
1　まえがき

グラスフロント型自動販売機は，1997年の市場投入後，

見えている商品そのものを購入できる安心さ，商品が搬出
されるまでの動作の楽しさ，さまざまなパッケージの商品
を販売できる汎用性が認知され，特に乳飲料系自動販売機
の分野では一時 40%を占めるまでに成長した。

近年では，自動販売機を取り巻く状況も変化し，地球
温暖化防止のための CO2排出量削減といった地球規模の

環境問題を受け，自動販売機においても市場から省エネル

ギー（省エネ）対応の要望が強くなってきている。グラス

フロント型自動販売機はその仕様・構造から，一般的な缶
飲料自動販売機と比較すると消費電力量が高く，また，販
売スピード，運用操作の難しさなどの問題も影響して市場

は伸び悩んでいる。

こうした課題に対応し市場活性化を図るために，省エネ，

高速払出し，簡単運用操作，商品視認性向上を特徴とした，

誰にでもやさしい新型グラスフロント型自動販売機「FGE
シリーズ」を開発した。

図1に外観を，表1に仕様を示す。

2　狙　い

さらなる市場活性化の課題は，大きく二つある。一つは

社会的な問題により，消費電力量の絶対値が高い機種の新
規設置が難しくなったことへの対応であり，もう一つは低
下した 1台当たりの売上げへの対応である。そこで，環境

図1　グラスフロント型自動販売機の外観
表1　グラスフロント型自動販売機の仕様

項　目 仕　様

形　名 FGE149 FGE249

庫内冷熱 コールド専用 ホット&コールド

外形寸法 W780×D780（＋105）×H1,830（mm）

製品質量 225kg 230kg

設置環境 屋　内

セレクション数 49セレクション

商品収容数 490個（200ml 紙容器飲料）

販売機構 キャッチャシステム

商品選択ボタン テンキー式選択ボタン

制御方式 分散制御システム

冷却機冷媒 R134a

消費電力 301/304W

断熱扉 フィルムヒータ付きペアガラス扉

照　明 白色 LED（庫外上部+庫内左側面）＋人感センサ
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FGE Series of Energy-saving Glass-front Vending Machines

省エネルギーと 1台当たりの売上げ向上アイテムを盛り込んだグラスフロント型自動販売機「FGEシリーズ」を開発した。

シミュレーションの活用による風周りの最適化，加熱庫と冷却庫の断熱強化，LED照明の効果的な採用などを行い従来機
比で消費電力量を 26〜 30%削減した。搬送動作と払出し動作を集約させた新商品搬送機構と，全段一体型商品収納ラック

の開発により，高速払出しと運用操作性向上を達成した。

We have developed a new series (FGE series) of glass-front vending machines that is energy efficient and incorporates features to boost 
per-machine-sales. By using simulations to optimize the air flow, enhancing the heat insulation between hot and cold compartments and using 
LED illumination, energy consumption has been reduced by 26 to 30% compared to previous vending machines. Quick delivery and improved 
operability are achieved with a new conveyer system, combining conveying motion with delivery motion, and a monolithic-type product 
storage rack.



対応型として省エネを実現させるとともに，売上げ向上ア

イテムを盛り込んだ新型グラスフロント機を開発し，市場
投入することによって，市場の活性化を図ることを狙いと

した。

3　具体的目標

省エネに関しては，2002年に缶飲料自動販売機が「エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）の特
定機器に指定されたのに続き，2007年にはグラスフロン

ト型を含む紙容器飲料自動販売機においても，特定機器に

指定された。この基準値を守ることはもちろん，さらなる

大幅な省エネを実現しなければならない。そこで，ホット

&コールド機においては，消費電力量を従来比 30%削減，

コールド専用機で 25%削減といった，2012年のトップラ

ンナー方式に対応する大きな省エネ目標値を定めて開発を

行った。

また，1台当たりの売上げ向上に関しては，従来から改
良が望まれていた搬出速度，運用操作性，商品視認性を向
上させることが，グラスフロント機の特徴をより効果的に

高めることになると考える。それぞれに，搬出時間は最大
10秒以下，機械設置時の初期設定時間半減，業界一の商
品可視部面積比率といった，高い目標値を定めた。

4　実　施

4.1　全体構成
図2に今回開発したグラスフロント型自動販売機の内部

構造を示す。商品はベルト搬送可能な商品収容棚に奥行き

方向に並べて収容される。商品収容庫は断熱層で囲まれ，

庫内は冷蔵保存で全体冷却もしくは上部 2段の次販売商品
を加熱保存している。庫内にある次販売商品が，直接購入
者に見えるよう正面は断熱ガラス扉とアクリル電照板によ

