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まえがき

一般に流通機器とは，物（衣食住など），金などの流通

に関する機器の総称である。本稿では，富士電機が事業を

展開している次の 3分野の流通機器を取り上げる。

™スーパーマーケット（SM），コンビニエンスストア

（CVS）を中心とした店舗機器。

™スキー場を中心としたカード機器。

™自動販売機への搭載を中心とした通貨機器。

SM，CVS

SMは1950年代後半に日本に導入され，欧米の合理的な

販売形態と豊富な品ぞろえに加え，高度成長の波に乗り，

店舗数の増加や大型店舗化を進め，売上げを伸ばしてきた。

最近の SMの店舗数および売上げは約 20,000 店，約25兆

円（1997年）と言われ，日常生活の中心的存在となってき

ている。

一方，CVS は若年層のお客をターゲットにして，小型

店としての身軽さで，常に約 3,000 品種の売れ筋商品を用

意し，市民権を得て店舗数の拡大と売上げを伸ばしてきた。

現在の店舗数および売上げは，CVS では 36,600 店，約５

兆円（1997年）にのぼる。

SMと CVSの店舗数と年間販売額の動向を図１に示す。

スキー場

市場のカード媒体については，従来PET（Polyethylene

Terephthalate resin）カードが主流であったが，非接触

IC カードに移行しつつある。東日本旅客鉄道（株）や金融

機関を中心としたクローズドエリアでの実験が行われてき

た。このなかで，富士電機はスキー場に 7年前から非接触

IC カードを展開してきている。国内にスキー場は現在約

680 か所あるが，非接触 IC カードで運用しているスキー

場は40か所にものぼる。非接触 ICカードの市場動向予測

を図２に示す。

自動販売機

自動販売機の日本市場での普及台数は約 550 万台である。

その役割は重要になっている一方，五百円硬貨の偽造や消

費電力，フロンなどの環境問題で非常に厳しい状況になっ

ている。

以下に流通機器の動向と富士電機の取組みについて述べ

る。

流通機器の動向

２.1 SM，CVS向け店舗機器の動向

小売店舗市場は，食品をショーケースに陳列すれば売れ
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図１　SMとCVSの店舗数と年間販売額の動向
（1）

枚
　
数
（
千
枚
）
 

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
20052004200320022001200019991998

（年） 

セキュリティ 
物　流 
交　通 
スポーツ・アミューズメント 
通信・建設・廃棄物 
その他 

図２　非接触 ICカードの用途別市場動向予測
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る時代から，食品の質へのこだわりの時代を経て近年，安

