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まえがき

自動販売機の中身商品販売ビジネスにおいて，その運営

合理化は収益向上の重要課題である。日本自動販売機工業

会が1996年 2 月に自動販売機情報管理システムの標準仕様

を制定して以来，中身商品の売上げ向上やルートサービス

の充実・効率化などを目指し，自動販売機を POS（Point

of Sales）化する事例が増えてきた。しかしながら，最近

では，中身商品の販売チャネルの多様化に伴い，自動販売

機に対して従来にないさまざまなサービス提供が求められ

ており，これまでの画一的な仕様だけではきめ細かな対応

ができなくなってきている。

これらのことから今般，富士電機では，IT（Informa-

tion Technology）を駆使し，顧客ニーズにフレキシブル

かつスピーディに対応すべく，Java
〈注〉

言語で書かれたアプ

リケーションソフトウェアが動作する自動販売機を開発し

た。

本稿では，この Java 搭載自動販売機の特長，具体的な

応用例，主要な構成技術などについて紹介する。

Java 搭載自動販売機の概要

２.１ Java 搭載自動販売機の基本概念

Java 搭載自動販売機の基本概念は，自動販売機の制御

ソフトウェアを販売制御や冷却加熱制御などの基本機能と

データ集計処理などの応用機能とに分類し，応用機能を

Java 言語で記述したアプリケーションソフトウェアとし

て実現した自動販売機制御システムである。この概念の自

動販売機では，アプリケーションの追加が容易なため機能

実現の自由度が飛躍的に上がることになる。

図１に Java 搭載自動販売機の基本概念を示す。

２.２ Java 利用の狙い

従来の自動販売機制御システムは，主制御部を一つの

CPUで構成しており，制御ソフトウェアはこの中に自動

販売機の基本制御機能と応用的な機能を混在させる形で実

現していた。そのため，自動販売機への要求機能が顧客ご

とに異なるにもかかわらず，年度モデル開発時に仕様を画

一に標準的なものとして開発しているのが通常の開発スタ

イルとなり，個々の顧客要望に十分に応えられないことが

多かった。そこで，Java 搭載自動販売機では，基本機能

を実現する主制御部と応用機能を実現する Javaプラット

フォーム（JRB：Java Running Box）を分けて構成し，応

用機能を開発効率の高い Javaにて実現することにより機

能拡大の容易性を向上させることを狙いとした。

図２に，従来型自動販売機と Java 搭載自動販売機の制

御構成比較を示す。

２.３ Java 搭載自動販売機の特長

顧客要望への柔軟な対応

応用機能実現に記述性の高い Java 言語を使用したこと，

応用機能実現に対する基本機能への操作を自動販売機専用

のクラスライブラリとして定義したこと，Javaアプリ

ケーションをソフトウェアコンポーネント化したことなど

により，基本機能に影響を与えることなく機能の部分的な
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追加，変更，削除が可能となる。そのためタイムリーにア