り透過させている。商品は水平－垂直（X－Y）搬送可能
なバケットによりラックから取り込み，取出口に搬出する。

4.2　省エネルギー

ホット &コールド機の，消費電力量を従来比 30%削減，

コールド専用機の 25%削減といった，大きな省エネ目標
をクリアするためには，電力の消費にかかわる，冷却や加
熱，断熱，照明，ガラスの防露などの機能は，従来の延長
ではなく抜本的に見直すことが必要である。そこで R134a
冷媒の冷却ユニットの採用や，庫内気流の最適化，LED
照明の採用を行った。ホット &コールド機では，加熱庫
と冷却庫間の断熱向上も図った。

⑴　冷却加熱気流の抜本的見直し

従来型と FGEシリーズの，冷却と加熱のダクト構造と

空気の流れを図3に示す。従来の冷却庫は，冷気を右側ダ

クトから吹き出し，手前の商品搬送バケット通路を吸込み

ダクトとして蒸発器に戻していた。この方式は，左奥側
商品へ直接冷気が当たらないため商品温度の均一化が難し

く，また，冷気はガラス扉に沿って流れるので，ガラス面
が冷やされ，結露による曇りを防止する分のガラスヒータ

の電力を消費していた。そこで，商品温度のバラツキの低
減，ガラス面の最大風速の低減による消費電力低減を目的
として，庫内気流シミュレーションを行って，最適な空気
の流れを解析し，ダクトの構造を決定した（図4）。

FGEシリーズの冷却庫は，すべての商品に冷気を効率
よく当て，さらにガラス面の曇り防止ヒータの容量を押さ

えるために，冷気を左側面から吹き出し，右側面から蒸発
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図2　グラスフロント型自動販売機の内部構造
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図4　気流シミュレーション（3段目商品上の温度分布）
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図3　 従来型と「FGEシリーズ」の冷却加熱ダクト構造と空気
の流れの比較
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器に戻す流れとした。左側ダクトは，次販売商品側への風
量増大と，各段で風量差が大きくならないようにダクト内
に仕切板を設け，吹出し穴の位置や大きさも最適化した。

また加熱庫は，従来では手前上部から吹き出して，成り

行きで戻っていた。手前上部より吹き出して左側面に戻す

流れとしたことにより，低風量での次販売商品の加熱が可
能となり，加熱ヒータの容量を小さくすることができた。

⑵　冷却庫と加熱庫の断熱
冷却庫と加熱庫は，仕切板によって断熱している。左右 

のダクトも仕切板によって仕切られるが，従来構造では，

可動部にわずかな隙間（すきま）が存在していた。

今回，この隙間を覆った場合の省エネ効果を確認するた

めに，気流解析にて開口率と漏れ風量および通風抵抗の関
係を算出し，実験によって得た漏れ風量から通風抵抗を推
算して気流シミュレーションに適用した（図5）。

シミュレーション解析の結果，省エネへの有効性があ

ると判断し，FGEシリーズのホット &コールド機の冷却
庫と加熱庫の隙間は，ブラシ状の遮蔽（しゃへい）物にて

覆った。

⑶　LED照明
消費電力低減のために，商品の照明は白色 LEDを採用

した。上部庫外に 5Wのユニットが一つ，庫内左側面に

5Wのユニットが一つと少ない数でクリアな視認性を実現
している（図6）。通常，庫内に照明を配置すると，正面
ガラスの光の反射がなく，クリアに商品が見える一方，照
明自体の発熱により庫内温度が上昇する。それを冷やすた

め冷凍ユニットの消費電力が高くなる。従来の蛍光灯と比
較して発熱量の小さい LEDの採用は，照明を庫内に入れ

ることによる消費電力アップの抑制にも貢献している。し

かも，照明自体も通常は点灯させず，人感センサにより商
品選択時のみ点灯させることができるシステムも採用して

いる。

4.3　1台当たりの売上げ向上

1台当たりの売上げ向上策としては，販売時間が長いこ

とによる購入機会損失を抑制するための商品高速払出し，

運用者の操作ミスによるトラブル停止を防止するための操
作性向上，顧客の商品選択がスムーズに行えるために商品
視認性向上が有効と考えた。

⑴　商品高速払出し

新搬送機構の開発により，移動，取込み，払出しの各工
程において大幅な時間短縮を行った。従来構造では約 15
秒かかる販売時間を，最長でも 10秒以下での販売を可能
とした。

