2752497
古沢　武三
山下　哲朗電話回線切替装置

2752499
小倉　一郎
本郷　保夫文字読取り装置

2752704

高林　泰弘
荒井　研一
茂木　　浩
小寺　昭紀

直流ハイブリッド給電システム

2754384 鍋田　　修
古庄　　昇電子写真用感光体

2755271
山下　俊幸
高橋　健二
新保　　茂

道路トンネル照明用自動調光制御装
置
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