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まえがき

日本国内における自動販売機および自動サービス機の普

及台数は，日本自動販売機工業会の調査によると 560 万台

を超え，また自動販売機および自動サービス機によって販

売された各種の中身商品，サービスの年間売上金額（自販

金額）は 7 兆 1,122 億円を超えた。これは，単純平均にて

国民23人に１台，また国民一人あたり 56,000 円の買物を

したことになり，日本国民に完全に溶け込み，日常生活に

欠かせない役割を果たしているといえる。

一方，自動販売機の出荷台数は1989年にピークを迎え，

その後1994年まで減少したが，1994年をボトムに買換え需

要に支えられ1998年まで増加した。しかし，1998年以降は

再び需要が落ち込み，2001年上期（４～９月）の業界出荷

実績は対前年比 89 ％となった。

本稿では市場動向や一段と厳しさを増す環境の変化にど

う対応するかといった視点から，自動販売機産業の推移，

富士電機における製品化の取組み，将来展望について述べ

る。

自動販売機産業の現状と推移

自動販売機の機種別普及状況を図１に，自販金額の構成

比を図２に示す。また，自動販売機の普及台数および年間

自販金額の推移を図３に示す。さらに，自動販売機の年度

別出荷台数および金額の推移を図４に示す。

図３に示すとおり，自動販売機の普及台数および自販金

額は緩やかではあるが増加している。

また，自販金額の内訳を図２に示すが，その 40 ％は飲

料である。しかし，この飲料の売上げは図５に示すように，

自動販売機による販売が減少しコンビニエンスストアや量

販店の比率が高くなってきている（2000年度の自動販売機

による販売は対前年比 97.5 ％である）。つまり，飲料にお

いては自動販売機の普及台数が増加し，自販金額が減少し

ているため，自動販売機 1台あたりの販売高（パーマシン）

が低下しているといえる。

飲料メーカーは自動販売機による売上高や収益性が低下

したため，自動販売機への投資を抑制する傾向が強くなっ

てきている。

そのために図４で明らかなように，自動販売機の出荷台

数が1998年以降減少している。しかし，図３に示すとおり，

自動販売機の普及台数は微増しているが，これは稼動中の
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図１　機種別普及状況（2000年12月末現在）

