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流通機器

展　望

自動販売機

フードサービス用機器

スーパーマーケット用機器

通貨関連機器

流通機器部門は飲料・食品を中心とする流通分野におけ

る機器，システム，サービスを提供することにより，“Most

Valuable Service Provider”のトップを目指した活動を展

開している。

主体を占める飲料自動販売機（自販機）は2000年から続

いている需要の落込みが上昇傾向を見せず，2001年（4 ～

9 月）の業界出荷実績は対前年 89 ％となった。これは飲

料メーカーや自販機オペレーターの再編や統合がさらに加

速化し，各社共同購入機種の制定や継続年度採用への動き

も闊達（かったつ）であり，予断を許さない業界動向と

なっている。

一方，コールドチェーン機器は大手スーパーマーケット

の経営破たんにはさほど大きな影響を受けることなく，上

半期は推移することができた。さらにコンビニエンススト

ア（CVS）機器は業界全体では前年並みであったが，富

士電機は堅調に事業展開でき，シェアの拡大につながった。

このような厳しい市場環境にあって，流通機器としての大

きな課題は，低価格ニーズへの合理化対応と新製品と新分

野機器への積極的な取組みである。以下に代表的な製品に

ついての概要を紹介する。

瓶・缶自販機においては年々多様化する飲料容器，特に

PET容器飲料へ対応できる無調整搬出機構の開発が必須

となり，新搬出装置（ベンドメック）を搭載した缶・PET

自販機を市場に展開した。さらに機種の統廃合を行った

「NewSシリーズ」への取組みを行い，機能部品の共通化

による量的なメリットを生かした合理化を実現させた。特

殊機として，高温保存期間の短縮を可能とした二分割方式

ラック搭載機なども市場へ展開できた。ペーパーパック自

販機は 500mLの PET商品から 50mLのプラスチック容

器まで販売可能な，直積式パック機とガラスフロント型

「View」機の新シリーズ開発が完了できた。さらに，各種

食品，物品を販売可能な「Foodmax」「VARIETY」の汎

用自販機を完成させた。たばこ自販機は価格競争に打ち勝

つため，画期的な販売機構を搭載した新製品の開発を行い，

これのシリーズ化を目指している。

さらに，自販機の販促機能や機器稼動状況管理などのア

プリケーションソフトウェアを容易に搭載できる JRB

（Java Running Box）を開発し，自販機機能の拡張が容易

に対処できる業界初の機能を開発完了した。

カップ自販機では，富士電機が先べんをつけたカップミ

キシング機シリーズの小型機を市場に展開した結果，飲料

のバラエティの増加や衛生面での利点が顧客に浸透し，さ

らなる拡大の兆しとなっている。一方，紙カップにキャッ

プを自動的に装てんできる自動キャッパー付きカップ機は

その衛生面とハンディーさから，画期的な自販機として，

市場評価されている。また，近年若者層にも好評であるエ

スプレッソコーヒー販売を可能としたコーヒー自販機は顧

客層を拡張できる有効な機材となってきている。

清涼飲料ディスペンサは新開発の自動バルブを搭載し，

販売飲料の品質安定を図り，新カーボネータによる高密度

ガス溶解の炭酸飲料を実現したことにより，他社を凌駕

（りょうが）した機材を開発することができた。

通貨機器事業では，2,000 円札対応や偽造硬貨対応は一

段落したが，自販機本体の低価格要請のあおりを受け，大

幅な低価格とさらなる信頼性を要望されていた。そのよう

な状況から，新コンセプトの硬貨選別器（コインメック）

FJVシリーズを開発し，他社機搭載をも積極的に進め，

量的な拡大に努めている。

コールドチェーン用機器は2000年の「ECOMAX」シ

リーズを市場に展開し，これが大店舗規制法案の駆け込み

受注となり，拡大を図ることができ，同様のコンセプトに

よる CVS 向けの新シリーズも市場に出すことができた。

特機・新分野製品では機能水応用機器，カードシステム

機器などの基礎技術をベースに，RO（Reverse Osmosis）

水自販機，非接触素子利用のリストバンド式入退場システ

ム，などを市場に展開できた。さらに，有人時はショー

ケース，無人時は自販機として利用できる「デュアル店舗」

は富士電機の技術を生かし，近年の社会ニーズに対応でき，

新市場を醸成できる画期的な製品となっている。

以上，関連市場状況と新製品の開発状況を中心に紹介し

たが，富士電機では人と環境に優しい製品作りに一層の努

力を傾けていくつもりである。

74



富士時報 Vol.75 No.1 2002

缶自動販売機を使用する飲料メーカーの購入から廃棄ま

でのライフサイクルコストの低減と，自動販売機の社会性

