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当部門は飲料・食品を中心とした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「快適商空間の

創造」を目指して活動している。

主力の飲料自動販売機では，2003 年度上期（4 ～ 9 月）

の業界出荷実績台数は前年比 109 ％と増加しており，ここ

数年来の飲料メーカーや自動販売機オペレーターの機器需

要の落ち込みは回復してきている。

一方，コールドチェーン機器については，スーパーマー

ケット分野では食品スーパーマーケットを中心とした需要，

コンビニエンスストア分野では激しい競合の中での新規出

店や改装による需要が，堅調に推移している。

このような市況の中で，われわれは商空間にまつわるさ

まざまなニーズをくみ取り，顧客にとってオペレーション

経費が軽減でき，新たな事業展開が図れると思われる製品

の開発を進めている。以下に代表的な技術や製品について

概要を紹介する。

瓶・缶自動販売機は，「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）の特定機器に指定され，

2005 年度には 2000 年度に比べて加重平均で約 30 ％の電

力消費量削減を達成するという目標値が設定された。富士

電機はこれまでも自動販売機の省エネルギーに努めてきた

が，新しい断熱構造の開発や冷却システムの高効率化を実

現して，目標値達成のめどをつけた。環境問題では，この

ほかに脱鉛や脱塩化ビニルなど有害となる物質の削減や，

地球温暖化係数が小さい自然冷媒である CO2を冷媒とし

た冷却システムの技術開発を進めている。また，ホット商

品とコールド商品のきめ細かい入換えを可能にする 4 室機

の効率的な冷却システムや，PET容器など年々多様化す

る飲料容器に対してより柔軟性の高い商品収容機構（ラッ

ク）を開発するなど内部装置も進化させている。

一方では，Shell-D 構造をたばこ自動販売機に採用して

防盗効果やデザイン性の向上を実現するとともに，ユニ

バーサルデザインを特徴とする新型の Viewタイプ自動販

売機の開発を行った。

カップ自動販売機では，人気の高いフローズン飲料を調

理・販売できる初めての自動販売機を開発し好評を得てい

る。また，アイスコーヒーマシンを開発し，フードサービ

ス機器の品ぞろえをさらに豊富なものとした。

このほか，顧客要望の強い部品標準化やコストダウンに

も精力的に取り組んでいることはもちろんである。

コールドチェーン分野では，フリースタンディングタイ

プのコンビニエンスストア向けに「エコロユニット」を開

発し，現場工期の短縮やリユース性の大幅な向上を実現し

た。ショーケース機器では新型冷凍多段ショーケースや

ホット＆コールドショーケースを開発し，多様な商品を適

切に温度管理できる機器を充実させた。また，小型システ

ム店舗「アール・キューブ」を開発し，店舗内の新しい空

間創造を提案している。一方で，機器の省エネルギーなど

環境問題への取組みも継続的に進めている。

通貨・カード機器の分野では，日本銀行券の改刷が

2004 年に予定されているため，新セキュリティ技術対応

や市場展開済みの製品の新券対応について，改刷による影

響が出ないよう万全の体制で機器の開発を進めている。

自動販売機用の硬貨や紙幣の鑑別機ではコストダウン，

保守性の向上を進めている。金銭処理機では，各種のセル

フ方式の精算システムに最適な紙幣硬貨一体型の小型リサ

イクル精算機を，レジャー業界向けにはカードと現金の混

在に対応した新型の現金玉貸しサンドを開発した。

非接触 ICカードを利用した電子マネー「Edy」の利用

が広がり始めている。これまでにも自動販売機用や個店舗

用の Edy 決済端末機器を開発して展開してきたが，POS

に連動する決済端末機や，5,000 円，1 万円をカードに

チャージできる高額チャージ機を開発し，電子マネーの使

いやすさ，運用のしやすさをさらに高める品ぞろえを行っ

た。非接触 IC関連システムについては，富士電機の得意

とするアンテナ技術とセキュリティ技術を生かしてさまざ

まな利用シーンでの適用を進めている。

以上，当部門が関係する市場の状況と，これに対する富

士電機の新技術および新製品の開発について紹介した。当

部門としては今後とも市場・社会とともにあって，環境に

優しい商品作り，快適な商空間創（づく）りに努力し続け

たいと考えている。
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缶飲料自動販売機は，省エネルギー法による特定機器の

