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まえがき

コンピュータ技術の進歩により，われわれを取り巻く社

会環境のなかに，さまざまな情報管理システムが構築され

るようになった。アミューズメント施設など多くの人々に

利用される施設においては，運営の効率化を図るべく，磁

気カードやバーコード，IDタグなどを媒体とし，利用者

の入退場管理や売上げの集計管理を行う情報管理システム

が導入されるようになってきている。このようなシステム

として，富士電機は，健康増進施設向けキャッシュレスシ

ステムおよびスキー場向けスキーゲートシステムを納入し

たので，以下にその概要を紹介する。

ラスパOSAKA向けキャッシュレスシステム

ラスパOSAKAの外観を図１に示す。

２.１ 施設の特徴

ラスパ OSAKAは大阪市東住吉区にあり，天然温泉を

利用した温泉浴施設とフィットネス施設からなる健康増進

施設を中心に，レストランや会議室も備えた多目的利用施

設である。利用者は子供からお年寄りまで幅広く，市民の

福利厚生の充実に貢献している。

２.２ システム運用フロー

本施設は健康増進施設がメインであるので，利用者は施

設内で身軽な服装に着替え，各種サービスを受ける。した

がって，快適な利用環境を提供するためには，財布から現

金を取り出す煩わしさから利用者を解放することが，シス

テム設計上のキーとなる。ここでは，入退場管理に加え，

入館手続き後から退館するまでの施設利用がキャッシュレ

スで行えるようにシステム構築を図った。図２に本システ

ムの構成，図３に運用フローを示す。

まず，利用者は入口に設置してある券売機で入場券を購

入する。その後，靴を脱ぎ入場ゲート（ターンスタイルゲー

ト）を通って，チェックインカウンタへ向かう。チェック

インカウンタで利用者が入場券を提示すると，IDタグ付

リストバンドが渡され，その利用者の口座（ロッカー番号

に対応）が開設され，チェックイン処理される。館内での

飲食，物品購入，レンタル品借用の際には，POS（Point

of Sales）レジスタに接続された IDタグリーダにリスト

バンドを読み込ませることで，そのとき発生した売掛デー

タが個人の口座とリンクした形で，上位のサーバへ転送さ

れる。この結果，利用者個人の売掛データがサーバで一元

管理され，物品の購入など売掛けが発生した場合は，逐次

データが更新される。また，館内には料金照会機が配置さ

れ，利用者が任意にその時点での精算金額を知ることがで

きるようになっている。施設の利用を終えて退館する際に

は，利用者は自動精算機にリストバンドを挿入し，そこに

表示される精算額を確認した後，必要金額を自動精算機に

投入する。精算処理が終わると自動精算機から退場券が排

出されるので，その券で退場ゲートを通過し退館する。

２.３ システムの技術的特徴

２.３.１ リストバンド

図４に本システムで採用したリストバンドを示す。

本システムのリストバンドには，円盤状の IDタグが埋

め込まれている。このリストバンドを IDタグリーダに近
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図１　ラスパOSAKAの外観
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づけると，電磁誘導方式により IDタグー IDタグリーダ

間でデータの送受信が行われ，IDタグに記録されている

ロッカー番号が読み込まれる。IDタグの読取りは非接触

で行われるため，リストバンドや IDタグリーダに物理的

な摩耗や汚損が発生せず，メンテナンス上，取扱いが容易

になるという利点がある。

２.３.２ サーバ

本システムでは，サーバが各種売掛データおよび入退場

データを一元管理するため，その運用上の信頼性は十分に

高くする必要がある。この要件を満たすため，サーバは二

重化され，一方の CPUに障害が発生しても，ただちに予

備系の CPUに切り換わるようになっている。また，万一

の障害に対しても，データの消失，欠損が起こらないよう

にサーバの磁気ディスク装置はRAID（Redundant Array

of Inexpensive Disks：複数の小形の磁気ディスク装置を

使って，単独の磁気ディスク装置の場合より信頼性，性能

を向上させたもの）構成とし，データバックアップの面で

も配慮している。さらに，商用電源が停電した場合に備え，

無停電電源装置（UPS）もサーバの必要電源容量を長時間

にわたって十分給電できるものを設置している。

２.３.３ POSレジスタ

POS レジスタは，大形カラー液晶タッチパネル付 POS

レジスタを用いている。これによって操作性を高めるとと

もに，メニューの改変にも柔軟な画面構築を可能としてい

る。

２.３.４ 自動精算機

図５に本システムで用いられる自動精算機を示す。

利用者がリストバンドを自動精算機の挿入口に入れると，

自動精算機はそのリストバンドのロッカー番号を読み取る。

そして，サーバ側へそのロッカー番号に対する売掛金を問

い合わせ，精算金額を画面に表示する。利用者の操作性向
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図２　ラスパOSAKAのシステム構成
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上を図るため，音声ガイダンス機能を設けたほか，複数リ

