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まえがき

スキー場のリフト券に非接触カードを利用したシステム

の導入は，1990年冬の「長野県岩岳スキー場」がわが国初

のケースである。その後，システムの改良などに伴って毎

年増え続け，北海道から広島までの広範囲にわたって導入

が進んでいる。スキー場での導入例としては，日本最大規

模の志賀高原スキー場，樹氷で名高い蔵王スキー場，白馬

山ろくの人気を二分する八方尾根スキー場，栂池高原スキー

場，野沢菜と温泉で知られる野沢温泉スキー場など国内を

代表するスキーリゾートが挙げられる。いまや非接触カー

ド（富士電機では非接触カードを利用したリフト券のこと

をスノーパスと呼んでいる。以下，スノーパスと記す）を

使ったスキーゲートシステムは，スキー場にとって必須

（ひっす）となりつつある。

日本全国では，約 700 か所のスキー場があるが，現在

40 か所に導入されており（1999年11月現在），普及率は約

5％となっている。導入スキー場を図１に示す。

スキーゲートシステムの導入目的

スキーゲートシステムは，主に顧客獲得のためにリフト

券の多種多様化対応を効率よく行おうとする目的で導入さ

れている。従来の「係員による切符切りや目視チェック」

では不可能であった膨大な種類のリフト券のデータ処理を

行えるようにすることで，他スキー場と差別化して収益向

上を図ろうとするものである。

複数の事業者が共同運営しているスキー場の場合には，

「共通券制度」をサービス向上策として導入しているが，

売上げ分配業務の煩雑さと不公正さ，処理時間が大きな課

題となる。スキーゲートシステムは，コンピュータ処理に

より合理化することが可能となるので，これを導入目的と

している事例も数多くある。

一方で，スキー場運営における人の確保は，「休日に休

めない」「自然状況に伴う労働環境の悪さ」「重労働が多い」

などが手伝い，難しい状況にある。そうしたなか，労働環

境の改善のために，スキーゲートシステムにより改札業務

の省力化を図ることも目的としている。

スキーゲートシステムの構成

スキーゲートシステムの構成は，「スノーパス」「1回券

などの低額券に使用する PET（Polyethylene Terephtha-

late resin）材質の磁気カード」「スノーパスおよび磁気カー

ドを発券する窓口発券機，スノーパス自動発売機，磁気カー

ド自動発売機」「リフトに乗車可能かどうかをチェックす

るゲート，ゲートコントローラ」「利用客から預った保証

金を返金する預り金返却機」「データ処理をするセンター

装置」で構成される。スキーゲートシステムの構成を図２

に示す。

スノーパスは，現在のところ，紙製カードなどに比べて
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高額なため，リサイクル使用を狙って「保証金制度」を導