指定を受けた。2005 年度の目標基準値を達成するため，

熱エネルギーロスの低減，加熱冷却領域のゾーン化を主な

狙いとした次のようなアイテムの開発を実施し，目標値達

成の見通しがついた。

鋼板製の内箱をなくし，熱伝導の遮断・低減を図った

新断熱構造「エコパネル構造」の開発

最も熱移動の大きい断熱仕切板に効果的に真空断熱材

を採用

庫内の気流を可視化技術やシミュレーション技術で解

析し，加熱・冷却領域をゾーン化，温度ばらつきを低減

冷却系機器を最適化し，冷凍機の効率を向上

販売予測機能と連動したファンコントロール（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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自動販売機

省エネルギー対応自動販売機

自動販売機の環境対応技術

CO2冷媒適用冷却システム

従来構造 エコパネル構造 

内箱 

断熱材 

外箱 

仕切板 

外箱 

エコパネル 

図１　エコパネル構造

自動販売機にかかわる環境要素と因子の対応はさまざま

であり，LCA（ライフサイクルアセスメント）の活用に

よる環境配慮設計〔リサイクル（再生材）の利用，分解容

易性，脱フロン対応など〕が重要である。

富士電機は自動販売機の環境配慮設計を 10 年以上前か

ら行っているが，2003 年に欧州指令として成立したWEE

E & RoHSやわが国のグリーン調達に対応すべく，有害物

質削減のため脱鉛と脱ハロゲン（塩化ビニル）に取り組ん

だ。缶自動販売機の化粧枠やガスケットの押出材の脱鉛と

脱ハロゲン，ハーネス類の被覆などの脱鉛を実施し，次の

成果を得た。

2003 年度機に対して鉛を約 85 ％削減（質量比）

2003 年度機に対して塩化ビニルを約 65 ％削減（質量

比）

（2）

（1）

化粧枠・ガスケット 

ハーネス類 

図２　化粧枠・ガスケットとハーネス類（一例）

近年，自動販売機においては，地球環境保護の観点から

オゾン破壊係数（ODP）をゼロにし，地球温暖化係数（G

WP）を大幅に小さくする脱フロンの技術開発が重要な課

題となっている。このため，炭酸ガス（CO2），炭化水素

（HC）などの自然冷媒がクローズアップされている。富士

電機では HC冷媒の欠点である可燃性がない安全で環境に

優しい CO2 冷媒に着目し，業界初のホットアンドコール

ド缶飲料自動販売機を開発した。

高効率・高信頼性冷凍サイクルの開発

冷却回路は 2 段圧縮インバータコンプレッサ，中間熱交

換器，内部熱交換器，電子膨張弁などの独自の冷凍サイク

ルである。

マルチエバポレータ方式による 3 室ホットアンドコー

ルド機に対応

（2）

（1）

図３　ホットアンドコールド缶飲料自動販売機

関連論文：富士時報 2003.10 p.639-643

関連論文：富士時報 2003.10 p.644-648
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1 基の冷却ユニットで 4 庫室の冷却・加熱が可能な冷却

