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　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。

　主力である飲料自動販売機は，冷夏による飲料メーカー

や自動販売機オペレーターの需要が停滞し，2006年度上
期（4〜 9月）の業界出荷台数は前年同期比 92%にとど

まっている。食品自動販売機については，交通系やコンビ

ニエンスストアなど市場拡大の兆しがある。

　一方コールドチェーン機器については，スーパーマー

ケット分野で小売り市場の縮小による影響が出ているが，

今後は店舗のトータルソリューションの需要増に期待して

いる。

　富士電機は商空間にかかわる市場，特に小売り分野の動
きをとらえ，利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

可能にする商品と技術の開発を進めている。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，地球温暖化係数
がゼロに近い自然冷媒である CO2を冷媒としたノンフロ

ン対応自動販売機をわが国で初めて製品化するなど，環境
に適合する自動販売機の開発を進めてきているが，さらに

シリーズ化を進め，本格的な普及が始まった。

　一方，社会的役割を高めた自動販売機の開発を進めてお

り，停電時にも飲料提供を行える内蔵式電源の災害救援型
自動販売機や募金活動にも支援が可能な自動販売機，また

AED（自動体外式助細動器）を搭載した自動販売機など

の開発を行った。このほか ITを適用したものや視界を妨
げないローハイト機，ユニバーサル対応など高付加価値の

特殊機が好評を博している。

　食品自動販売機においても，幅広い商品形状への対応が

求められ，機種構成や性能を大幅に向上させた新型汎用食
品自動販売機「FOOD-X」を開発した。またアイスクリー

ムなどの冷凍商品が見える汎用 VIEW自動販売機を業界
に先駆けて開発した。

　カップ自動販売機では，フローズン飲料対応，大型液晶
パネルの採用などにより高付加価値機能を実現している。

　たばこ自動販売機では，成人識別機能が 2008年には本
格稼動となるが，非接触 ICカード R/Wを搭載して，こ

の機能を実現している。

　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
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
舗の省エネルギーにも積極的に取り組んでいる。その取組
みに応え，デシカント空調システムと店内給排気システム

を開発した。

　また，ショーケースの消費電力を 10%削減するなどの

効果を可能とする電子膨張弁応用システムを開発している。

　カフェや商業施設内店舗などの建築工事において，工期
の短縮，リユース率の向上，低コスト化のできる「エコロ

ユニット」（ユニット・パネル）が，リデュース・リユー

ス・リサイクル推進協議会より表彰を受けた。今後，ます

ます環境を意識した店舗建築のソリューションとして期待
されている。

　通貨・カード機器の分野では，紙幣や硬貨の識別性能の

向上のための技術開発を継続的に進めている。近年では，

さらに入金，金額計数，出金までを自動化したつり銭機を

開発し，流通分野での導入が加速しつつある。

　一方，電子マネーや交通系カードなど，Felica技術によ

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

いる。富士電機はこれまで，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電子マネー決済端末やチャージ

機を市場に送り出してきた。

　今後，電子マネーと連携したポイントやクーポンな

どの各種サービスの拡大が予想される。後払い方式の

QUICPay対応決済端末やモバイルの決済対応など，さら

に新しいサービスに対応した端末やアプリケーションの開
発を進めている。

　以上，当部門の市場と開発の概要を述べたが，今後とも

顧客，利用者，社会とともにあって，環境と人に優しい商
品作り，快適な商空間創（づく）りに努めていく所存であ

る。

流通機器システム

自動販売機

フードサービス機器

通貨・カード機器

店舗設備機器
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　災害救援型自動販売機

　成人識別機能付きたばこ自動販売機

　新型汎用食品自動販売機「FOOD-X」

図１　災害救援型自動販売機用電源

New
Tobacco
Style!

図2　成人識別対応たばこ自動販売機

図3　新型汎用食品自動販売機 FOOD-X

　富士電機では，2005年に，災害による停電時にも自動
販売機からの飲料供給を可能にする災害救援型自動販売機
を製品化した。2006年には自動販売機専用の新電源装置
を開発し，その電源を搭載した災害救援型自動販売機を製
品化した。特徴は次のとおりである。

（1） 　電源装置のバッテリーにニッケル－水素電池を採用し

て小型化し，自動販売機本体へ内蔵とすることで，設置
先の条件（屋内設置など）をなくし，屋外使用を可能に

した。電池の交換寿命の点でも，鉛電池の 1.5倍の長寿
命化を実現している。

（2） 　ニッケル－水素電池により，鉛などの有害物質を使用
しないため，自動販売機の有害物質削減方針に合わせた

環境に優しい設計となっている。

　たばこ自動販売機は，TIOJ（日本たばこ協会），全協
（全国たばこ販売共同組合連合会），JVMA（日本自動販売
機工業会）の 3団体にて，成人識別機能の導入が決定され，

規格化，開発が進められてきた。

　成人を判別するために ICカードが採用され，そのカー

ドデータを読み込むための非接触式 ICカード R/Wを搭
載し，さらに利便性を上げるためにプリペイド方式の電子
マネー機能やセンタとの通信機能も有する。電子マネー機
能を搭載することにより，そのコントロールボックスには，