プリケーションを提供でき，従来困難であった顧客要望へ

の柔軟な対応が可能となる。

ネットワーク対応の容易化

Java 言語のネットワークとの親和性の良さにより，イ

ンターネットをはじめとするネットワークを活用したアプ

リケーション（プログラム配信を含む）の実現が容易とな

る。

ソフトウェア開発オープン化による多様なニーズへの

対応

Javaの採用，インタフェースの標準化，アプリケー

ション開発キットの整備などにより，従来の自動販売機

メーカーによる開発のみならず，ソフトウェア開発サード

パーティや顧客自身による開発が可能となる。これにより

自動販売機を対象にした課題についてさまざまな視点から

のソリューション提案が生まれ，多様なニーズへの対応が

可能となる。

２.４ アプリケーション

以下に Java 搭載のアプリケーション例を示す。

Web 利用型オンライン POSシステム

本アプリケーションは，自動販売機内の POS 情報を

JRB 内のデータ処理により，オンラインにて営業所など

から容易に参照できる機能を有するものである。

自動販売機内の販売情報などの各種情報の集計・表示を

営業所からリモートにて表示・確認することができるオン

ラインシステムは，従来方式であると規模の大きいセン

ターシステムを構築する必要があった。それに対し，本ア

プリケーションでは，センター側はWebブラウザのみで

実現することができるため，専用のセンター装置が不要と

なり低コストでシステムを構築することができる。

図３にその構成を示す。

PDA（Personal Digital Assistant）によるオペレー

ション効率化システム

本アプリケーションは，自動販売機の情報収集や機器設

定を行うオペレーション効率化のために，人に分かりやす

いインタフェースを可能とする PDAを利用したシステム

である。

従来のオフラインシステムでは，専用で高価なハンディ

ターミナルが用いられてきたが，表示に制限があるうえ，

機能を追加するにも専用の環境が必要で容易ではないとい

う問題があった。それに対し，PDAは，汎用品が利用可

能となるため，コスト的に優位となり開発も容易であり，

機能的にも，現行のハンディターミナルでは実現できない

グラフィカルな表示形式で各情報を扱うことができる。さ

らに，進化が著しい携帯機器用のインタフェースの取込み
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を行ううえでも PDAは有用となる。