システムを搭載し，構造の大幅なシンプル化と消費電力量

の低減を図った 4 室缶自動販売機を開発した。この冷却シ

ステムでは次のような工夫を行っている。

自動的に 4 庫室を二つのグループに分けて，交互に冷

却する制御方式を新たに開発し，高負荷時でも冷却ユ

ニットの能力を超えない冷却システムとした。

冷媒を各庫室に分配するディストリビュータの最適化

を図り，安定した冷媒供給を実現し，運転率を抑え，消

費電力量を低減した。

4 庫室個々の任意な冷却・加熱を可能とするため，大

きく変動する冷却負荷に対応する冷媒量制御機構を採用

した，信頼性の高い冷却ユニットである。

（3）

（2）

（1）
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自動販売機

4室缶自動販売機

販売機構における汎用性向上

Shell-D型たばこ自動販売機

図４　4室缶自動販売機の冷却システム

近年，飲料業界は，売上高の増大を狙って容器を差別化

する動きが活発になり，多種多様な容器が市場展開されて

いる。その中で 300mL 前後の小型リシール容器が急激に

増えてきており，それらをより多く，缶自動販売機で販売

できることが望まれている。しかしながら，従来のサーペ

ンタイン式ベンドラックでは，「商品装てん性の悪化」お

よび「通路内での商品立ちによる詰まり」が要因となり，

ほとんどの小型リシール商品は販売コラムの限定が販売条

件となっており，中には販売できない商品もあった。

今回開発した販売機構では，上記不具合要因を「新方式

投入口部機構」「新姿勢制御機構」により抑止している。

™新方式投入口機構：業界初のネックガイド式投入口機構

™新姿勢制御機構：水平フラッパ式商品姿勢制御機構

（b）ネックガイド式投入口部 
機構の正面図 

（c）水平フラッパ式商品姿勢制御機構 （a）販売機構の右側断面図 

ネックガイド式 
投入口部機構 

水平フラッパ式 
商品姿勢制御機構 

従来機構 新機構 

ネックガイド 

図５　販売機構における汎用性向上を狙った新機構

たばこ市場においては，自動販売機の違法設置問題，喫

煙規制の強化，およびたばこ税率引上げなどの問題があり，

たばこ業界にとって，非常に厳しい状況となっている。ま

た，屋外設置の自動販売機においては，いたずら・破壊問

題があとを絶たず，自動販売機運営経費も高まる傾向にあ

る。このような問題に応えるべく，ライフサイクルコスト

低減，防盗性能強化および自動販売機オペレーション性の

向上を目指したシェルドアデザインのたばこ自動販売機を

開発した。主な特徴は次のとおりである。

曲線的なデザインの一体プレス加工ドア（Shell-D）

により防盗性能も向上

主商品ごとのコラム設定を不要にした新シングルメッ

ク商品搬出機構搭載

2008 年からの成人識別機能搭載に備えた構造（3）

（2）

（1）

図６　Shell-D型たばこ自動販売機

関連論文：富士時報 2003.10 p.653-656
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自動販売機

新型View自動販売機

図７　新型View自動販売機

近年，低価格でおいしいコーヒーを提供するコーヒー

チェーン店の増加によりコーヒー市場の拡大が進んでいる。

このような中，富士電機ではおいしいコーヒーを大量に抽

出し，急速に冷却できる高性能で扱いやすいアイスコー

ヒーマシンの開発を行った。主な特徴は次のとおりである。

富士電機独自の急速冷却方式の採用により，約 95 ℃

の湯で抽出したコーヒー 5 Lを約 10 分で急速冷却

抽出流量などの設定もマイコン機能により分かりやす

く簡単

設置時にはワゴン車に搭載して運搬ができる業界初の

二分割可能構造

清潔感あふれるステンレス鋼基調デザイン（4）

（3）

（2）

（1）

フードサービス機器

アイスコーヒーマシン（ICE-2000）

図８　アイスコーヒーマシン全体図

通貨・カード機器

紙幣・硬貨一体型の小型リサイクル精算機

図９　小型リサイクル精算機

1997 年から市場に展開してきた View 自動販売機は，さ

まざまなパッケージの商品を販売できる汎用型飲料販売機

として市場に認知されてきたが，今回，市場ニーズの変化

を受けてさらに高機能化・高信頼性化を図るべく，フルモ

デルチェンジ開発を行った。

主な特徴は次のとおりである。

幅 780mmのスリムなボディ

販売口を上部に設けるなど，完全ユニバーサル対応デ

ザイン

商品に優しい新型コンベヤ式商品搬出システムを搭載

業界一の大収容量（250mL 紙パック換算 676 個）

アタッチメントレス・幅可変式コラム（コラム最大幅

106mm）構造により，販売商品の汎用性を大幅に向上

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

セルフ精算システムは世代，分野を問わず急速に浸透し

ている。幅広い組込みニーズに応えて小型リサイクル精算

機を開発した。高さ 303mm，幅 170mm，奥行 270mm

とコンパクトながら紙幣（1 万円，5,000 円，2,000 円，

1,000 円），硬貨（500 円，100 円，50 円，10 円，5 円，

1 円）が利用可能であり，資金の補充回収が容易なカセッ

ト金庫を採用した。

硬貨を起立したまま振り分けする垂直搬送機構

複数の紙幣スタッカを制御する共有型プッシャ

軽量硬貨も安定して払い出す揺動加振制御方式

などの新機構の開発により，紙幣容量 450 枚，硬貨容量

765 枚を実現した。

（3）

（2）

（1）
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パチンコホールでは，高額紙幣が使える ICカードシス