や環境保全に対応するため，構造を一新し，取扱い性の向

上，品質向上，コストダウンを同時に実現した缶自動販売

機シリーズを開発した。主な特長は次のとおりである。

IT 時代に適合した Java 対応コントローラの搭載

扉中央に補強金具を配置した防盗強化デザイン

細い商品と太い商品の切替操作を不要にしたラック

断熱性の向上と庫内循環気流の最適化による省エネル

ギー

電照板や冷却ユニットなどのサービス時間の半減化

構成する扉，本体，電装，ラックの標準化

業界共通部品の採用（電照板，取出口扉など）

リサイクル材料（再生 PETなど）の使用（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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流通機器

自動販売機

缶自動販売機「NewSシリーズ」

PETボトル対応ペーパーパック自動販売機

自動販売機オペレーション効率化システム

図１　缶自動販売機「NewSシリーズ」

飲料業界では PETボトル入り飲料が急成長している。

富士電機は業界に先駆け，紙パックと PETボトルに容易

に対応できる直積み式ペーパーパック自動販売機を開発し

た。主な特長は次のとおりである。

可変アジャスタ式ラックの採用により，収容効率が大

幅に向上した。部屋割りが同一ならば業界一の小型であ

る。

隣接コラムの連ラック構造化と同期運転方式の採用に

より，紙パック，缶，ドリンク瓶などの従来対応商品に

加えて，500mLサイズの丸 PET，角 PETボトルまで

自在に販売ができる。

加温時の気流を風向き切換ルーバで庫内下部に集中し

て，商品のおいしさを損なわずに省エネルギー対応を可

能にしている。

（3）

（2）

（1）

図２　PETボトル対応ペーパーパック自動販売機

自動販売機の補充を中心としたオペレーションを効率化

する「自動販売機訪問・管理システム」を開発した。売切

れを防ぎつつ訪問回数を減らしたり売切れ時間の短縮を図

ることができるという効果を，オンライン自動販売機によ

る実証試験で確認した。

本システムは以下の特長を持つ。

売切れ発生予測日や定期訪問期日をもとに訪問の優先

度を算出し，優先度に基づいて訪問計画を立案する。

オンラインとオフラインの自動販売機が混在している

システムに対応できる。

缶のほか，カップ自動販売機にも対応している。

訪問の効率を向上させるような商品の在庫割当変更を

支援する機能がある。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　自動販売機訪問・管理システム
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自動販売機

エスプレッソ・ブリュア搭載カップ自動販売機

RO水自動販売機

デュアル店舗

最近の新しい動きとしてエスプレッソコーヒーをベース

にした「カプチーノ」や「カフェラテ」を好んで飲む若者

が増加している。本格的なレギュラーコーヒーとエスプ

レッソコーヒーが 1 台で味わえるカップ自動販売機を開発

した。主な特徴は次のとおりである。

それぞれ専用の原料を用いて抽出圧力を可変すること

により，レギュラーコーヒーのおいしさを引き出すとと

もに，味の濃い本格的なエスプレッソコーヒーを販売で

きるハイブリッド・ブリュア機構を搭載している。

高速かくはんにより，「カプチーノ」に欠かせない

フォーミングクリームの泡立ちがよりきめ細かくクリー

ミーにできる専用調理機構を搭載している。

外形は，幅 630 ×奥行 710 ×高さ 1,830（mm）とコ

ンパクトである。

（3）

（2）

（1）

図４　エスプレッソ・ブリュア搭載カップ自動販売機

RO（Reverse Osmosis）水は水道水を逆浸透膜に通し，

不純物や有害物質をほぼ完全に除去した高純度の水であり，

国内でも注目されている。RO水を調理などに使うことで，

素材本来の味を生かしうまみを存分に引き出すことができ

る。富士電機では，スーパーマーケットなどで RO水を手

軽に購入できるための自動販売機を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

紫外線ランプによる常時殺菌貯水タンクを搭載し，短

時間で大容量の RO水を販売可能（2 L/15 秒）

高効率の新環流回収機構により高い節水効果を実現

お客様が持参した市販の PETボトルを利用できるよ

うにすることで，資源リサイクルにも寄与

販売・稼動情報などを通信ネットワークにて管理可能

会員カード販売方式を採用し，固定客確保にも考慮（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　RO水自動販売機

