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まえがき

自動販売機による中身商品販売ビジネスは，その運営管

理をいかに効率よくできるかが収益向上の重要な課題で，

この問題を解決するために開発されたのが「自動販売機情

報収集システム」である。

この自動販売機情報収集システムは，売上げ管理や金銭

管理などの精算業務の効率化，訪問計画や商品の積載計画

などのルート管理業務の効率化，新商品や各ロケーション

先の販売動向を把握するための市場動向調査，売切れ時や

故障発生時などのサービス業務改善などが可能となる。ま

た，1996年 2 月に普及促進を目的に日本自動販売機工業会

にて本システムに関する標準仕様が作成されたこともあり，

近年導入数が増えている。

富士電機では，このシステムを「ACS（Accountability

& Communication System）」と呼び，これまで業界に先

駆け各種のシステムを開発してきた。

本稿では，この自動販売機情報収集システムの種類と今

回新たに開発した「SS（Spread Spectrum）無線」を応

用した自動販売機情報収集システムについて紹介する。

自動販売機情報収集システムの種類

自動販売機情報収集システムには，データ通信の形態や

利用目的の違いによって種々の方式がある。図１に自動販

売機情報収集システムの種類を示す。

２.１ オフラインシステム

オフラインシステムは，セールスマンが携帯するハンディ

ターミナルに自動販売機から直接売上げなどの情報を入力

し，営業所などのセンター装置で，データ処理するシステ

ムである。図２にそのシステム図を示す。特長として，シ

ステムの構築が容易で導入しやすい，通信料金などのラン

ニングコストがかからないなどがある。

２.２ オンラインシステム

オンラインシステムは，電話回線（図３参照）や専用回

線などを使用する有線方式のものと，PHS（Personal

Handyphone System）や特定小電力無線，SS無線などを

使用する無線方式のものがあり，いずれも自動販売機の設

置場所に行くことなくセンター装置にて各自動販売機の情

報をリアルタイムで確認することができる。情報の伝送形

態は，システムに必要な情報量や対象自動販売機のサービ

スエリア，自動販売機の設置場所での配線工事の可否など

から選択する。特に特定小電力無線や SS無線では弱い出
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力の電波であることから，自動販売機が集中して設置され

