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Improved Reliability of Automatic Vending Machines through Motion Analysis of Product Vending
Mechanism
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缶飲料自動販売機では，販売時に商品が販売機構部で詰まって出てこないなどの不具合が発生しないように，缶飲料の
容器の形状や材質などの多様化に対応した販売機構を提供する必要がある。蛇行した通路形状に商品が収納されるサーペ
ンラックや，フラッパで商品を一つずつ繰り出すベンドメックの機構設計を行うためにシミュレーションによる解析を行っ
ている。容器内の液体や，剛性の低いペットボトルの表面の変形を再現できるように，シミュレーションモデルの工夫を
行い，部品形状や荷重条件のばらつきも考慮した設計を行うことで，信頼性向上につなげている。
To prevent products from becoming stuck inside canned beverage vending machines during vending operations, a vending mechanism
compatible with diverse can shapes of canned beverage and materials must be provided. In order to design a serpentine-type vending rack
on which products are stored and a vending mechanism for discharging products one at a time with a ﬂapper, we performed analyses based
on simulations. A simulation model was devised so as to be able to reproduce the surface deformation of the liquids inside cans and of the
low-hardness PET bottles, and a design taking account of variations in the parts shapes and load conditions was implemented to improve
reliability.
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まえがき

上部より補充された商品の落下姿勢を水平に保持しながら，
下から整列して収納する機能を持つ。サーペンラックの設

清涼飲料水の自動販売機では，商品の販売時に，商品が

計においては，最大径商品に合わせて形成した幅広の通路

収納庫内や販売機構部で詰まって出てこないなどのエラー

に，大小さまざまな商品が投入されても，姿勢を水平に保

がまれに発生し，最悪の場合には機器が停止し，お客さま

つように制御しながら落下させることが重要になる。

の販売機会のロスが発生する恐れがある。このような事態

ベンドメックは，顧客が販売ボタンを押すと，フラッパ

を避けるため，販売動作の中で商品の損傷や詰まりにつな

が回転して一番下の商品以外を押さえつつ，ペダルが回転

がるような，商品の落下・転がりといった挙動の発生を事

することによって，一番下の商品を落下させる（販売す

前に把握し，最適な設計を行うことが重要である。しかし

る）機能を持つ（ 図₃ ）
。ベンドメックの設計では，商品

ながら，商品は容器内に液体が封入されているという特殊
性を持ち，さらには容器自体も年々，形状・材質などが多

図₂

自動販売機内の商品販売機構

様化しているため（図₁ ）
，従来はその挙動を定量的に予
測することが困難であった。

外箱

富士電機では，上述の課題を解決するために，商品挙動
解析技術を構築した。これにより，販売機能の信頼性の向
上と販売機会ロスの低減を狙いとして，商品挙動を予測し

操作扉

て最適化設計ができるようになった。
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商品取出し口

自動販売機の構成と課題

自動販売機の商品販売機構は，商品を収納するサーペ
ンラックと，商品の切出しを行うベンドメックからなる

ガイド

商品投入

（図₂）
。サーペンラックは，その蛇行した通路形状により，
図₁

多様化する飲料商品容器

待機商品
対向板（フラッパと
ともに商品を押さえる板）
補充商品
円弧状通路

フラッパ（待機商品を
押さえる部品）
ペダル

販売商品

（a）サーペンラック

（b）ベンドメック
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ベンドメックの動き

特 集

①販売待機

②ロック解除（商品ボタンオン）

③商品保持

④保持解除

⑤動作完了

積載商品

販売商品

②
フラッパ

ペダル

①

販売商品

ベンドメック

動作時間：約 400 ms

の容器形状・剛性などをすべて考慮して，部材の回転タイ

図₄

一般的な飲料商品のモデリング

ミングや各部形状を適正化する。
しかし，最近の商品は，前述のように，デザイン性重視

中空要素による
容器モデル

による形状の複雑化，低価格化・環境保護のため容器材質

二つのモデルの中心軸を
回転自由に結合

薄肉化に伴う剛性低下により，商品販売機構の中での商品
挙動の把握は，さらに困難となってきている。そこで富
士電機では，顧客の新しい商品に対する販売性能の信頼
性を向上するため，商品販売機構における商品挙動につい
減衰トルクを
容器モデルに付与