テムの導入に伴い，従来からの現金システムとの混在が不

可欠となり，玉貸しサンドにはレイアウトの自由度が強く

求められるようになった。また，人気台の一極集中化とと

もに遊技台のデザインに奇抜なものが現れてきた。このよ

うな状況に応えて，新型現金玉貸しサンドを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

現金用と ICカード用サンドを島内に混在できるよう

に，紙幣挿入口に高さ調整機能を持たせた。

意匠性の高い遊技台に適用できるように，玉出し

シュート形状を自在に変えられるようにした。

ホールにおける消費税対応が可能となるように，パチ

ンコ玉の貸出し単位を 5 個刻みから 1 個刻みとした。

（3）

（2）

（1）
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通貨・カード機器

新型現金玉貸しサンド（TSS317）

Edy対応高額紙幣チャージ機

Edyカード対応POS連動決済端末

図１０　新型現金玉貸しサンド（TSS317）

プリペイド型電子マネーサービス「Edy」に対応した，

高額紙幣チャージ機を開発した。主な特徴は次のとおりで

ある。

高額紙幣（1,000 円，5,000 円，1 万円）で，Edyカー

ドにチャージ（入金）することが可能である。

カード形状以外の媒体への対応も考慮し，カードを置

台にセットするだけの簡単チャージを実現した。

3.5インチのカラー LCDを採用し，視認性のよいガ

イダンス機能を実現した。

リサイクル紙幣識別ユニットを搭載し，投入された

1,000 円紙幣をつり札として使用可能である。

小型・省スペース化の実現とともに，本体と架台の分

離構造により，多様な設置形態を実現可能とした。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　Edy 対応高額紙幣チャージ機

非接触 ICカードタイプの電子マネーカード「Edyカー

ド」で商品決済ができる POS 連動決済端末を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

アンテナ部と制御部の 2ユニット構造とし，小型・省

スペース化を実現

カード形状以外の媒体も考慮したアンテナ部構造

制御部は縦置きでも横置きでも設置可能としたユニッ

ト構造

カードの取扱い・動作状態などの確認が可能なモニタ

機能を内蔵

OLE-POS 仕様ドライバの提供により，POSとの接

続が容易

（OLE-POS 仕様：Windowsをベースにした POSと周辺機器間の

業界標準インタフェース仕様）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１２　POS連動決済端末の制御部（上）とアンテナ部（下）

関連論文：富士時報 2003.10 p.661-665
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飲料市場では，ホット飲料の普及が進んでおり，スー

パーマーケットやコンビニエンスストアにおいてもホット

機能付きショーケースのニーズが高まりつつある。そこで，

簡易設置が可能な冷凍機内蔵型ホット＆コールドショー

ケースを開発した。主な特徴は次のとおりである。

運転モードを，①オールコールド，②オールホット，

③ホット＆コールドの 3モード切替可能としたことで，

四季を通じてさまざまな販売形態に対応することができ

る。

全段潤滑塗装付き傾斜スライド棚の採用により，商品

の前出し作業および補充作業の容易化を図った。

単相 100V 仕様やキャスタ装備のほか，タンクによる

排水作業の必要がないドレイン水強制蒸発機構を装備す

ることにより，取扱い性を向上させた。

（3）

（2）

（1）
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店舗用設備・機器

冷凍機内蔵型ホット＆コールドショーケース

スーパーマーケット向け新型冷凍多段ショーケース

小型システム店舗「アール・キューブ」

図１３　冷凍機内蔵型ホット＆コールドショーケース

スーパーマーケット業界では，コールドチェーン技術の

発達により，冷凍食品はメインの商品カテゴリーとして確

立され，冷凍食品を展示するショーケースにも展示性向上

と，より高精度な温度管理が強く求められている。そこで

これらのニーズに対応するためスーパーマーケット向け新

型冷凍多段ショーケースを開発した。

主な特徴は次のとおりである。

ケース背面を傾斜構造からストレート構造にすること

により，商品搭載量を 15 ％増やした。また，ひな壇陳

列も可能な構造とした。

吹出口にスリットエアカーテン層を設けてエアカーテ

ンを 4 層化することにより環境変化対応力を強化し，庫

内の温度ばらつきを抑制した。

（2）

（1）

図１４　スーパーマーケット向け新型冷凍多段ショーケース

アール・キューブは，主に 3 坪以下の食にかかわる小型

店舗を対象に開発した仮設型システム店舗である。その構

成は，床ユニット，壁ユニット，天井ユニットからなり，

標準化した各部材の組合せにより数種類のバリエーション

を持つ。あらかじめ工場で生産された各部材を現地で組み

立てるノックダウン工法により，着工（前工事含まず）か

ら開店まで最短一日という短工期出店が可能であると同時

に，万が一の撤退に対しても短工期でスクラップ＆ビルド

（リユース）が可能である。また，標準化した店舗部材の

工場生産と短工期により出店・撤退時のイニシャルコスト

を低減できる。このように短工期，リユース，ローコスト

といった特徴を持った本製品は，環境変化の激しい食にか

かわる小型店舗の出店投資リスクの軽減に有効なシステム

店舗である。

図１５　レジャー施設での導入事例
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