全，低価格への要求にもこたえる食品を提供している。食

品に対する消費者ニーズの変遷とともに，店舗機器も高鮮

度，省エネルギー，ローコスト化と飛躍的に進歩してきた

が，ここ数年は店舗機器の需要が低迷している。このこと

について，店舗機器の代表である別置形ショーケースの機

種別出荷実績を図３に示す。８冷凍年度まで順調に実績を

伸ばしピークを迎えるが，それ以降前年を下回る傾向を示

しており，小売店舗市場の低迷がみられ，当面は厳しい状

況が続くと思われる。また，このような厳しい状況でも８

冷凍年度を除くと，冷蔵平形が微増傾向を示している。こ

のことは，新しい店づくりや販売形態が模索され始めてい

るためであり，これに対応した新しい店舗機器の需要が期

待できる。

今後，ライフスタイルの変化などから消費者は利便性を

さらに強く小売店舗市場に要求すると思われ，これに対応

するために，生産者から消費者まで食品流通全体をコント

ロールすることが必須（ひっす）となってきている。この

食品流通の仕組みを図４に示し，これを考えることで，新

たな食材の提案が生まれ，その食材を支える新しい店舗機

器が必要になる。

２.２ カード関連機器の動向

スキー場は，1980年代後半のスキーブーム到来によりス

キー人口が大幅に増加したが，バブル崩壊後に陰りが見え

始めスキー場への来場者数は減少の一途をたどった。一方，

1990年代前半以降にはスノーボード人口が増加し，来場者

数は一定規模を推移している。しかしながら，スキー場の

設備投資意欲は堅調で，ゲレンデ整備，リフトの新設・架

け替え，雪不足対策のためのスノーマシンの導入を毎年の

ように行い，パック券，割引券などの券種戦略を打ち立て

集客アップを図ろうとしている。

スキー場では，従来，出札で利用日の日付印を券面に押

してからリフト券を販売し，改札は目視による券面のチェッ

クと券種別の乗車人員をメカニカルカウンタでカウントす

るなど人手による業務が主体であった。また，複数索道事

業者の運営するスキー場においては，リフト乗車実績数に

応じてリフト券の売上金を分配する処理業務がかなりのウェ

イトを占めていた。

富士電機はこれらの業務改善を行い，券種戦略などの経

営戦略に寄与するために，リフト券に非接触 ICカードを

使用し，出改札用機器の窓口発券機，スキーゲートを中心

としたスキー場トータルシステムの構築を行っている。

非接触 ICカードは，隣接スキー場の共通券化が容易で

あったり，遠隔地のスキー場間で共通券化が実施できたり

する利点がある。今後は，販売促進のためのポイント機能

や電子マネー対応を付加してスキー場の集客力アップや収

益向上につながる開発に取り組んでいく。

２.３ 通貨関連機器の動向

IC カードの普及拡大の兆しが強まるなか，五百円硬貨

の改鋳や新二千円紙幣対応と通貨に関する話題も多く，サー

ビスの決済手段における通貨の役割は依然として大きなも

のがある。

コインメカニズム，ビルバリデータなどの自動販売機搭

載用機器では，自動販売機に対するニーズの変化に合わせ

て開発を進めてきた。最近は低価格化に加えて，ハーティ

機用ユニットや変造硬貨によるいたずら防止など自動販売

機の社会性の面からのニーズにこたえることが大きな課題

となっている。自動販売機の情報化に応じた周辺機器の開

発，部品共通化のニーズにこたえる形での業界標準への対

応が今後の課題である。

レジ業務のスピードアップや現金管理の容易化をめざし

て市場参入した流通業界向け金銭処理機は，硬貨専用機か

ら紙幣硬貨併用機へと機能アップした。それに応じて使わ

れ方も単なる自動釣銭機から現金管理のための入出金機へ

と変化しつつある。

流通市場における合理化のための自動化ニーズは今後も

ますます増大すると思われるため，低価格化・静音化と高

信頼性化を進め SMやデパート，CVS ・外食などの流通

市場への展開をさらに推進する予定である。

富士電機における流通機器の現況

３.１ 流通機器全般の社会的ニーズ

流通機器を取り巻く環境は非常に変化が激しいものがあ

る。近年特に顕著な社会的ニーズについて述べる。
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図４　食品流通の仕組み
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地球環境