た閉領域でのシステム構築となる。

SS無線応用自動販売機情報収集システム

富士電機では閉領域のシステムとして，従来から特定小

電力無線を使用した自動販売機情報収集システムを開発し，

数多く導入してきた。今回開発したシステムは，それをさ

らに発展させ，通信媒体に SS 無線を使用したものである。

図４にその構成を示す。SS 無線モデムを各自動販売機に

搭載し，他の自動販売機の SS 無線モデムを高速で中継伝

送しながら各種データをセンター装置まで送信するシステ

ムである。本システムは駅構内，ビル，オフィス，工場，

遊園地，パーキングエリアなど，自動販売機が集中して設

置されているロケーションが対象となる。

３.１ システムの特長

本システムは，通信媒体に SS 無線を使用したことから，

次のような特長を持っている。

各自動販売機までの配線工事が不要である。

SS 無線は完全自営のシステムであるため，通信料金

などのランニングコストが一切かからない。

状況に応じて最適な伝送ルートを選択するため，信頼

性の高い伝送が可能である。

高速伝送ができることから，中継してもリアルタイム

性が確保できる。

マルチプレクサを使用することにより，１台のSS無線

モデムで最大 4台までの自動販売機に接続可能である。

３.２ 主要構成技術

以下に今回採用した SS 無線の特長，開発した SS 無線

モデムの仕様，無線通信プロトコル，メンテナンスツール

について紹介する。

３.２.１ SS無線の特長

SS 無線とは，信号の周波数成分（Spectrum）を広帯域

に拡散（Spread）して伝送する無線方式で，今回は，そ

のなかでもノイズや干渉波に強い DS（ダイレクト拡散：

Direct Sequence）方式の SS 無線を採用した。この方式

ではデータ１ビットを特殊な31ビットの符号で表現する。

そのため実際のビットレートはデータ速度の31倍になり，

送信電波の周波数スペクトル幅が拡大され出力される。受

信側では，このビット列に対して一種の多数決判定により

データを再生するため，ノイズなどにより多少のビットに

欠損が生じてもデータの再生が可能となる。また，干渉が

あっても，図５に示すように，狭帯域の干渉波は SS 復調

することによって単位周波数あたりの電力密度が小さいス

ペクトルに変換され，これを信号波帯域のバンドパスフィ

ルタに通すことで，干渉波の影響を抑制することができる。

また SS無線は，ノイズや干渉に強い以外にも，

反射波による干渉に強い。

高速通信が可能である。

秘匿性，秘話性に優れている。

周辺電子機器への影響がない。

といった特長も持っている。

３.２.２ SS無線モデム仕様

今回開発した SS 無線モデムの仕様を表１に，センター

装置用と自動販売機用（マルチプレクサ付き）の外観をそ

れぞれ図６，図７に示す。自動販売機用は自動販売機本体

から給電する方式とした。

SS 無線モデムのセンター装置と自動販売機とのインタ

フェースは，電話回線とモデムを使ったオンラインシステ

ムをそのまま SS 無線モデムとそのネットワークで置き換
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図３　オンラインシステム（電話回線方式）
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SS無線モデム＋ 
マルチプレクサ 

SS無線モデム 
SS無線モデム 

SS無線 
モデム 

パソコン 

センター装置（事務所） 

プリンタ 

コラム別売上げ一覧表 

商品別売上げ一覧表 

価格別売上げ一覧表 

回収時コラム別 
売上げ一覧表 

回収時商品別売上げ 
一覧表 
回収時価格別売上げ 
一覧表 

自動販売機別売上げ 
月報一覧表 

補給可能数量/現在 
数量一覧表 

図４　SS無線応用自動販売機情報収集システムの構成
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えることを可能とするため，物理インタフェースは RS-

232C とし，回線制御コマンドは ATコマンド準拠とした。

図８に通信シーケンス例を示す。

また，システム導入時のトータルコストを抑えるため，

１台の SS 無線モデムに最大 4台の自動販売機を接続可能

とするマルチプレクサを開発した。センター装置から，電

話番号の最後に自動販売機の番号を付加することにより接

続する自動販売機を選択する仕組みとなっている。

３.２.３ 無線通信プロトコル

無線システムは設置環境に影響されやすいため，従来は

通信信頼性を確保，維持するのが難しいという問題があっ

た。そこで今回どのようなロケーションでも，簡単な事前

調査によって設置が可能で（エンジニアリングミニマム），

設置後の通信トラブルが少なく，また発生しても最小の作

業で復帰できる（メンテナンスミニマム）ことを目標とし

て SS無線に最適な無線通信プロトコルを独自開発した。

開発した無線通信プロトコルでは，多段に中継してネッ

トワークを構成するマルチホップ無線ネットワークを採用

した。ネットワークを構成するすべての SS 無線モデムは

発信，中継，着信の機能を持っており，他の自動販売機の

SS 無線モデムを中継してデータ転送を行うことができる。

図９に SS無線モデムが配置されている様子を示す。

以下に，開発した無線通信プロトコルの主要な機能を説

明する。

トポロジーセンシング機能

SS 無線モデム間のルートを自動的に調査する機能をト

ポロジーセンシングと呼ぶ。SS 無線モデムは，システム

（1）
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図６　センター装置用SS無線モデム

図７　自動販売機用SS無線モデム（マルチプレクサ付き）
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図９　無線機の配置図（例）