図４にその構成を示す。

故障通知システム

本アプリケーションは，自動販売機内で発生する故障を

JRBにてインターネットメールという形で連絡先へ直接

通知する機能を有するものである。

メールによる故障通知は，通常自動販売機を管理してい

る営業所やサービスセンターなどの固定的な場所へ通知す

るだけでなく，現場で巡回しているルートマンやサービス

マンの携帯電話へメール送信を行うことで直接通知を行う

ことができるようにしたものである。本アプリケーション

でも，専用のセンターソフトウェアを用いることなく迅速

な故障対応管理を行うことができる。

図５にその構成を示す。

主要構成技術

今回開発した Java 搭載自動販売機の主要構成技術につ

いて以下に紹介する。

３.１ インタフェースの標準化

アプリケーションソフトウェア開発のオープン化を促進

するためには，そのソフトウェア開発が容易である必要が

ある。また，JRBを具体的に自動販売機のさまざまな機

種に展開していくことも重要である。その対応として今回

は，自動販売機データの取扱い上のインタフェース部と主

制御部との通信インタフェース部を標準化し，自動販売機

の機種の相違による影響を受けずに動作が可能な仕組みを

実現した。

図６に JRBにおける各インタフェースを示す。

３.１.１ アプリケーションインタフェース

Javaでアプリケーションを開発する場合に，開発者が

自動販売機の内部情報を容易に理解できるように自動販売

機専用の標準インタフェースとして仕様を統一した。アプ

リケーションインタフェースの具体的な種類としては，図

６に示すようにデータの獲得（Get 系メソッド呼出し），

データの設定（Set 系メソッド呼出し），イベント通知な

どがある。これらは自動販売機クラスライブラリとして提

供され，自動販売機情報のやりとりの形式と機能を定義し

ている。また，共通機能として自動販売機の時刻管理機能

や複数アプリケーションへの同時通知（スレッド同期機能）

などもソフトウェア部品群として用意した。

３.１.２ 通信インタフェース

自動販売機の機種により内部の主制御部の構成はそれぞ

れ異なる。JRBを多くの機種に搭載するためにはその標

準化が必要である。今回は JRBと主制御部を通信インタ

フェースとして標準化した。伝送仕様としては，RS-232C

に準拠しており，プロトコルは PPP（Point-to-Point Pro-

tocol）のコネクションが確立したあとは，TCP/IP（Trans-

mission Control Protocol/Internet Protocol）により行わ

れる。シーケンス層としてはデータ要求，データ設定など

に使用され，応答メッセージを持つ Call 系シーケンスと

発生事象を通知するだけの Event 系シーケンスがある。

データ層では最大 512バイトからなるメッセージの基本

フォーマットを規定し，自動販売機のさまざまなデータを

グループ化し，オブジェクト番号として割り付けている。

３.２ ソフトウェア開発支援環境

ソフトウェア開発としては Java 言語で開発したアプリ

ケーションと自動販売機主制御部の基本機能部分からなる

が，それぞれのソフトウェアの開発者が独立して段階的に

機能確認が可能な開発支援環境を構築した。

３.２.１ アプリケーション開発キット

Javaで開発したアプリケーションソフトウェアの動作

検証のために，開発パソコンと同じマシン上で動作可能な

アプリケーション開発キットとしての自動販売機シミュ

レータを開発した。これは自動販売機の基本制御機能を実

現し，各種スレーブや I/O 機器などのデバイスを GUI

（Graphical User Interface）化し，ディスプレイ上で自動

販売機と同等の操作と表示が行えるエミュレータ機能を

持っている。図７にその構成を示す。

３.２.２ 通信インタフェース検証ツール

自動販売機側の主制御部では標準化された通信インタ

フェースに合致しているか確認することが重要であり，そ

のための検証用ツールを開発した。図８にその構成を示す。

静的動作確認ツール

通信インタフェースの論理確認用で主に主制御部の機能

検証に用いる。パソコンから検証項目の選択および各種パ
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ラメータの入力により主制御部と通信を行ってその結果を

パソコン上の画面に表示するものである。

動的動作確認ツール

JRBと主制御部を実際に接続し，パソコンから起動を

かけてあらかじめ決められた通信パターンを自動（連続通

信）で行い，その結果をパソコン上に表示するものである。

今後の取組み

今回，Java 搭載自動販売機の基本的なフレームワーク

を提案し，開発量産化を実現することができた。今後これ

をさらに発展させていくための幾つかの課題や取組みにつ

いて述べる。

最も大切なのは，顧客ニーズをいかにうまく取り込み，

それをアプリケーションソフトウェアとして実現するかで

ある。Javaが動作するプラットフォームだけではその価

値は生まれない。真の顧客ニーズに対してのアプリケー

ションソフトウェアの実現が価値を生むものであり，この

実現こそが最も大きな課題と考える。自動販売機メーカー

としてアプリケーションソフトウェアの開発に注力するこ

とはもちろん，仕様の公開制度やアプリケーションソフト

ウェアの管理基準などを整備し，誰でもが簡単に開発でき

る環境のさらなる充実を図っていきたい。そうすることに

より今までは自動販売機メーカーしか成し得なかった自動

販売機の進化を広く求めることが可能となる。

また，Java 搭載自動販売機制御システムのさらなる進

化も重要である。具体的には，アプリケーションソフト

ウェア配信システムの仕組みの充実，対応を容易にするた

めの通信端末のビルトイン化，小型化，コストダウンなど

を図っていく必要があり，今後積極的に開発に取り組んで

いく所存である。

さらに，これまで缶自動販売機を中心に Java 搭載化を

完了したが，今後，顧客での自動販売機の利用価値を上げ

ていくためには対応可能な機種を増やしていくことが必要

である。現在，積極的な機種展開を図るべく開発推進中で

ある。

あとがき

以上，Java 搭載自動販売機について紹介した。今回開

発した自動販売機は順調に稼動しており，顧客からも高い

評価を得ている。今後，「こんな自動販売機が欲しい」と

いったさまざまな市場ニーズに対応できる Java 搭載自動

販売機をますます発展させることにより，自動販売機の付

加価値が向上し，社会にも必ず貢献するものと考える。ひ

いてはこれが自動販売機業界をますます活性化させ，販売

拡大につながると期待している。

最後にこの自動販売機の開発に際し，終始ご支援・ご協

力いただいた顧客ならびに関係各位に対し深謝の意を表す

次第である。
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