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展

望

当部門は「快適商空間の創造」をスローガンに，飲料や
食品の流通に関連する機器，システム，サービスを提供す
る事業を展開している。

な洗浄装置の開発を行い好評を得ている。
コールドチェーン分野の主要な顧客であるコンビニエン
スストアやスーパーマーケットは，食の安心・安全や鮮度

主力である飲料自動販売機は，減少傾向にあった飲料

の追求のほか，操業コストの低減と環境負荷低減のため店

メーカーや自動販売機オペレーターの機器需要が回復し，

舗の省エネルギーにも積極的に取り組んでいる。それに応

2005 年度上期（4 〜 9 月）の業界出荷台数は前年同期比

えて，冷蔵・冷凍ショーケースのシリーズを一新し，省エ

8％の増加となった。一方，コールドチェーン機器につい

ネルギーと高鮮度管理，衛生性を両立させた「ECOMAX

ては，スーパーマーケット分野では業界再編の動きや新業

R シリーズ」を開発し順次市場に展開している。

態の展開などによる底堅い需要がみられ，コンビニエンス

また，ショーケースだけでなく空調も含めた店舗消費電

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

力の監視や最適制御をネットワークでサービスし，店舗

需要が堅調である。このような市況の中で富士電機は商空

の総合的な省エネルギーを実現できる「エコマックス Net

間にかかわる市場，特に小売り分野の動きをとらえ，利

Ⅱ」を開発した。コンビニエンスストア向けには，Net Ⅱ

用者である生活者のニーズに応えるとともに，顧客のオペ

と最適な機器とを組み合わせてシステム化した「エコマッ

レーション経費の削減や新しい事業展開を可能にする商品

クス Fit」の開発を行った。

と技術の開発を進めている。以下では，その中の代表的な
ものについて概要を紹介する。
缶・ボトル飲料自動販売機については，2005 年に社団

カフェや商業施設内店舗に適用され好評のシステム店舗
「R-CUBE」を駅構内店舗向けに最適化し，短工期，高リ
ユース率，低コスト化をさらに進めた。

法人日本機械工業連合会の第 25 回（平成 16 年度）優秀省

通貨・カード機器の分野では，紙幣や硬貨の識別性能向

エネルギー機器表彰の会長賞を受賞したが，熱交換効率を

上のための技術開発を継続的に進めている。近年，成長が

大幅に高めた新構造の蒸発器を開発してさらに省エネル

著しい中国での自動販売機の生産を 2004 年に開始したの

ギー性を高めた。鉛や塩化ビニルなど有害物質の削減も着

に伴い，中国硬貨用の硬貨識別装置の開発を行った。

実に実施しており，地球温暖化係数がゼロに近い自然冷媒

一方，電子マネーや交通系カードなど，Felica 技術によ

である CO2 を冷媒とした自動販売機をわが国で初めて製

る非接触 IC カードや携帯電話機の利用が急速に広がって

品化するなど，環境に適合する自動販売機の開発を進めて

いる。富士電機はこの動きに応えて，得意とするアンテナ

いる。

技術とセキュリティ技術を生かした各種電子マネー決済端

一方で，自動販売機の社会的役割を再評価するきっかけ

末やチャージ機を市場に送り出した。

となる自動販売機の開発も進めている。2005 年には LED

今後，電子マネーと連携したポイントやクーポンなど

照明を採用した斬新なデザインの「フィルモ」
，オート

の各種サービスの拡大が予想される。2005 年に開発した，

キャッパ付カップ飲料自動販売機など，誰でも快適に利用

サービスネットワークに対応できる多機能決済端末や，使

できるユニバーサルデザインを追求した自動販売機や，災

いやすさと機能を一段と向上させた POS 連動の決済端末

害時に飲料提供を行える災害救援型自動販売機の開発を

の市場展開に加え，さらに新しいサービスに対応した端末

行った。

やアプリケーションの開発を進めている。

フードサービス機器においても給茶機に魔法瓶式の温水

以上，当部門の市場と開発の概要を述べたが，今後とも

タンクを採用して大幅な省エネルギーを実現した。ビール

顧客，利用者，社会とともにあって，環境と人に優しい商

ディスペンサーでは，おいしい泡にこだわった全自動ビー

品作り，快適な商空間創（づく）りに努めていく所存であ

ルディスペンサーやおいしさと衛生性を確保するのが容易

る。
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自動販売機
災害救援型自動販売機
現在，国内で稼動中の飲料自動販売機は 260 万台であり，