入している。つまり，スノーパス購入時に一定額の保証金

を支払ってもらい，使用終了後，スノーパスを返却するこ

とで保証金を返金する仕組みとなっている。

スキーゲートシステムの構築

４.１ 機　器

４.１.１ スノーパス

スノーパスは，非接触でデータの書換え可能なチップお

よびコイルを 48 × 48 × 4（mm）という名刺半分ほどの

サイズのABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene）系樹脂

でモールドしたものである。スノーパスの表面には，券種

名や料金などの表示の書換え可能な印字シートを装着し，

利便性を高めている。

スノーパスの携帯方法はさまざまである。一般的には，

スキー場で販売しているホルダーにスノーパスを 1枚入れ，

腕に巻き付けてゲートを通行する。しかしながら，利用客

のなかには，ホルダーにスノーパス（回数券）を 2枚入れ

たり，ポシェットタイプのホルダーに小銭や口紅などとと

もにスノーパスを入れて利用されたりもしている。こうし

た場合でも，金属の影響を受けにくいように，性能の改善

を図っている。

スノーパスの運用は，スキー場が，屋外，降雪，低温，

スキー板着用，手袋着用といった悪条件下にありながら，

非常に効果的に行われている。

４.１.２ 窓口発券機（自動発売機を含む）

窓口発券機は，スノーパスに必要なデータ書込み処理を

して払出しを行う機器である。発券部は，スノーパスを指

定方向にセットするという煩わしさのない「投入れ式」と

している。印字内容は運営サイドでの変更も可能であり，

利用客間での転売防止を目的に，暗号化した券種名を印字

することも可能としている。

また，自動発売を行う場所には，スノーパスを発売する

スノーパス自動発売機および磁気カード自動発売機への対

応も可能としている。

４.１.３ ゲート

ゲートは，アンテナ部に近づけられたスノーパスのデー

タチェックを行い，データに従ったゲート開閉制御や利用

客へのメッセージ表示の処理を行う機器である。磁気カー

ドの場合は，専用挿入口から挿入された磁気カードのデー

タOKを確認し，ゲート内に回収する。ゲートの利用風景

を図３に示す。

多くの利用客に快適なスキーライフを過ごしていただく

ためには，身長の低い人から高い人まで無理な姿勢になら

ずにスムーズにゲートを利用できるようにするだけでなく，

不要な混雑を避けるようにしなければならない。土曜日，

日曜日，祝日などの繁忙時はリフト待ちの列がゲートにま

で押し寄せ，それをはるかに超えるほどの盛況である。こ

うなると，なるべく早くリフトに乗りたいという心理も働

き，利用客同士が接近していることがよく見られる。こう

した状況においても，確実に短時間でデータ処理を行うた

めに，複数のスノーパスが読み書きエリアに存在しにくい

よう，交信距離・アンテナ面積の最適化を図っている。た

とえ，交信領域に複数のスノーパスが存在したとしても，

ユニーク ID（変更不可能な製造番号）により，それぞれ

個別に読込みを行い，最適処理を行っている（回数券と１

日券を同時に認識したときの 1日券の優先処理など）。

４.１.４ 預り金返却機

預り金返却機は，挿入されたスノーパスのデータOKを

確認し，発売時に預った保証金（預り金）の返金およびパ

スデータ消去の自動処理を行う機器である。スノーパスの
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図２　スキーゲートシステムの構成 図３　ゲートの利用風景
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挿入方向は表裏 4方向可能であるほかに，未使用のスノー