表１　SS無線モデム仕様 

項目 
分類 

送 信 出 力  

通 信 方 式  

変 調 方 式  

伝 送 速 度  

無線通信距離 

規　　　　格 

制 御 手 順  

通 信 速 度  

同 期 方 式  

通 信 方 式  

電 源 仕 様  

外 形 寸 法  

質　　　　　　量 

無
線
仕
様 

端
末
間
通
信
仕
様 

センター装置用 

AC100 V 
50/60Hz  10 W

約W270×D360× 
H95（mm） 
（アンテナ，突起物含まず） 

約 4.8 kg

10 mW/MHz周波数；2.4 GHz帯（ISMバンド） 

SS（スペクトラム拡散） 

DS（ダイレクト拡散） 

256 kビット/秒 

約300～500 m（設置条件により異なる） 

RS-232C準拠 

ATコマンド制御準拠 

1,200～19,200ビット/秒 

調歩同期 

半二重 

自動販売機用 

DC8 V（0.2 A） 
DC24 V（0.3 A） 

約W280×D180× 
H105（mm） 
（アンテナ，突起物含まず） 

約1.2 kg
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設置時とその後の一定周期に互いの存在を確認する通信を

行っており，その結果からルーティングテーブルを作成す

る。

ルーティングテーブルは定期的に更新されるため，通信

ルートの変化があったときや SS 無線モデムを追加，撤去

したときに自動的に最新の情報に更新される。また，ネッ

トワークが分断されたような場合や，故障で SS 無線モデ

ムがシステムから切り離された場合などは，ルーティング

テーブルを参照することによって状態を知ることができる。

オートルーティング機能

発信，中継を行う SS 無線モデムは，ルーティングテー

ブルを参照することによって自動的に送信先を決定する。

このような中継を繰り返すことにより，着信先の SS 無線

モデムまでデータ転送する機能をオートルーティングと呼

ぶ。

今回開発したオートルーティング機能には，効率のよい

ルートでデータを転送する機能に加え，通信障害が発生し

たときに相手を変えて送信する機能や，どうしても着信先

の方向へデータを送信できない場合は，迂（う）回ルート

にてデータを転送する機能などがある。これらの機能は，

障害物の出現など通信できない状態が一時的である場合に

有効に機能する。オートルーティングの例を図 に示す。

３.２.４ メンテナンスツール

SS 無線応用システムを現地調査，設置，メンテナンス

のためにパーソナルコンピュータ（パソコン）用ツールソ

フトウェア（以下，メンテナンスツールと記す）を開発し

た。メンテナンスツールはパソコンを RS-232C ケーブル

で SS無線モデムに接続して使用する。

このメンテナンスツールを使用することにより，現地で

SS 無線モデムの状態を読み出したり，各種パラメータを

設定することができる。また，画面上にネットワークの状

態を表示したり，実システムの設置状態の余裕度を評価し

たり，シミュレーションを行うことにより中継機の要否の

検討も可能である。

図 にメンテナンスツールの機能の一つである中継ルー

トを調査する画面の例を示す。画面では000から 111へデー

タを転送したとき，222，333，444 を中継したことを示し

ている。また，図 に画面上にネットワークの状態を表示

した例を示す。■印が SS 無線モデム，■印をつなぐ線が

通信ルートを示している。

３.３ 今後の取組み

今後は画像伝送や無線 LANなど，より伝送量の多いシ

ステムへの適用も求められてくるものと考えられる。今回

の開発をベースにさらに発展させ，より厳しい環境条件で

の使用や大量データの高速転送といった，より進化した

SS無線モデムも開発していきたい。

また，同時にエンジニアリングミニマム，メンテナンス

ミニマムのために，現場での作業内容確認・分析を行い，

メンテナンスツールの機能アップや他のツール類の開発も

していきたいと考えている。

あとがき

以上，SS 無線を利用した自動販売機情報収集システム

を紹介した。今回開発したシステムは順調に稼動しており，

非常に高い評価を得ている。今後自動販売機情報収集シス

テムの応用はますます発展・拡大していくものと予想され

るので，今後も市場ニーズを取り込み，経済性を考慮した

新しいシステムの開発に取り組んでいく所存である。

最後に本システム開発に際し，終始ご支援，ご協力をい

ただいた顧客ならびに関係各位に対し謝意を表す次第であ

る。
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図１０　オートルーティングの例 図１１　メンテナンスツール画面（その1）

図１２　メンテナンスツール画面（その2）
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