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まえがき

心と身体の癒やしを求める温泉ブームの中，公共・民間

を問わず温浴施設の整備が盛んに行われている。この種の

施設では，他と差別化し利用者にとって魅力ある施設とす

るとともに運営の効率化を図るため，情報管理システムの

導入が有効である。その一つとして，個人認証機能を持っ

たリストバンドによるキャッシュレスサービスシステムが

ある。

このたび富士電機は，顧客個々のニーズに柔軟に対応し

顧客の満足度を高めることにより顧客との関係強化を目的

とするワンツーワンマーケティングを目指し，藤田観光

（株），富士電機冷機（株）と共同で開発した非接触 ICリス

トバンドを用いたシステムを箱根小涌園「ユネッサン」に

納入した。以下にその概要を紹介する。

箱根小涌園「ユネッサン」の概要

箱根小涌園「ユネッサン」の外観を図１に示す。

２.１ 施設の特徴

箱根小涌園「ユネッサン」は，神奈川県箱根町二ノ平に

あり，首都圏から日帰りで手軽に訪れることができる。

2001年 1 月 1 日にオープンし，14 万 m2もの敷地に約 100

種類のさまざまな風呂が点在し，約 5,000 人分のロッカー

を有する大規模な温泉テーマパークである。施設内には，

レストラン，マッサージルーム，休憩コーナーなどが完備

されており，利用者に各種サービスを提供する。

２.２ システム運用フロー

本施設は，入場料を必要とする温浴施設部分と入場料が

不要な物品販売施設部分に大別できる。温浴施設内は水着

を着用して入浴する「ユネッサン＆湯～とぴあ」と，純和

風の露天風呂を有し裸で入浴する「森の湯」で構成されて

いる。したがって，入場料施設内では水着や館内着など身

軽な服装に着替えての利用となる。入場料施設内にも利用

者が滞在中快適に過ごせるように飲食や物品販売などの店

舗があるが，そこでの支払いのために財布を持ち歩くこと

は軽装でリラックスしたい利用者にとって大変煩わしい。

一方，運営側も現金の取扱いは，釣り銭の用意や納金業務

など管理上不便なことが多い。そこで入場から退場までの

施設利用がキャッシュレスで行えるようにシステムを構築

した。図２に本システムの構成，図３に運用フローを示す。

利用者は入場カウンターにて購入する券種と枚数を担当

者に告げ入場料を支払う。この入場処理において同時に入

館する人員構成を考慮して使用するロッカー番号を採番し，

その番号をリストバンド内の非接触 ICに記録するととも

に表面のリライトシートに印字する。例えば，家族連れな

らば近いロッカーを採番し，大人だけのグループの場合は

少し離して採番する。発行したリストバンドを受け取った

利用者は入場し，指定されたロッカーを使用して着替え，

施設を利用する。

施設内で飲食・物品販売などの店舗を利用する場合は

POS（Point of Sales）レジスタに接続されたリストバン

ドリーダライタにリストバンドをかざして利用者の認証を

行い，リストバンドが有効なときは売掛データをメイン

サーバに送信する。売掛データはメインサーバで一元管理

非接触 ICによるキャッシュレスサービスシステム
（箱根小涌園「ユネッサン」）
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図１　箱根小涌園「ユネッサン」の外観
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される。

退場時に施設内での利用金額を現金にて精算する場合は

自動精算機が利用できる。クレジットカードなど現金以外

の決済方法を希望する場合は，退場側のカウンターで人的

対応となる。自動精算機にリストバンドを挿入すると，利

用金額が画面に表示される。金額を確認し，現金を自動精

算機に投入すると精算処理が行われ，釣り銭，領収証，退

場カードが排出される。退場カードでゲートを通過し退場

する。

システムの技術的特徴

本システムを構成する各機器の技術的特徴は以下のとお

りである。

３.１ リストバンド

本システムで採用したリストバンドを図４に示す。

リストバンドには非接触 ICが封入されている。リスト

バンドリーダライタにかざすと電磁誘導によりリストバン

ド内の非接触 ICの記憶領域に対してデータの読み書きが

行える。非接触 ICに電池を必要としないため，リストバ
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図４　リストバンド
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図２　システム構成
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ンドは小型軽量で耐水性や信頼性に優れている。また，リ