（日本自動販売機工業会資料による）

28,732 40.4 ％�

1,172 1.6 ％�

19,866 27.9 ％�

16,896 23.8 ％�

3,503 4.9 ％�

954

（単位：億円）�

飲　　　　　料�

食　　　　　品�

た　　ば　　こ�

券　　　　　類�

そ　　の　　他�

自動サービス機� 1.4 ％�

図２　中身商品別年間自販金額・構成比（2000年 1～12月）

（日本自動販売機工業会資料による）



自動販売機の現状と展望

自動販売機をオーバホールしたり，扉などの外装をリニュー

アルして長期間使用することにより，投資額を抑えながら

自動販売機の台数を維持していることを現している。

また，数社が共同で同一モデルを購入する共同購入方式

の導入や，毎年実施していたモデルチェンジをやめ，同一

仕様を複数年継続するなど，少しでも低価格の自動販売機

を購入しようという動きも拡大している。

また，自動販売機のオペレーションについては，パーマ

シンが低迷する中で各オペレーション会社が優良なロケー

ション（ロケ）の獲得に注力しているが，競争激化により

ロケフィー（ロケ獲得費）やロケマージン（販売リベート）

が年々高騰し，オペレーション会社の収益を圧迫している。

今後の自動販売機産業を推察してみると，ここ数年はこ

のような厳しい状況が継続するものと思われるため，パー

マシンの向上や自動販売機のオペレーションコストを低減

する努力がさらに必要となる。そのような要因からも自動

販売機の IT（Information Technology）化によるオペ

レーション効率の改善が加速度的に進むと思われる。

また，酒・たばこの未成年者への販売禁止の強化に対応

し，（社）日本たばこ協会は既存のたばこ自動販売機を2008

年までに ICカードにより年齢を識別し販売する自動販売

機に置き換える計画を打ち出していることなど，自動販売

機産業にとって明るい材料もある。これらの動きに期待し

たい。

富士電機における自動販売機の現状

富士電機では，主として飲料・食品自動販売機，たばこ

自動販売機など各種物品自動販売機およびフードサービス

機器，さらに通貨関連機器や自動販売機 POS（Point of

Sales）システムなどの周辺機器，カードを応用した自動

販売機を手がけている。これらの分野に対する社会的要請

を含む市場ニーズ，およびそれらに対応した新製品の開発

の現状について述べる。

３.１ 自動販売機に対する社会的要請と市場ニーズ

世界でも類をみない発展を遂げている日本の自動販売機

は各街角で人々に多大な利便性を提供しているが，その普

及台数の多さから種々の社会的要請と使命を要求されてい

る。

地球環境に優しい自動販売機の対応

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネル

ギー法）で自動販売機が特定機器に指定されたが，これに

よりトップランナー方式に対応した省エネルギー化を図る

必要がある。

また，オゾン層の破壊防止に続いて，地球温暖化係数の

小さい自然冷媒などを用いた自動販売機の開発を早める必

要があるなど，環境に優しい自動販売機への関心はさらに

高まってくる。

循環型生産体系への移行

今後，環境破壊の観点からは自動販売機の 3 R（リサイ

クル，リデュース，リユース）のレベルアップを図った自

動販売機の開発をはじめ，業界としてリサイクルシステム

の整備を推進していく必要がある。

防犯策の強化

自動販売機の扉のこじ開けや，偽造貨幣による窃盗など

の犯罪が後を絶たない。このため，硬貨識別装置や紙幣識
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別装置の高度なインテリジェント化を進め，偽硬貨・偽紙