図１

災害救援型自動販売機 FA30S5LD5-ER

人の生存に欠かせない水分補給の一翼を担っている。さら
に，災害による停電時にも自動販売機から飲料供給が可
能になれば，緊急援助用飲料として多くの人々の役に立つ
ことが期待できる。そこで，災害救援型自動販売機として，
次のような自動販売機を開発した。
（ 1） 自動販売機にバッテリーを搭載しており，停電時でも

1 時間以内に最大約 500 本の飲料を供給することが可能
である。
（ 2） 停電時には自動販売機の扉を開けることなく外からの

鍵操作だけで，無償で飲料を提供できる。
（ 3） 缶・ペットボトル飲料自動販売機の 20 セレクション

以上の各機種に対応可能である。

デルタフィン付き蒸発器による省エネルギー自動販売機
飲料自動販売機のさらなる省エネルギー化を図るため，

図

関連論文：富士時報 2005.3 p.167-171

蒸発器

新構造のフィンアンドチューブ型蒸発器を開発し，冷却シ
ステムの高効率化を行った。特徴は次のとおりである。
（ 1） フィンの配管前方にデルタ翼を設け，フィン上に縦渦

冷媒
配管

を発生させることで空気とフィン間の熱輸送を促進した。

空気

（ 2） 配管後方にデルタウィングレットを形成し，配管後方

に生じる死水域に空気の流れを導き熱伝達率を向上させ

蒸発器の外観

た。
（ 3） これらの渦発生体の形状と配置の最適化により，高効
デルタ翼

率熱伝達かつ低圧力損失を達成した。
その結果，缶飲料自動販売機の冷却システムの消費電力
量は 30％低減され，その他の技術も含め自動販売機全体

デルタウィングレット

として前年比 10％以上の省エネルギー化を実現した。

オートキャッパ機構搭載ユニバーサルデザインカップ飲料自動販売機
1998 年からバリアフリーカップ飲料自動販売機を病院，

図

オートキャッパ機構搭載カップ飲料自動販売機

福利厚生施設，公共施設などへ展開し好評を博してきた。
市場の要望に応え 2005 年に，デザイン，機能を一新した
新シリーズ機を製品化した。
主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 飲み口付きキャップの自動装着機能を搭載し，持ち運

び性を向上した。
（ 2） 日本自動販売機工業会自主基準に準拠したユニバーサ

ルデザイン（硬貨一括投入機構や操作部位置など）を採
用した。
（ 3） カップ内ミキシング方式の調理高速化により，顧客待

ち時間の短縮を実現した。
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フードサービス機器
次世代自動給茶機
給茶機は食堂やオフィスなどに設置されて広く利用され

図

自動給茶機

ている。今回，省エネルギー，おいしさ，安全性，新デザ
インを求めた次世代の給茶機を開発した。特徴は次のとお
りである。
（ 1） 魔法瓶型のステンレス鋼製真空断熱湯タンクの採用に

より従来比で約 49％の省エネルギーを達成した。
（ 2） 湯タンク温度に応じて湯量と冷水量を制御することに

より，一定した温度のお茶の販売を可能とした。
（ 3） お茶の濃さを安定させるため，原料量のばらつきを

0.05 g 以内に抑える高精度吐出を実現した。
（ 4） 取出口扉と温度表示機能を装備して食品衛生法に準拠

した構造とした。
（ 5） 新しいカラーボタンとプラスチック成形品による曲面

的で斬新な扉デザインとした。

全自動ビールディスペンサー
ボタン一つで，あらかじめ定められた量のビールを注出

関連論文：富士時報 2005.3 p.208-211

図

全自動ビールディスペンサー

図

ビールディスペンサー洗浄装置

できる自動定量ビールディスペンサーでは，その定量性の
向上と注出されたビールの自然発泡を抑えて安定した液面
で販売できることが最重要課題である。今回，この課題に
対応するため，非接触でビール量を計測できる新流量セン
サを搭載した全自動ビールディスペンサーを開発した。主
な特徴は次のとおりである。
（ 1） 新流量センサは超音波方式であるため，販売するビー