ストバンド表面にはロッカー番号などを表示するために，

サーマルリライトシートを張り付けてある。リライトシー

トは，高温のサウナ内でも印字が消えないものを開発し使

用している。白地に色文字による発色は，ポイントカード

などで一般的に利用されている銀面白文字のリライトシー

トと比較して，通常の印刷に近く，年齢を問わず誰にでも

読み取りやすい印字となっている。受付時にサーバで管理

している空きロッカー番号リストから自動採番し，リスト

バンド発行機によってリライトシート面に印字する。発行

時の印字はリストバンドの整列保管を不要とし，運営の効

率化や保管場所の省スペース化を図っている。

また，ロッカーの錠前を非接触 ICで開閉することで，

リストバンドへの鋼製の鍵の取付けを不要とした。その結

果，リストバンドの小型化が可能となり，腕時計と同等の

形状とし装着時の違和感を軽減した。

３.２ ロッカー

本システムで採用したロッカーを図５に示す。

更衣室に設置するロッカーの各扉にリストバンドリーダ

ライタを取り付け，該当するロッカー番号のリストバンド

をかざすことによって施解錠を行う。各リストバンドリー

ダライタは単体でロッカー番号の照合が可能なので，休日

や団体の来場による繁忙時でもサーバに対するロッカー番

号問合せ処理が集中することはない。ロッカーのリストバ

ンドリーダライタを通信管理機で集約しサーバと接続する

ことにより，サーバから各ロッカーの状態の監視および制

御を可能としている。これにより空きロッカー数を正確に

把握できるため，無駄なくロッカーを使用することが可能

である。また，未清掃のままロッカーを採番することや使

用中のロッカーを清掃担当者が解錠することを禁止してい

る。さらに，予約団体用にロッカーを確保することやリス

トバンド紛失時にそのリストバンドによる解錠を無効にす

ることもフロント端末から操作できる。

３.３ POSレジスタ

POSレジスタは，入場料施設，入場料外施設やフロン

ト，飲食，物品販売などさまざまな利用形態に柔軟に対応

できるよう汎用パソコンに必要な周辺機器を接続し構成し

ている。入場料施設内に設置する POSレジスタにはリス

トバンドリーダライタを接続し，キャッシュレスサービス

を可能としている。

３.４ 自動精算機

本システムで採用した自動精算機を図６に示す。

リストバンドを挿入すると，そのロッカー番号を読み取

り施設内での利用明細をサーバへ問い合わせる。サーバか

ら返された情報から利用金額合計を計算し画面に表示する。

このとき，画面のタッチ操作により利用明細を表示するこ

とができ，利用者が納得して精算できるように配慮してい

る。利用金額の累計額が設定金額以下であればリストバン

ドを７本まで同時に精算することができ，精算の効率化を

図っている。利用金額を確認した後，精算金額以上の現金

を投入すると精算処理を行い，釣り銭，領収証，退場カー

ドを排出する。これらの補充および精算したリストバンド

の回収は機器背面から行う構造とし，運用時の効率とセ

キュリティの向上を図った。

３.５ 自動販売機・現金立替機

飲料用自動販売機にもリストバンドリーダライタを取り

付け，キャッシュレスで商品の購入ができるようにした。

また，硬貨式マッサージ機など現金が必要な機器をキャッ

シュレスで利用するために，指定した金額の硬貨を払い出

す機能を持つ現金立替機を設置し利用者の便宜を図った。

３.６ ゲーム書込機

水着を着用して入浴する「ユネッサン＆湯～とぴあ」は

延べ面積が約 9,000m2に及び，屋外部分は自然の渓谷を生

かした造りになっているため地形が複雑である。そのため

初めての利用者が案内なしで多くの温泉を巡るのは難しい。

そこで子供にも分かりやすく施設の道案内を行うために

ゲーム書込機を設置した。ゲーム書込機の外観を図７に示

す。

ゲーム書込機はタッチ式の画面，リストバンドリーダラ

イタおよび音声出力装置を備えており，単なる道案内では

109（13）

富士時報 Vol.75 No.2 2002