幣の排除を強化したり，扉破壊に対する筐体（きょうたい）

の強度アップを進めてきている。さらに ITを活用した自

動販売機犯罪通報ネットワークシステムを開発しテスト段

階に入っているが，早期の実用化が望まれている。

IT 化の推進

自動販売機の IT 化として Java
〈注〉

言語のプラットフォー

ムを開発したが，今後さらに顧客ニーズへの対応やオペ

レーションコストの低減，または自動販売機中身商品の販

売促進を目的とした各種システムの開発など，自動販売機

の IT 化に対する期待は大きい。

パーマシン向上アイテムの開発

飲料用カップに自動的にふた（キャップ）を付けて販売

するカップ自動販売機を世界で初めて開発したが，このよ

うに中身商品の商品力を高め，中身商品の販売増につなが

るアイデアを製品化し提供していくことや，コーヒー専門

店に対抗できる「味」にこだわった自動販売機の開発など，

パーマシン向上に貢献できる自動販売機の開発が強く望ま

れている。

自動販売機の新しい分野への進出

職場や病院の売店などの，お客様の多い時間帯は人手に

よる販売を行い，お客様の少ない時間帯や夜間は無人化し

たいという要望に応えて，有人販売・無人販売の切替えが

可能な自動販売機を開発した。従来の無人販売のみならず，

有人販売も可能という新しい発想の自動販売機の市場を創

出していく。

３.２ 富士電機における新製品開発の現況

３.２.１ 自動販売機の情報ネットワーク化

インターネット技術の急速な発展は当然自動販売機の

IT 化を加速し，街にある自動販売機は単に中身商品を販

売する機械から情報システムを取り入れて新しいサービス

の提供を可能とする機械へと進化していくことが期待され

ている。

富士電機は業界のトップメーカーとしていち早くネット

ワーク対応 IT自動販売機の開発を進め，すでに自動販売

機の前面パネルに LED（Light Emitting Diode）方式の

メッセージボードを設け，災害情報や生活情報を発信する

自動販売機を開発している。

さらに最新技術を応用した自動販売機用の Java 搭載シ

ステムの開発を進めて，さまざまなアプリケーションに対

応できるプラットフォームを確立した。Javaはプロセッ

サや OS（Operating System）に依存せず自動販売機の基

本制御部から独立した動作環境を設けることができ，ソフ

トウェアの開発効率が高く，オブジェクト指向で品質も高

い。

これまで機能追加や変更は ROM（Read Only Memory）

書換えが主であったが，作業時間がかかり制約も多かった。

このシステムの開発によりネットワークやハンディターミ

ナルから機能をダイナミックに変更したり，ソフトウェア

を更新したりすることが可能になった。つまり携帯情報端

末を使ったインターネットからの情報収集による商品の品

質管理，故障内容通知，保守・予防保全，売切れ予防通知

などルートマンとのリアルタイムコミュニケーションが容

易にできるようになり大幅な効率向上が図られるとともに，

広告映像，緊急情報の配信などにも利用できるようになっ

た。さらに携帯電話から利用できるキャッシュレスサービ

スやポイントサービスといったパーマシンの向上と自動販

売機の商品売行きやお客様の動向などを分析するマーケ

ティング支援など，さまざまな分野への新しいアプリケー

ションの開発と製品化を進めている。

３.２.２ 缶および瓶缶併売自動販売機

飲料自動販売機の主体である缶および瓶缶併売自動販売

機の最大の課題は，省エネルギー法への対応を中心とした

環境対応と，ますます多様化する飲料容器への対応とライ

フサイクルコストの低減である。

地球温暖化防止のため1995年ごろから加速して進めてき

た自動販売機の省エネルギーも，特定機器への指定と達成

目標値が明確になり，さらに強力な取組みを展開している。

飲料メーカーからの商品収容量は限りなく多くという要

請と，消費電力は限りなく少なくという相反するニーズに

応えるために，大学と共同研究しているライフサイクルア

セスメント（LCA）の手法により製造段階からの環境負

荷低減に取り組むとともに，設計技術としては熱伝導解析

を基にした断熱構造の最適化，冷凍機システムの効率向上

を推進している。

ノンフロン化については，冷媒の代替フロン（HFC-

407C：オゾン破壊係数ゼロ）への切替えは完了しさらに

地球温暖化係数の小さい自然冷媒化を推進中である。また，

断熱用硬質ウレタンフォーム中の発泡剤の切替えに関する

技術開発も完了し製品適用のための準備段階にある。

1997年ごろから自動販売機に導入されたペット（PET：

Polyethylene Terephthalate）ボトルもますます広がる勢

いを見せ，500mLを主体に毎年飲料メーカー各社から丸

形ペットボトル，角形ペットボトルの特徴ある形状の新商

品が提供されている。オペレーションが容易で，多岐にわ

たる商品を確実に販売できる自動販売機を目指して，商品

販売機構の無調整化をキーワードに開発に取り組んでいる。

CAE（Computer Aided Engineering）を用いた商品の

落下挙動解析をベースに独自のアイデア（商品姿勢制御ダ

ンパ）を盛り込み，商品投入口の細太切替えおよび出口の

細太設定が不要で，商品収納ラックの中での缶立ちや缶詰

まりを解消したスーパースマートラックを開発した。本

ラックは，新たに開発したソレノイド駆動方式の機構（メッ

ク）を搭載し，高速販売可能で商品抜取りなどのいたずら

に強い構造となっている。

市場でのいたずら防止については，防盗板の強化，構造

の堅ろう化など2001年度機の内容をさらに強化している。

３.２.３ カップ自動販売機

職域などを中心に展開が進んできたカップ自動販売機で
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〈注〉Java：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標
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あるが，一般消費の低迷でパーマシンが伸び悩む傾向が続