オフィス・工場あるいは病院などの売店運営の人件費削

減と閉店後の売上げ増を目的に，販売がピークとなる時間

帯はショーケースとして使い，オフピーク時は自動販売機

に切り替えることができる，ショーケースと自動販売機の

両機能を有したデュアル店舗を開発した。

主な特長は次のとおりである。

ガラス扉を本体側面収納部に可動式に収納できる新機

構を搭載することにより，自動販売機（無人）からショー

ケース（有人販売）に簡便に切り替えることができる。

新 XY移動式キャッチャ機構とコンベヤラック搭載

により，弁当や雑貨など，バラエティに富んだ商品の販

売を可能とした。

操作ユニット 1 台で，販売ユニット 2 台まで増設が可

能である。

（3）

（2）

（1）

図６　デュアル店舗設置イメージ
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自動販売機

自動販売機におけるJRB応用システム

マルチパーパス食品自動販売機「Foodmax」

サーペンラック出口セットフリー販売機構

インターネット上での利用に適したプログラミング言語

である Javaを組み込んだ世界で初めての自動販売機（図

中では，自販機と略す）を開発した。現行の自動販売機主

制御 CPUに Java 実行可能 CPU（JRB：Java Running

Box）を搭載することにより自動販売機における商品販売

促進や自動販売機情報の管理・運営の効率化に柔軟に対応

することが可能となった。現在プロモーションやメンテナ

ンスなど応用システムに対応した Javaアプリケーション

を開発し市場テストにおいて運用中である。主な特長は次

のとおりである。

用途に応じてアプリケーションを追加することで機能

の拡充ができる。

パソコンやインターネットとのやりとりが容易になる。（2）

（1）
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機種データ�
商品データ�

携帯電話�
（故障通知，�
　保全情報）�

PDA（精算処理，自販機機能設定，Javaアプリケーション�
 機能のヒューマンマシンインタフェース）�

インター�
ネット�

自販機情報管理�
アプリケーション認証�
配信管理�

新デバイス�センターパソコン�

自販機�
DB

自販機�
基本�
制御�

自販機�
素データ�

液晶�
デバイス�
（プロモー�
　ション）�

カード�
（キャッシュ�
レス販売�

カメラ�
（防盗）�

LED�
表示機�
（広報）�

プリンタ�
（画像　�
　印刷）�

Java�
アプリ�

ケーション�

JRB 自販機主制御CPU

Java�
プラットホーム�

データ�

メモリ�
カード�

IrDA�
光�

アダプタ�

オフライン�

オン�
ライン�

オープン�
  IF

新センサ�

モ
デ
ム�

図７　JRB応用システム構成例

近年の食堂・売店機能の自動化（無人化）ニーズなどに

対応するため，販売可能商品の汎用性を高め，１台で従来

商品のスナック菓子・パンなどに加え，おにぎり・弁当な

ども販売できるマルチパーパス食品自動販売機を開発した。

主な特長は次のとおりである。

販売商品を前面から直接視認できる透明扉構造

（Viewデザイン）

従来のスパイラルに加え，弁当なども販売できる新コ

ンベヤラックを搭載（現地で簡単に棚構成の変更が可能）

新 XYキャッチャ機構式搬送システムを搭載し，形

の崩れやすい商品でも取出口まで優しい搬送が可能

冷却ユニット・断熱構造の最適化により，対従来比約

30 ％の省エネルギー化

（4）

（3）

（2）

（1）

図８　マルチパーパス食品自動販売機「Foodmax」

飲料業界では，売上げが急伸している小型 PET商品の

容器形状で他社との差別化を図るとともに，容器のコスト

ダウンが進められている。多種多様な容器の販売対応への

要求に応え，容器サイズごとの調整が不要なサーペンラッ

ク出口セットフリー販売機構を開発した。

主な特長は次のとおりである。

商品サイズにかかわらず商品出口の調整が不要

販売商品が広範囲で選択可能

φ 50 ～ 69 mmの瓶・缶・丸 PET 商品，□ 60 ～ 62

mmの角 PET商品が販売可能である。

簡素で信頼性の高い販売機構

富士電機独自のナピアねじ駆動キャリア上下分割構造を

採用している。また，販売動作を確実にするダンパ機構を

採用している。

（3）

（2）

（1）

図９　サーペンラック出口セットフリー販売機構
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フードサービス用機器