1997年12月の「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」

（地球温暖化防止京都会議： COP3）では，地球温暖化防

止の立場から温室効果ガス排出の削減が義務づけられ，オ

ゾン層保護に関するフロン規制に加え，省エネルギー，ご

み問題などの環境対応は避けられない課題となっている。

HACCP対応

最近の病原性大腸菌 O-157 問題に端を発し，SMなど

には食品の育成から消費までの広い範囲の安全確保として，

HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）対応が

要求されてきている。

規制緩和

薬事法や大規模小売店舗法（大店法）など規制緩和の波

が SMや CVSに押し寄せてきた。

カードのセキュリティ対応

パチンコカードでも分かるように，いったん偽造カード

が出回るとその被害は相当なものとなる。今までは用途ご

とにカードが必要であったが，今後は，１枚のカードです

べての用途に対応できることをめざしている。そのため，

カードへの絶対の信頼が要求されてきている。

３.２ 流通機器の開発の現況

３.２.１ オープンショーケース

SMおよび CVS 向けを主体とした冷凍・冷蔵オープン

ショーケースについては，商品の売上げを向上するための

展示性・取扱い性，HACCP対応の高鮮度管理，環境問題

のフロン対応，省エネルギーなどに取り組み，製品単体お

よび冷凍機を含めた冷却設備トータルの両面から開発を推

進してきている。

ショーケースと冷凍機の運転をトータルで制御する，省

エネ大賞受賞の「エコマックスV」やエアカーテンを主体

とした冷気循環サイクルの最適化および業界初のマイクロ

コンピュータ制御による冷却性能向上を図った主力の冷凍

機別置形シリーズや薬事法改正に対応した栄養ドリンク用

ショーケースをはじめとした特定商品対応専用ケースなど

を開発し，高い評価を得ている。

環境対応については，規制フロンから代替フロン，さら

にはオゾン層破壊係数 0の新フロンへの移行を実施してい

るが，温暖化への対応から脱フロンも求められている。ま

た，省資源・省エネルギー対応レベルの向上や廃棄物の削

減とともに，リサイクル，リニューアルへの対応も重要度

が増している。

３.２.２ 新分野（冷却，創水）

自動販売機・カード以外の新分野として冷却・創水事業

の拡大に取り組んでいる。

冷却関連機器

冷凍技術自体はほぼ成熟した技術であるが，近年はさら

に小形化，高効率化，高精度化，低価格化，環境対応化な

どが求められている。

富士電機が事業展開している流通分野も冷凍食品などの

普及によって，ますます拡大し生産地から消費者までが一

体化した流通システムになろうとしている。

このようななかで富士電機は食品流通関連機器として，

超急速冷凍庫「ショックフリーザー」，卓上 IH（Induction

Heating）缶ウォーマー，高速解凍庫，車載用保冷庫，コー

ルドボックスなどの新規開発を進めている。これらのなか

にはすでに市場へ展開されているものがある。

今後は，現在の開発品を早急に市場展開していくととも

に，大形電子機器用の冷却装置で培った技術なども活用し，

さらにレベルの高い開発に取り組んでいく。

創水関連機器

水に関して市場の変化は急速に進んでいる。

水は無料で飲めるという感覚から離れ，近年はミネラル

水を清涼飲料水と同等価格で購入することに違和感がなく

なってきている。

一方，環境問題・ HACCP に関連して，薬品を使用し

ない電解除菌水も急成長している。

富士電機では水に関連した商品として，業務用衛生除菌

水供給装置「サニーボーイ」を発売，厨房（ちゅうぼう），

酪農・畜産，農水産などで活用されることに期待している。

今後は除菌水，飲料水（アルカリイオン水），洗浄水の

分野で，市場のニーズに対応した開発に取り組んでいく。

３.２.３ カード関連機器

カード分野ではスキーシステム・入退場システムの開発

に取り組んでいる。

スキーシステムについて，富士電機はスキー場の集客力

アップ，リピート客増加，収益力拡大のためのシステム提

案・機器開発を行っている。

具体的には，全体のシステムを従来の電話線利用のオン

ラインから SS（Spread Spectrum）無線でのネットワー

クまで，幅広い提案をしている。サーマルリライト印字付

きの非接触 ICカード媒体を使い，速い処理スピードでフ

ラッパの開閉を行えるスキーゲート（改札機）を開発して

いる。他機器についても簡易形から標準形まで，差別化提

案を可能にしている。また，複数索道事業者がある場合も

各社の配分を行う精算システムを準備している。今後，各

スキー場間の共通券化やレストランなど周辺施設を含めた

スキー場のトータルシステムを展開していく。

入退場システムについては，PETカードを媒体とした

システムを展開しているが，今後，非接触化の動向に合わ

せて，非接触入退場ゲートシステムの開発に取り組んでい

く。

３.２.４ 通貨関連機器

自動販売機搭載機器では，ハーティ機用として複数枚の

硬貨を一度に投入可能とする一括投入ユニット（KT-1）

を開発した。また，大きな社会問題となっている変造硬貨

によるいたずら防止のためにコインメックの検銭性能の向

上を実現するとともに現物エスクロ機能付コインメック

（FKV455）を開発した。

また，販売促進のためのポイントカード機能や大人識別

のための IDカード対応が容易になるビル＆カード機を開

発し市場展開を進めている。
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流通業界向け金銭処理機では，薄形で紙幣硬貨一体形の