ルに影響を与えることがなく，周囲の温度や炭酸ガス圧
力に左右されない計測ができる。
（ 2） ビール配管のスポンジ球洗浄にも対応できる。
（ 3） ビールの冷却効率を向上させ，ビール注出時の自然発

泡を抑えるとともに，本体の小型・大容量化を達成した。

ビールディスペンサー洗浄装置
ビールメーカーにとって，ビールの品質維持は最重要
テーマであり，特に味の維持のために重要なものの一つが，
ビールディスペンサーの日々の水洗浄である。この水洗浄
は各設置先に任されているため，簡単に水洗浄を行える装
置が切望されていた。今回，このニーズに応えて誰でも
容易に水洗浄を実施することができる洗浄装置を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 装置に水道配管が接続できるため，洗浄水を別に用意

する手間を省略できる。
（ 2） 新型切換ヘッドの使用により，ビール樽（たる）から

ディスペンスヘッドを脱着せずに，洗浄・復帰を切り換
えられる。
（ 3） ビール樽の接続口表面にも洗浄水が流れる構造のため，

ビール配管すべてを洗浄でき，衛生的である。
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通貨・カード機器
中国硬貨識別装置
中国における自動販売機の普及率は，現状では日本や

図

中国向けコインチェンジャ FJM211CN

図

Edy 対応の多機能型決済端末

図

Edy 対応の POS 連動決済端末

欧米と比較してまだ低いが，2008 年の北京オリンピック，
2010 年の上海国際博覧会を控え，今後飛躍的に伸びるこ
とが期待できる。そこで今後の中国向け自動販売機へ搭載
するための硬貨識別装置（コインチェンジャ）を開発した。
主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 現在中国で流通している，新旧 1 元硬貨，5 角硬貨に

対応した。
（ 2） 紙幣の使用頻度の高さを考慮し，1 元硬貨用つり銭筒

を 3 本設けた。
（ 3） 自動販売機制御部との通信仕様は，世界標準である

MDB 準拠とした。
（ 4） 機器の状態が一目で分かる豊富なモニタランプを装備

した。

電子マネー「Edy」対応の多機能型決済端末
最近では，電子マネーシステムは単なる決済手段だけで
はなく，ポイントサービスなどの付加サービスが要求され
るようになってきている。そこで，今回プリペイド型電子
マネー「Edy」に対応し，ポイントサービスも可能となっ
た多機能型店舗決済端末を開発した。従来機と比べ下記の
特徴を有している。
（ 1） Edy センタとサービスセンタの二つのセンタ通信に

対応可能
（ 2） 係員操作部にサーマルプリンタ，モデムを内蔵した小

型・省スペース設計
（ 3） 接客部に多色発光 LED，音ガイダンス，蛍光表示管

を採用し，分かりやすいユーザーインタフェースを実現

電子マネー「Edy」対応の POS 連動決済端末
プリペイド型電子マネー「Edy」に対応した POS 連動
決済端末を開発した。従来機よりも小型化・高機能化を実
現しており，下記の特徴を有している。
（ 1） 制御部と接客部の分離構造で小型・省スペースを実現

（従来比 65％）
（ 2） 携帯電話などカード形状以外の媒体も考慮した接客部

構造で，多色発光 LED，音ガイダンス，蛍光表示管に
よる，分かりやすいユーザインタフェースを実現
（ 3） 端末盗難時の不正利用防止，データ保護のために高度

なセキュリティ機能を実装
（ 4） OPOS 仕様準拠のドライバソフトウェアの提供により，

POS アプリケーションの開発が容易
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店舗用設備機器
店舗総合省エネルギー制御システム
すでに市場展開されているショーケース・冷凍機セン