てシミュレーションでの性能評価技術の構築に取り組んで
いる。これまでに，サーペンラックにおける商品落下挙
⑴

動解析について取り組んできたが，今回はベンドメックに

中実要素による
飲料モデル

おける商品販売挙動の解析技術の構築を行った。ツール
には，MSC. Software 社製運動解析ソフトウェアの MSC.
〈注 1〉

ADAMS を使用した。
容器内の飲料は回転することなく容器の挙動にほとんど関

3

モデリング

与していないものと想定した。飲料商品モデルを図₄に示
⑴〜⑶

すような構成とした。このモデルの特徴を次に示す。
商品の形状・材質の変化による影響を把握するためには，

⒜

容器モデルを中空円筒の剛体要素，飲料（液体）モ

販売過程における商品の落下や転がり，また，ベンドメッ
ク内の各部リンク機構の動作タイミングを定量的に解析す

デルを中実円筒の剛体要素として見なして構成する。
⒝

容器要素には，実機形状から計算した質量と慣性
モーメントを入力する。

る必要がある。そこで，飲料商品の転がり特性，各リンク
機構の質量特性や働く力の計算を行うだけでなく，物体間
の連係動作を短時間で解析できる運動解析シミュレーショ
ンを用いて，商品や通路部品をモデル化し，三次元挙動解

⒞

各要素はそれぞれの重心を通る中心軸同士を回転自

由に連結する。
⒟

相対回転速度に比例した減衰トルク〔式⑴〕を，容

器要素のみに付与する。このとき，飲料要素は回転し

析を行った。

ない。
₃.₁ 商品のモデリング

⑴

一般的な商品のモデリング

T B＝C B r 2

dθ
…………………………………………⑴
dt

中空物体（容器）と液体（飲料）からなる飲料商品を運

TB

：減衰トルク

動解析シミュレーション上でモデリングするためには，液

CB

：飲料の粘性と容器形状から定まる減衰係数

体をどのように扱うかが課題である。実機での挙動を基に，

r

：容器半径

dθ/dt ：容器モデルと飲料モデル間の相対回転速度
〈注 1〉MSC. ADAMS：米国 MSC. Software Corporation の商標ま
たは登録商標
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回転するペダルの上を転がりながら落下し始める商品の
挙動を実機挙動と解析結果で比較した結果，上記モデル構
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成で同等となることを確認した。これは，円筒型の缶容器
のみならず，角型のペットボトルにおいても，形状の影響
⑵