いているが，近年のエスプレッソカフェテリアの流行に明

らかなように，真においしい飲料を求める消費者のニーズ

は根強いものがあり，顧客の好みの飲料をその場ですばや

く調理して提供するというカップ自動販売機の本来の良さ

を生かした商品展開を軸に市場の活性化を図っている。

おいしさの追求の面では，それぞれ専用の原料ごとに抽

出圧力を変えて，レギュラーコーヒーのおいしさと味の濃

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

ドブリュア機構を開発して製品化するとともに，調理後の

カップにキャップを自動的にかぶせて持ち運びを容易にし

た「キャッパー機構搭載自動販売機」を開発した。焼却可

能なポリエチレン製キャップをドロップリング方式で１個

ずつ着実に装着する新機構を開発することにより，中身飲

料のこぼれを防ぎながら香りも保持でき，病院や OA化

の進んだオフィス内への設置も可能となり，衛生的でハン

ディであると高い市場評価を得ている。今後，飲み口

キャップ，ストロー対応などさらに発展させていくととも

に，ミキシング機への適用などのシリーズ展開を図る予定

である。

カップ自動販売機市場の活性化を目指して，消費者やオ

ペレーターの視点に立ち，操作性の向上・味覚の向上に注

力していく。

３.２.４ フードサービス機器

フードサービス機器の分野でも，味覚の追求を最優先と

して開発に取り組んでいる。

清涼飲料ディスペンサでは，原料の温度が変わっても一

定の比率で希釈できる新開発の自動バルブを搭載し，混合

ノズル内の発泡分布の可視化やカーボネータと混合ノズル

間の炭酸ガス分布の調査分析結果をもとに最適な混合方法

を開発することにより業界他社を凌駕（りょうが）する高

密度の炭酸ガス溶解度の炭酸飲料を販売可能としたカーボ

ネータシステムを開発し製品化した。この技術を酎ハイ用

やマルチリカー機のモデルチェンジに適用を進めている。

新分野としては，業務用コーヒーマシンの開発も手がけ

ている。新規開発した減圧抽出方式とロール式ペーパー

フィルタによる世界初のペーパーフィルタドリップ方式で，

レギュラーコーヒー本来のこくやうまみを引き出すことが

できる製品である。

富士電機では，これらフードサービス機器を自動販売機

に続く事業に育てるために今後も開発に力を注いでいく。

３.２.５ 新分野製品への取組み

自動販売機の要素技術が活用できる新分野製品として，

利用客の多寡・操業の繁閑に合わせて人手による販売と無

人販売対応の切替えが可能な「デュアル店舗機」，スパイ

ラルラックやコンベヤラック上の商品をキャッチャ機構が

受け取りに行くパンやおにぎり，弁当の販売が可能な「マ

ルチパーパス食品自動販売機」を開発した。

この分野は，成熟化の進んでいる自動販売機の技術を活

用しながら，さらなるレベルアップにつながる市場でもあ

り，今後も注力をしていく予定である。

将来展望

「いつでも，どこでも」をキーワードに顧客への利便性

の提供を認められて狭い国土に米国に近い台数の自動販売

機が展開されるようになったが，市場における環境問題へ

の関心の高まりに応じて，地球環境への優しさと人に対す

る優しさの調和を追求することが至上命題となっている。

人に対する優しさの面では，買う楽しさに加えて，見る

楽しさや選ぶ楽しさなどのエンターテインメント指向の自

動販売機，誰でも簡単に操作できるユニバーサルデザイン

やバリアフリー対応，災害時には非常用の飲料水備蓄庫と

しても役立てるための災害対応自動販売機，離れた場所で

も売切れや故障の有無が把握できるだけでなく，収集した

市場データをもとに最適なオペレーションが実現できる

Java 対応自動販売機システムなどが伸びていくと考える。

また，環境保全の面では，これまでの省エネルギー，フ

ロン対策はもちろんのことであるが，製品の長寿命化，部

品リユースの導入・拡大，オーバホール対応の容易化など

を進めて中古機の再生・再利用につながる動きが強化され

ていくと考える。

あとがき

自動販売機産業の現状と推移を見ながら，富士電機にお

ける製品の開発現況を述べた。

富士電機では，食品を中心とする流通分野における機

器・システムの最高の価値あるサービスの提供者（Most

Valuable Service Provider）のトップを目指して努めてき

たが，さらに人・こころ・環境の三つがキーワードといわ

れるこの時代に合わせ，自動販売機の成熟化と業界の構造

変化の時代を乗り切るため，より一層の創意工夫をもって

人に優しく環境にも配慮した自動販売機・システムの開発

を進めていく。

環境対応の中で，部品リユース，中古機の再生などは自

動販売機メーカーだけで解決のできる問題ではないので，

社会的な要請を踏まえて，業界団体，飲料メーカー，オペ

レーター，設置業者，ロケオーナーなど関係者すべての協

力を得る中で解決を推進していくつもりである。

関係各位のなお一層のご支援・ご指導をお願いする次第

である。
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