関連論文：富士時報 2005.3 p.215-219

図

エコマックス Net Ⅱのシステム構成

ター監視システム「エコマックス Net」を発展させ，管理
機能・省エネルギー機能を充実化させた店舗総合省エネル

エコマックスNetⅡ

ギー制御システム「エコマックス Net Ⅱ」を開発した。
主な特長は以下のとおりである。

アプリ
FRSサービス本部
DB
Web ケーション
サーバ サーバ サーバ

�デマンド制御
�給排気制御
�電力監視

（ 1） 最適運転サービス機能により，店舗熱収支をベースと

した空調と冷凍機の最適運転を実現した。

店舗

（ 2） 電力自由化を視野に入れ，消費電力急変時も誤差の少

クライアント

FRS本社センター

�最適運転サービス
�省エネルギー効果分析

FRS営業所
など

ISDN，ADSL，PHSなど

店舗モニタ 店舗ターミナル
CO2センサ

換気扇

ない予測機能を持ったデマンド制御機能を搭載した。

電力量計

（ 3） LONWORKS インタフェース対応により，空調・照明

照明

空調

温湿度
センサ

LONWORKS

エコマックスV
（冷凍機最適運転制御）

などの他社機器との連携制御・管理を可能とした。
（ 4） 電力計測機能追加により，省エネルギー効果分析を行

システム
コントローラ

エンタルピー
センサ

冷蔵ショーケース

冷凍機

えるようにした。

コンビニエンスストア向け店舗総合省エネルギーシステム
近年，コンビニエンスストアでも店舗全体の省エネル

図

関連論文：富士時報 2005.3 p.215-219

エコマックス Fit のシステム構成

ギー向上による環境問題対応の取組みを加速させている。
店舗総合省エネルギー制御システム「エコマックス Net
�最適運転サービス

Ⅱ」
，トータル制御システム「エコマックス V」を，コン

センター

クライアント

FRSサービス本部

FRS営業所

サーバ

ビニエンスストア向けに最適アレンジした「エコマックス
Fit」を開発した。主な特長は以下のとおりである。

ISDN，ADSL，PHSなど

店舗（コンビニエンスストア）

（ 1） 複合冷凍システムに限定されず独立ユニットで構成で

店舗ターミナル

CO2センサ

きることを基本とした。メーカーを選ばず最も効率の高

換気扇

照明

温湿度
センサ
空調機

LONWORKS

�給排気制御

い空調機，冷凍機を選択したシステム構成ができる。
（ 2） 最適運転サービス機能により，店舗熱収支の視点から

システム
コントローラ

空調と冷凍機の最適運転を実現した。
（ 3） 新規に店舗内温湿度を検出して動作するショーケース

�防露ヒータ制御
�冷凍機最適運転制御

エンタルピー
センサ

冷蔵
ショーケース

冷凍
ショーケース

防露ヒータ制御を開発して搭載した。

駅構内向けシステム店舗「R-CUBE」
電鉄系店舗では出店工期の短縮が強く求められていると
同時に，社会的責任として環境問題への積極対応が求めら
れている。富士電機のユニット式店舗である「エコロユ
ニット」の建築技術とショーケースの量産設計技術を応用
し，短工期，高リユース率，低コストを可能とするシステ
ム店舗 「R-CUBE」を開発した。主な特徴は次のとおり
である。
（ 1） 屋根・天井・照明の一体化，配線・配管・スイッチ類

の壁パネルへの内蔵，床のパネル化により現場工事を
大幅削減し，終電から始発の間（約 3 時間）での設置と
トータルコストダウンを可能とした。
（ 2） リユース率 90％，現場廃材約 90％削減を可能とした。
（ 3） 標準床パネル（6 種類）の組合せにより，基本仕様に

て多様な立地への対応を可能とした。
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�高COP機器選定
�最適能力機器選定

関連論文：富士時報 2005.3 p.232-233

図

R-CUBE の完成パース

冷凍用
冷凍機

冷蔵用
冷凍機
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商標または登録商標である場合があります。