オートレシオコントロールシステム搭載清涼飲料ディスペンサ

ナチュラル茶対応給茶器「ナチュラル茶楽」

図１０　ARCシステム搭載清涼飲料ディスペンサ

図１１　ナチュラル茶対応給茶器「ナチュラル茶楽」

環境問題への配慮はコンビニエンスストア業界において

も重要な課題であり，これに対する市場からの要求も厳し

くなっている。富士電機はオゾン破壊係数が 0である新冷

媒 R404Aに対応し，所要冷凍能力を低減したショーケー

スを開発した。主な特長は次のとおりである。

オープン多段ショーケースでは，ハニカム内側にス

リット式エアカーテンを設けることにより疑似 3層とし，

所要冷凍能力の低減を図った。

リーチインショーケースでは，ファンデフロスト方式

により除霜時間を短縮し，陳列商品への除霜時の温度上

昇による影響を抑えた。

新シリーズ全機種において新型マイコンを標準搭載し，

センター監視システムに対応した。

（3）

（2）

（1）

スーパーマーケット用機器

コンビニエンスストア向け新シリーズショーケース

図１２　コンビニエンスストア向け新シリーズショーケース

茶葉に添加物を加えず丸ごと粉砕したナチュラル茶に対

応した，業界初のナチュラル茶対応給茶器「ナチュラル茶

楽」を開発した。主な特長は次のとおりである。

ナチュラル茶対応

微粉末状の原料を，少量（0.2 g）吐出できる専用キャニ

スタの開発により，ナチュラル茶を使用可能とした。

スピーディーな抽出

ナチュラル茶× 2口，冷温水× 1口の 3 口独立構造で，

飲料混じりなしで，かつ，3 口同時出しを可能とした。

いつも清潔

自動洗浄機能とワンタッチ着脱ミキシングボールでいつ

も清潔に保つ機構とした。また，使う水にもこだわり，タ

イマ設定による回路内残水排水制御を搭載した。

（3）

（2）

（1）

飲料の味を決定づけるシロップと希釈水の混合比率を，

電子制御により自動的に調整する，業界初のオートレシオ

コントロール（ARC）システムを搭載した，清涼飲料

ディスペンサを開発した。主な特長は次のとおりである。

取扱い性の向上

バルブに内蔵した流量計の信号により，あらかじめ設定

されたバルブの開時間を，混合比率に基づき自動的に行う

ことで，わずらわしかったシロップごとの手動での流量調

整作業を大幅に簡略化した。

飲料品質の安定化

シロップと希釈水の量を計量して，コントロールするた

め，外気温，水槽温，シロップ粘度などの外的条件が変動

しても，安定した品質の飲料を提供できるようにした。

（2）

（1）
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通貨関連機器

新型現物エスクロコインメック「FJVシリーズ」

高速入出金機「TB2000」

成人識別機能を持った免許証識別装置

図１３　新型現物エスクロコインメック「FJVT451型」

「TB2000」は競艇場などの窓口で扱う入出金機である。

競艇場などの窓口の特殊性から，稼動中のトラブルがなく，

短時間に集中する発券処理を迅速に行い得る高機能と同時

に簡素かつ安価であることが要求されている。今回はその

要求に合う，高度な機能を持つ高速入出金機を開発した。

主な特長は次のとおりである。

紙幣の補充，回収の窓口業務を行いながら無停止で入

出金を行うことができる。

運用中に収納金庫の満杯を検出した場合，回収動作に

移行し，紙幣を自動的に補充するなど操作性が良い。

処理スピードを改善し，入金処理時間は従来機の 1/2

を実現している。さらに 4 金種の紙幣を混合で収納・払

出しができる小型収納庫を備えている。

（3）

（2）

（1）

図１４　高速入出金機「TB2000」

図１５　成人識別機能を持った免許証識別装置酒類自動販売機の成人識別装置として，暗証番号カード

による成人判別方式をすでに開発し，搭載している。成人

識別には運転免許証の生年月日を読み取って判定する方法

もあるが，運転免許証は日本全国の都道府県で個別に発行

されているため様式に違いがあり，それらに対応した判定

が必要となる。富士電機では次のような特徴を持つ免許証

識別装置（MSVシリーズ型）を開発した。なお，この免

許証識別装置には，自動販売機埋込み型と外付け型の 2 種

類がある。

小型免許証のみの識別

高い真免許証の認識率

可変可能な識別率レベル

免許証データ収集機能を内蔵

パラレルインタフェース（従来機との互換性確保）（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

最近の自動販売機向けコインメックには外国硬貨を加工

した偽貨の排除機能やオペレーター業務効率向上のための

機能を備えた低価格タイプが求められている。富士電機で

は，新型現物エスクロコインメック「FJVT451 型」を開

発し市場の要求に応えている。特長は次のとおりである。

硬貨識別性能を向上し，偽貨の排除率を約 5％向上

JRB（Java Running Box）搭載自動販売機予防保全

機能に対応

モニタ表示付きパネルスイッチにより各機能設定操作

性を向上

点検時期表示機能搭載

釣銭の残量制御を充実した現物エスクロ機能搭載

組立・分解作業性を向上（ねじ本数は従来の 1/3）

排水シュートの内蔵（省スペース化，コストダウン）（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）



＊ 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。