図６　自動精算機

図５　ロッカー
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なく，ウォークラリー形式のゲームを楽しみながら施設の

構造を把握できる内容とした。設定した機器ではクイズを

行う機能を持っている。クイズの正解数により景品がもら

える運用によって，ゲーム書込機の利用率向上を図ってい

る。ゲーム書込機の通過情報とクイズの正誤情報の記録に

はリストバンド内の非接触 ICが持つ記憶領域を活用して

おり，退場時にその情報を領収証に印字し利用者にゲーム

結果を通知する。

３.７ サーバの高信頼化

メインサーバで入退場データや利用明細データを一元管

理するため，少なくとも営業時間中は無停止であることが

要求される。そこで，メインサーバは共有ディスクアレイ

装置を用いた二重化構成とし，1 台のマシンに障害が発生

し停止しても，直ちに別の 1 台に切り替わり処理が継続さ

れるものとした。各マシンについても CPUはデュアル構

成，ローカルディスクは RAID5 構成，またマシンごとに

無停電電源装置を用意し高い信頼性を確保した。

また，メインサーバへの参照処理による負荷集中を回避

するためにサブサーバを用意した。サブサーバも二重化し

さらに高信頼性を確保した。

３.８ ネットワーク構成

サーバと各端末は Ethernet
〈注〉

により接続されている。通

常，より対線にて配線を行っているが，一部遠方の端末に

は光ケーブルを用いて伝送距離の延長を図っている。また，

フロントなど複数端末が設置されている場所で，あるネッ

トワーク機器に障害が発生しても，同じ場所に設置されて

いる何台かの端末により運用が継続できるようにスイッチ

ングハブへの接続を２系統に分けるネットワーク構成とし

た。その概要を図８に示す。

あとがき

非接触 ICは個人認証の手段として高い安全性と拡張性

を有しており，交通分野や電子マネー分野などで最近相次

いで実用化されており，施設内にとどまらない広範な領域

での利用など今後の発展が期待される。富士電機は，これ

まで蓄積してきた技術を最大限適用し，非接触 ICを利用

し顧客にとって最適なワンツーワンマーケティングシステ

ムの開発・提供を目指し，今後とも努力を重ねていく所存

である。
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〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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図８　ネットワークの概要

解　説 非接触 IC

ICタグとも呼ばれ，半導体素子とループコイルで構

成される。リーダライタに近付けると電磁誘導により

ループコイルに微小な電流が発生する。その電流を電

源として半導体素子が動作し，ループコイルをアンテ

ナとしてリーダライタとの間で通信を行う。半導体素

子内は CPU
＊2

，ROM
＊3

，RAM
＊4

，EEPROM
＊5

によって構成

される。EEPROM内に暗号化した ID
＊6

データを書き込

んでおき，その値を用いて通信を行うことで高いセ

キュリティ性を確保した個別認証が行える。半導体素

子とループコイルは樹脂などで封入してあり，外部に

端子を持っていないので防じん性，耐水性に優れる。

＊1 IC：Integrated Circuit

＊2 CPU：Central Processing Unit

＊3 ROM：Read Only Memory

＊4 RAM：Random Access Memory

＊5 EEPROM：Electrically Erasable and Programmable ROM

＊6 ID：Identification

＊1

図７　ゲーム書込機
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