パスの受付けを禁止したり，残日数のあるスノーパスの受

付けを禁止する「誤返却防止機能」などを装備し，利便性

を高めている。

４.１.５ センター装置（分配精算装置を含む）

センター装置は，窓口発券機，自動発売機，ゲート，ゲー

トコントローラ，預り金返却機のデータ収集などを行う機

器である。各機器のデータ収集は，指定時刻に SS（スペ

クトラム拡散）無線ネットワークを介して，自動収集され

る（有線・オフライン収集も可能）。収集は任意の時刻に

手動で収集することも可能としている。センター装置は，

収集した売上データ，乗車人員データなどを利用し帳票の

作成や各種マスターデータの管理を行う。

さらに複数の事業者が共同運営しているスキー場では，

分配精算装置が置かれる。分配精算装置は各社のセンター

装置のデータを基に売上げ分配を行う機器である。

４.２ ネットワーク

４.２.１ 端末無線ネットワーク

端末機器とセンター装置は無線ネットワークにより結ば

れている。

ネットワークは，端末機器とセンター装置に各 1台の無

線機が接続される。これはモデムと同じ構成となる。さら

に各無線機の通信ルートを確立するための無線機（中継機）

が設置され，全体をカバーする構成となる。データの送受

信は自動学習により通信ルートを確立する「学習式自動中

継機能」を装備した点も特長としている。SS 無線機の通

信構成を図４に，SS 無線通信ルートの設置例を図５に示

す。

従来のシステムの通信ネットワークは，データのセキュ

リティ面から専用線布設による方式を推奨してきた。しか

しながら，スキー場は，国立公園・国定公園内の規制など

により通信ケーブル工事が困難なことが多い。可能であっ

ても，スキー場全体をカバーするには，岩盤掘削や公道を

挟んだ支柱建設などの特殊工事もあり，多額の費用を必要

とする場合があり，スキー場専用の無線によるネットワー

クが望まれていた。これは，導入後に機器の移設や増設・

削除があったときも，柔軟に対応できるといった点からも

優れている。

構築した無線システムは信号の周波数成分を広域帯に拡

散して伝送する SS 無線による変調方式を採用した。これ

は雑音や妨害電波の影響を受けにくいもので，自動販売機

の情報収集システムなどで蓄積した技術も応用している。

また，技術基準適合証明を取得しており，無免許での使用

が可能である。

４.２.２ システムネットワーク

本システムは，スキー場におけるスキーゲートシステム

に限定せず，顧客管理，仕入在庫管理，財務などの社内トー

タルシステムに LAN（Ethernet
〈注〉

），ISDNを介して接続お

よび構築が可能である。本システムに使用するサーバに関

しては，メインサーバ，サブサーバによる二重化を基本と

し，サーバ故障によるシステムダウンの防止を図っている。

サーバおよび分配精算装置は，複数の事業者が共同運営

しているスキー場の場合は，幹事会社などの 1か所のみに

置かれ共有財産として使用する。このとき，共通券などの

共有情報はサーバが管理，自社券などの各社情報は各索道

会社のセンター装置が管理する。ただし，バックアップや

特殊データなどはサーバでも管理を行えることとしている。

導入効果

５.１ 他スキー場との差別化

システム導入により，従来では考えられなかった券種の

発行ができ，他スキー場との差別化を実現している。

以下，2～ 3の例を紹介する。

「後払団体券」は，団体利用客がリフトやゴンドラに乗っ

た分だけを，出発までのわずかな時間で精算できるように

した券である。これは修学旅行などの団体ではスキースクー

ルに入る人と自由に滑る人ではリフト使用回数が異なるた

め，同じスノーパスを発行したのでは，利用客がコスト高

になる傾向をなくしたものである。

「1.5 日券」は，１枚のスノーパスに当日と，翌日の半

〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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日をセットにして割引で提供する券である。従来は，事務

処理を当日精算する都合から，１泊で来られた方は，当日

を１日券，翌日の半日を回数券で滑らざるを得ない状況に

あった。1.5 日券により，翌日の半日を，ゆっくり過ごさ

れることで，レストラン施設などを利用いただけるメリッ

トもある。

そのほかにも，シーズン中の任意の日にいつでも利用で

きる「シーズン有効10日券」や指定曜日だけ利用できる

「指定曜日券」などの券種の発行も実現している。

５.２ 集計作業の合理化

導入前は，リフトの売上げ集計にコンピュータシステム

を使ってはいるものの，画面入力にきわめて時間がかかり，

ピーク時には集計が深夜にまで及んでいた。一方で，年々

利用客のニーズは多様化し，リフト券の券種は増える傾向

にあり，集計作業をさらに手間取らせていた。導入により，

集計作業が迅速かつ正確に行われ，業務の合理化を実現し

ている。また，当然ではあるが，複数の事業者が共同運営

している場合は，不正申告のあり得ない公正な分配業務を

実現している。

５.３ 省力化

改札人員の省力化を実現している。原則的には，改札専

任の人員は不要になる。ゲートの始業時・終業時の点検，

ゲートの不正通行や通行方法の分からない利用客への説明

などといったイレギュラーな対応は，リフト監視室などに

設置されるゲートコントローラの状態から，リフト監視の

ため監視・誘導などを行う索道係員が，その都度対応する

程度で可能としている。

あとがき

現状において，スキーゲートシステムの普及率は前述の

とおり，約５％である。今後，システムの普及が加速され

るためには，利用客にとって，より魅力あるサービス提供

を実現していかなければならない。そのために，レストラ

ン，宿泊施設，駐車場などと連携したオールキャッシュレ

スシステムや，旅行会社，鉄道会社などとタイアップした

共通券化構想をにらんだシステム作りに注力する所存であ

る。
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マイクロ搬送技術 富士電機総合研究所 中澤　治雄 東北大学電気通信研究所スピニクス研究会
（2000-1）

パワーエレクトロニクスによる電力品質の
改善

富士電機総合研究所 徳田　寛和 電気学会東海支部，計測自動制御学会中部支部合
同若手セミナー（2000-1）

デジタル形多機能リレー「F-MPC60A」

吹 上 工 場
〃
〃
〃

鹿野　俊介
高島　敏和
田澤　勇治
伊藤　雄三

電気学会産業電力応用研究会（2000-2）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関



＊ 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。