容器剛性の低い商品のモデリング

₃.₂ ベンドメックのモデリング
図₆にベンドメックの構造を示す。図₃で示したように

待機商品を押さえつつ販売商品を落下させるため，フラッ

最も予測が困難なのは，待機商品の落下による動荷重に

パとペダルをリンク機構により動作させる。この動作は，

よって容器形状が変形するような，柔軟なペットボトル商

フラッパ裏面のカム部（図₇）にソレノイドにより駆動さ

品の販売挙動である。待機商品数の増加に伴い，フラッパ

れる駆動ピンを押しつけることによって実現している。

で押さえられた商品の変形量が大きくなると，フラッパと

一連の動きはソレノイドの吸引特性，構成部品の慣性

対向板の間から商品が抜け落ちてしまい，多重販売といっ

モーメントや摩擦力などの影響により非線形性を伴うこと

たエラーが発生する。このような容器表面の変形を解析す

から，カム形状は複雑な形状となる。これによる力の伝達

るため，商品容器を図₅に示すように，表面を小さな球状

タイミングを精度よくシミュレーションするため，これら

の要素に分割し，それらをばね要素で連結したモデルを構

のリンク機構の各部品の詳細形状，質量，慣性モーメント

⑷

築している。さらに，容器表面の球状要素には，飲料の質

を正確にモデルに反映できるように，三次元 CAD のモデ

量，容器の内圧に相当する力を内側から加わるように定義

ルを中間ファイル（Parasolid データ）に変換して入力す

している。これによって，容器の一部に外部から荷重が加

ることにより作成している。

わると，荷重点を中心にへこむ現象を再現することができ

リンク機構の駆動力となるソレノイドの吸引力の特性は，
測定値より，プランジャー位置と吸引力の関係を関数化す

る。

る（ 図₈ ）
。この関数式に従った吸引力を，ソレノイドの
図₅

通電時間内で発生するように，プランジャーに作用する力

容器剛性の低い商品のモデリング

容器の断面係数やヤング率から
求める伸縮・回転ばねで連結

回転ばね

12 球要素 ×18 列（容器）
＋18 球要素（飲料）

初期圧力
（製造時充填圧力）

図₇

フラッパのカム形状

伸縮ばね

ソレノイド吸引時のピン位置
2D モデル
体積減少分

圧縮ばね保持により, 下面の容器
で増加した
質点にのみに飲料質量を付与

飲料質点

外力

ピンの接触により
トルクが発生

圧縮ばね

平行に並べ, せん断ばねで
連結した胴部モデル

①容器要素モデル

圧力

容器質点

②飲料要素モデル

ピンの挙動軌跡

③内圧要素モデル

ピン初期位置

ベンドメックのリンク構造
ソレノイド
フラッパ駆動ピン

図₈

ソレノイドの特性例
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はほとんどなく，同様にモデリングすることができる。

富士時報

自動販売機の商品販売機構の動作解析による信頼性の向上

Vol.82 No.3 2009

（吸引方向）として定義することより，ソレノイドの動作

メック内の汚れ（摩擦係数変化）などの膨大なパラメータ
を考慮する必要がある（図₁1 ）
。従来は，このようなパラ

を模擬している。

4

ベンドメックの挙動解析

品挙動を評価することも困難であるため，膨大な数の試験
を行い，不具合発生確率の比較により適正化を図ってきた。

これらのモデリング手法を組み合わせることにより，図

本シミュレーション技術の利用を進めることによって，次

₉のような各部リンク機構の時間に対する挙動がアニメー

の効果が得られる。

ションと同時に定量評価することが可能となる。このフ

⑴

設計品質を向上させるため，部品形状，荷重条件など

ラッパ駆動ピンの動きについて，高速度カメラで撮影した

のばらつきに対するロバスト性の評価を並行して進めら

実機挙動とシミュレーションの解析結果のアニメーション

れるので，部品の設計精度が向上する。

を同じ時間軸上で比較したところ（ 図₁0 ）
，ほぼ同じタイ
ミングで動作していることが確認できた。これにより，フ
ラッパのカム形状を変更した際の，フラッパ・ペダルの動
作タイミングについて，試作をすることなく短時間で定量
的に比較を行い，形状検討が行えるようになった。

5

信頼性を向上させるため商品の容器剛性，汚れといっ
たパラメータも自由に変化させて商品挙動を詳細に観察
して（図₁2 ）
，最悪条件を考慮した設計ができる。

⑶

事前にシミュレーションで最悪条件を想定してあるた

図₁₁

量産製品の信頼性を担保するためには，試作評価試験に
おいて，各種商品形状，積載商品荷重，積載状態，ベンド
図₉

⑵

め，完成品の最終評価試験が，条件を絞って行えるので

製品の信頼性向上への取組み
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図₁₀

販売評価に考慮するパラメータ例

フラッパ上における駆動ピンの動き

応力（N）

特 集

メータのセッティングには限界があり，さらに目測で商

待機商品荷重の変化による挙動への影響例

実機挙動とシミュレーション解析結果の比較
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商品変形による
食い込み発生
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省力化ができる。

回計算力学講演会. 日本機械学会. 2003, 発表番号905.
⑷

あとがき

8102.

商品の販売機構の動作解析ができるシミュレーション技
術を確立し，商品の販売機構の動作を把握した開発・設計
により信頼性が向上した。

山田

隆典

今後も，さらなる技術革新と信頼性向上に努め，誰もが

自動販売機，金銭処理関連機器などの研究開発に

安心して商品を購入できるようにして，お客さまの満足度

従事。現在，富士電機アドバンストテクノロジー

向上に努める所存である。

株式会社生産技術センター機器技術研究所副主任
研究員。品質工学会会員。
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