釣銭機「ECS シリーズ」を開発し SMなどの一般流通業

界向けに ECS02，サービスステーション向けに ECS03 を

市場展開した。今後は，低価格化と高速化・大容量化を進

めさらに用途の拡大を図る予定である。

将来の展望

世の中は環境，エネルギー，情報ネットワークをキーワー

ドとし進展している。

このなかで，流通機器も単体でとらえる時代ではなくな

りつつある。あらゆる所で，環境・情報を中心としたシス

テム化の要求が出てきている。SMや CVS においては，

ショーケースのみの価値追求では顧客の満足を得られなく

なっている。商品のロス管理や固定客化が重要になってい

る。そういう意味で言えば商品動向管理が重要になってき

ている。SMなどの設備機器についても，環境にやさしい

冷却・冷凍機器に加え HACCP を考慮した除菌水供給装

置などを含めたシステム提案が必要である。今後，店舗全

体のトータルシステム提案が要求され，店舗ソリューショ

ンが一つのビジネスになると考える。

一方，インターネットが普及するにつれ，カード・通貨

機器については，セキュリティが最大の課題となるであろ

う。従来 PETカードでのポイントカードが普及したが，

非接触 ICカードが主流になりつつある現在，個人の情報

を 1枚のカードで管理し，そのカードで鉄道，SM，CVS，

自動販売機，スキー場，アミューズメント施設，果ては金

融決済と進むこともあり得る。今後ますます，世の中の状

況の変化に柔軟に対応した提案型開発が要求されていく。

あとがき

富士電機の流通機器の各分野（オープンショーケース，

カード，新分野，通貨）での開発については，それぞれ単

独で開発推進している訳ではなく，お互いが連携しながら

進めている。今後，流通機器市場の先導役を果たすべく流

通機器の開発を進めていく。

関係各位のなお一層のご指導，ご支援をお願いする次第

である。
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〔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

2997735

富内　芳昌
川手　健司
黒田　昌美
筒井　綾子

江口　直也
三浦　　司

電子写真用感光体

2998213 電源装置の運転方法及び制御方法

中川　功夫

清水　明夫

2998217 燃料改質器

和田　雅之
太田　春夫
橋本　正美

2998376 カップ式飲料自動販売機のカップ取
出装置

後藤　真司2998397 ショーケースの照明装置

郡山　哲雄
兪　　炳大
正立　智之
三宅　俊郎

2998415 油膜形成装置

岩本　昌三
木村　幸雄
垣内　弘行

2998455 商品加熱装置付き自動販売機

西　　正博2998437 自動販売機の商品ラック

青山　祐次2998406 オープンショーケースの自動巻取式
ナイトカバー

2998257 絶縁膜形成方法

2994883
谷口　博敏
鬼塚　正徳汚泥処理設備運用支援方法

2995141
岡山　　栄
橘谷　英敏金属板の誘導加熱装置

2995779 山口　　司図形表示制御方法

2995915 松本　吉弘IGBTインバータの過電流保護回路

2995962 藤本　英俊
黒田　栄寿定電圧電源用給電回路

2996033
高橋　富行
数見　英樹クリーンストッカ

2997278 大内　茂人電動機の制御装置

2997352 佐藤　克法FSK変調波の復調回路

2997359
粟谷　宏治
白石　博隆
村上　　明

誘導加熱式の菓子類の焙焼装置



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