高いセキュリティ機能が要求され，それを具現化し他社に

先がけて開発を完了した。富士電機では，2008年からの

一斉稼動に向けて，2006年 8月から，成人識別機能を搭
載した新規のたばこ自動販売機の量産を開始した。

　汎用食品自動販売機では，パン，おにぎりなど形状の異
なる幅広い商品群を対象とした高い搬出信頼性が求められ

ている。さらに，設置場所の拡大が図れる小型機の需要も

広がってきた。こうした市場要求に応えた新型汎用食品自
動販売機「FOOD-Xシリーズ」を開発した。

　主な特徴は以下のとおりである。

（1） 　設置しやすい本体幅 824mmの小型機，オペレーショ

ン効率が上がる本体幅 999mmの大型機の 2機種構成
（2） 　新規開発の商品搬出機構と商品搬送機構の組合せによ

り汎用性，信頼性を向上
（3） 　販売時間を従来機の 20秒から 9秒に短縮
（4） 　エレベータ機構により商品を優しく取出口へ搬送
（5） 　12対のセンサにより商品の搬出完了を確実に検知

自動販売機
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　冷凍汎用VIEW自動販売機

　新型ローハイト自動販売機

　高付加価値カップ自動販売機

図4　冷凍汎用VIEW自動販売機

図5　新型ローハイト自動販売機

図6　高付加価値カップ自動販売機

　従来の冷凍系自動販売機は，販売できる商品が自動販売
機専用であり，販売コラムもそれに合わせて専用化してい

た。近年，販売商品の多様化に伴い，市販のさまざまな商
品を販売可能にした冷凍系としては業界初の汎用 VIEW
自動販売機を開発した。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　販売商品の多様化に対応できる，横置きスパイラル

ラックの採用とスパイラル交換の容易化，セレクション

数可変のラック間仕切り設定構造
（2） 　フレーバーパネルを不要にできる VIEW型デザイン

の採用
（3） 　ワイド感あふれる横一列型操作部デザインと視認性の

よい新型テンキー押しボタンの採用
（4） 　商品を優しく搬送する冷凍庫内搬送機構

　大型店舗の中心部や駅構内などのロケーションでも視界
を妨げることなく設置可能な短身型自動販売機の構造を一
新し，人目を引くデザインと操作性の向上を図る新型ロー

ハイト自動販売機を開発した。特徴は次のとおりである。

（1） 　キャビネットおよびメインドアのコーナー部を R形
状化，見た目に優しいラウンドデザイン 

（2） 　全周をキャビネットで覆うインナードア構造化
（3） 　コインの投入や返却，紙幣の挿入に操作アシストガイ

ドを有したユニバーサル対応
（4） 　商品搬出時，取出口扉を自動開閉
（5） 　ショート庫内における最適運転化による省エネルギー

（6） 　新五重ローラック搭載によりセレクションアップ

（7） 　ディスプレイ内部に奥行設定可変のつり下げ POP装
備

　2005年に，デザイン（一般，ユニバーサルデザイン），

機能（飲口付キャップの自動装着，販売時間短縮など）を

一新した新シリーズ機を市場展開した。さらに，2006年に，

高付加価値機能を追加し，ロケーションに合った多様な機
種の展開を図った。

　主な特徴は次のとおりである。

（1） 　フローズン飲料の氷を微細化する機能を搭載し，食感，

味覚を向上
（2） 　ストローの自動装着機能を搭載し，飲料の高級感によ

る高売価飲料を実現
（3） 　大型液晶タッチパネルでの商品選択により，消費者と

のコミュニケーションツールとして，集客力を向上

自動販売機
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フードサービス機器

　自動販売機搭載用硬貨識別装置

通貨・カード機器

POS・クレジット端末接続用端末 自動販売機用端末

　新型自動給茶機「Eco茶友」

　QUICPay 対応決済端末機器

図7　新型自動給茶機 Eco茶友

図8　POS・クレジット端末接続用端末と自動販売機用端末

図9　自動販売機搭載用硬貨識別装置（FMVT451）

　給茶機は食堂などのロケーションを中心に展開してきた

が，現在は小規模なオフィスや待合室などにも設置される

ようになった。今回，オフィス環境にもふさわしい斬新な

ニューデザインとエコロジーを追求した自動給茶機「Eco
茶友」を開発した。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　メタリックグリーンの扉パネルデザインとして飲料イ

メージが一目で分かる大型フレーバーを採用した。

（2） 　丸型ボタンに高輝度 LEDを採用してホット飲料
（赤）・コールド飲料（青）の選択を分かりやすくした。

（3） 　モータ部の運転制御の効率化と省エネルギータイマ運
転制御により従来比で約30%の省エネルギーを達成した。

（4） 　排水バケツのセット忘れ防止機構，キーボードのリモ

コン化の採用により取扱い性を向上させた。

　ポストペイ（後払い）方式の非接触 IC決済サービスで

ある QUICPayに対応した，POS・クレジット端末接続用
端末と自動販売機用端末を開発した。主な特徴を以下に紹
介する。

（1） 　制御部と接客部の分離構造で小型・省スペースを実現
（2） 　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
（3） 　不正利用防止，データ保護のための高度なセキュリ