ストバンドの一括精算も行えるものとし，精算時の処理の

効率化を図っている。

２.３.５ ゲート部

本施設においては，入場ゲートは 3本バーのターンスタ

イルゲート 1通路とし，通路数が少なくても，時間あたり

多くの人の通過を可能としている。また，退場ゲートは閉

館時など退館する利用者が集中することを考慮し，フラッ

パゲート 2通路を設置している。フラッパゲートは緊急退

避時には開放できるように，監視室にある通信管理機から

の制御を受け付けるようになっている。図６に入場ゲート，

退場ゲートを示す。

栂池高原スキー場向けスキーゲートシステム

３.１ 施設の特徴

栂池高原は中部山岳国立公園内の長野県北安曇郡小谷村

にあり，冬季には国内屈指のスキー場として初心者から上

級者までの幅広いファンを集め，一方，春・夏・秋には懐

深い自然の景観が楽しめる人気スポットである。

３.２ システム運用フロー

スキー場はシーズンには多数の利用者が一度に来るので，

目視によるリフト券のチェックでは対応に限界があるとと

もに不正確さも否めない。そこで，本施設においては膨大

かつ多様な種類の利用券を機械で瞬時に読み取ってデータ

処理を行い，運営を効率化するシステムを構築した。利用

券には耐環境性の高い非接触カード（スノーパス）を適用

し，情報伝送には施工上，地形的な制約を受けにくい SS

（スペクトラム拡散）無線を用いた。図７，図８にそれぞ

れ運用フロー，システム構成を示す。

まず，利用者は券売所の窓口発券機でスノーパスを購入

する。一定額の保証金を含めて販売し，使用終了後の返却

時に保証金を返金する「保証金制度」にて運用している。

スノーパスを購入した利用者は，ゲートのアンテナにスノー

パスを読ませることによりゲートを通過し，リフトやゴン

ドラを利用する。その際，スノーパスの券種類，有効日数，

有効回数などのデータが判別されるとともに，初回通過時

刻，残日数，残回数などのデータがスノーパスに書き込ま

れる。使用終了後，預り金返却機にスノーパスを投入する

と回収され，保証金が返却される。

３.３ システムの技術的特徴

３.３.１ スノーパス

スノーパスは，非接触でデータの書換えが可能なチップ

で，48× 48× 4（mm）サイズのABS樹脂でコイルをモー

ルドしたもので，10万回のデータ書換えを保証している。

また，表面には，券種名や料金などの書換えが可能なリラ

イトシートを装着し，物理的には約 500 回の再利用を可能

としている。

３.３.２ 窓口発券機

発券部にスノーパスの整列収納不要な「投入れ式」を採

用することにより，後方業務の効率化を図っている。また，

シーズンイン，通常，感謝デーなどで販売価格が異なる券

は，カレンダー機能により自動的に対応期間価格の券を発

売可能としている。

３.３.３ スキーゲート・ゴンドラゲート

アンテナ部の交信距離を 100mm，交信エリアを高さ

400 ×幅 200（mm）にすることにより，身長の高低差に

かかわらずスノーパスを瞬時に読み取ることを可能として

いる。図９にスキーゲートを示す。
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図５　ラスパOSAKAの自動精算機
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図７　栂池高原スキー場の運用フロー

図６　ラスパOSAKAの入場ゲート，退場ゲート
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３.３.４ 預り金返却機

投入されたスノーパスのデータを確認し，発売時に預っ

た保証金の返金およびデータ消去を自動処理する機器であ

る。未使用券の受付を禁止する「誤返却防止機能」により

利便性を高めている。

３.３.５ SS無線ネットワーク（フレキシブル無線ネット

ワーク）

データの送受信には，約 100 台の SS 無線機を設置し，

ネットワークを形成している。特徴としては，自動学習に

より通信ルートを確立する「ダイナミックルーティング」

機能を装備している点である。また，複雑な地形に起因す

る困難な通信線布設工事が不要になり，機器の移設や増設

が容易に行えるという利点がある。図 に SS 無線機の外

観を示す。

あとがき

アミューズメント施設向けの入退場管理システムは，そ

の施設の運営効率を向上させることに加え，その施設を利

用する人々に質の高いサービスを提供するためにも不可欠

となるシステムである。今後も「高効率性」「多様なサー

ビスへの対応」をキーワードとし，より高度な情報管理シ

ステムが要求されてこよう。

富士電機はこのようなシステムの構築に対し，これまで

蓄積した技術を最大限に適用し，顧客へ最適なソリューショ

ンを提供できるよう，さらなる努力を続ける所存である。１０
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図８　栂池高原スキー場のシステム構成

図９　栂池高原スキー場のスキーゲート 図１０　栂池高原スキー場のSS無線機
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