ティ機能を実装
（4） 　複数の非接触 IC決済サービスを搭載可能な，ハード

ウェア/ソフトウェアプラットフォームを実現
（5） 　独自の RF技術による高性能アンテナを搭載

　最近では，たばこ自動販売機に代表されるように，販売
価格が多様であるため，以前に比べコインメックへの入
出金硬貨が飛躍的に多い自動販売機が増加している。また，

自動販売機オペレーターの人材確保面から，「誰でも容易
に扱えるコインメック」が望まれている。これらの要望に

応えるため，次の特徴を有する製品の新規開発を行った。

（1） 　市場返却品の解析と，構造および部品レベルでの徹底
的な仕様の見直しにより，品質・信頼性をさらに向上さ

せた。

（2） 　フロントカバーの開閉機構の見直し・カセットチュー

ブの文字の視認性アップなど，取扱い性を向上させた。

（3） 　機能設定スイッチに，簡易操作モードを装備した。

（4） 　自動販売機制御部との連携により，トラブル発生時の

日時データと動作ログを記憶し，故障解析を容易にした。
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通貨・カード機器

　デシカント空調システム

店舗事務所 景品カウンター

コンソール

音声ユニット

サーバ
プリンタ

運用端末

島 島
台コントローラ 台コントローラ

ホール

島コントローラ

店舗設備機器

電子膨張弁応用システム

ショーケース制御情報

ショーケースシステム
コントローラ

電子膨張弁制御
スレーブ

電子膨張弁

ショーケースコントローラ
（Rマイコンコントローラ）

低圧圧力設定制御
冷凍機制御情報

冷凍・冷蔵ショーケース

冷凍機

　ホールコンピュータシステム「FViBe システム」

　電子膨張弁応用システム

デシカントエアを店内へ供給

給気口

給気ダクト

ハイブリットデシカント空調ユニット
①除湿ロータとプリクーラの
　ハイブリット化
②ショーケース排熱の利用

平行副流方式ブリーズライン

給気口ダクト断面
分流板

遅い 遅い
負圧

縮流→直進性向上

店内空間をゾーン化し，
温度場・湿度場の最適化

デシカント空調ユニット

新開発給排気システム

オール電化対応デシカント空調ユニット
①低温再生可能な新開発除湿ロータの採用
②ヒートポンプ内蔵によりオール電化対応

速い

図10　FViBe システムの全体イメージ

図11　電子膨張弁応用システム構成

図12　デシカント空調ユニットと店内給排気システム

　パチンコホールにおいては，システムの統合化，設備機
器全般を同一メーカーで統一するトータルシステム化の需
要が高まるとともに，さらなる効率化向上が求められてい

る。今回，この課題に対応すべくホールの経営管理を行う

「FViBeシステム」を開発した。主な特徴は次のとおりで

ある。

（1） 　同一サーバで管理するリアルタイムデータと分析デー

タをもとにした店舗の経営状況分析および機種ごとのト

レンド分析（稼動比較，売上げ比較）機能を実装
（2） 　項目名称の使い慣れたものへの変更，機能ごとの最大
3種類のオリジナル帳票の作成などの柔軟性を実現

（3） 　不正アクセス，誤作動抑止のために高度セキュリティ

機能を実装

　近年，スーパーマーケットにおいても，地球環境問題へ

の対応として脱フロンや省エネルギーの推進が要請されて

いる。今回，その対応として電子膨張弁応用システムを開
発した。主な特徴は，次のとおりである。

（1） 　ショーケース本体として，電子膨張弁利用により使用
冷媒の多様化に対応し，加えて新開発の流量制御式の温
調制御，低過熱度維持制御により，冷却効率も改善した。

（2） 　従来の冷凍機低圧圧力制御システム「エコマックスV」 
をベースとし，新たに流量制御式の温調制御に対応した

冷凍機低圧圧力の設定制御機能を開発した。結果，従来
システムに比べ，年間消費電力を 10%削減可能とした。

（3） 　本システムの適用により，ショーケース庫内温度の高
精度管理を実現した。

　近年，要冷ショーケースを設置している食品スーパー

マーケットを中心に，「店内空間の環境改善」と「店舗全
体の省エネルギー」のニーズが高まっている。今回，大量
の外気を導入しながら店内の温湿度を効率的に制御するこ

とができるデシカント空調ユニットと店内給排気システム

を開発した。主な特徴は次のとおりである。

（1） 　店舗内にデシカントエアを最適に供給し，温度場・湿
度場改善が可能な新給排気システム

（2） 　除湿ロータとプリクーラとの組合せで除湿性能を向上
させ温湿度制御も可能とし，さらにショーケース排熱を

利用したハイブリットデシカント空調ユニット

（3） 　新開発の低温再生可能な除湿ロータとヒートポンプを

内蔵したオール電化対応のデシカント空調ユニット
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