商品搬送機構を図7に示す。商品の搬送は，少ない構成
部品で多セレクションの販売が可能であり取出口のスペー
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図5　ブラシ状遮蔽物の通風抵抗

（a）上部照明（庫外設置） （b）側面照明（庫内設置）

図6　LED照明
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ス縮小に効果的である，陳列商品を取出口まで受け渡すバ

ケット方式を採用した。商品の取出口への搬出を，バケッ

ト下降動作を利用して強制的に払い出すことにより，搬出
の安定と時間短縮を両立させた（図8）。

⑵　簡単運用操作
自動販売機の運用操作には，設置時や商品変更時に行う

設定変更操作と，商品補充や金銭回収などの通常運用操作
がある。

設定変更操作に関しては，グラスフロント型自動販売機
の特徴の一つである，高い販売商品汎用性を実現させる手
段として，商品の形状や特徴によって，ラックの幅寸法や

取込み制御などの設定を変更し実現させている。以前から

さまざまなパッケージの商品に対応できる一方，その設定
操作やラックの構造が複雑で分かりにくいという声もあっ

た。FGEシリーズは，シンプルで分かりやすい棚構成に

より，設置時の初期設定や商品変更時の設定変更を容易に

し，目標の初期設置時間の半減を達成した。

商品を収納するラックは，従来機と同様のバケットから

駆動を伝達させて商品を搬送するベルト搬送式である。商
品収納幅の変更操作では，従来必要としていたベルト部の

移動は不要で，仕切り部品の取付け方向の変更だけで変え

られる構造とした（図9）。

通常運用操作での商品補充作業は，商品収納ラックが構
成されている棚を手前に引き出して行う。

最上段は従来，補充時に奥まで手が届くように，引き

出すと手前下方に大きく傾く構造で，商品満載後の収納に

力が必要なことから 2〜 3列程度の分割構造となっていた。

FGEシリーズは，段一体での引出し操作で商品補充が可
能なように，引出し後は下段と同じ角度と，大きく傾く角
度の 2段階で固定できる構造とし，収納を補助する取っ手
を新たに設けて，軽い力で棚を収納できる機能を付加した

（図10）。これによりほかの段と同様の一体引き出し操作が

可能となり，通常運用操作の効率向上が実現した。

⑶　商品視認性向上
操作部を立体的に構成しコンパクトにまとめたことによ

（a）幅狭設定（仕切板：横向き）（b）幅広設定（仕切板：縦向き）

幅広
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図9　商品収納ラックの通路幅変更操作

（a）下段と同じ角度 （b）大きく傾く角度

従来型の最上段ラック
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図10　従来型と「FGEシリーズ」の最上段ラックの構造

図11　外扉デザインとバケット演出照明イメージ

（a）正　面 （b）背　面
LED照明

図12　バケット内 LED照明
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り，全 7段中売れ筋である上部 4段の商品がすべて正面か

ら視認可能とした。

操作部を一体成型の樹脂パネル内に集約し，お金の投
入から商品選択，商品の取出しまでスムーズな動線とした。

また，バケット内と取出口に LED照明を設け，商品の動
きに合わせて光もリレーするような演出も付加した（図11）。

バケット内の LED照明は，バケット内部全体を照らす

ように左側面に配置しており（図12），バケット移動中は

点灯，バケット内に取り込む動作中は点滅といった演出も

可能としている。

5　結　果

目標として掲げた，対前年消費電力量のホット &コー

ルド機 30%削減，コールド機 25%削減，搬出スピードの

最長 10秒以下，機械設置時の初期設定時間の半減，業界
一高い商品可視部面積比率は，すべてにおいて達成できた。

市場評価も良好であり，狙いとした市場活性化に貢献でき

ると確信する。

6　あとがき

本機は，現在展開している市場のみならず，販売商品
の汎用性の高さや，省エネルギー，高速搬出，簡単操作と

いった特徴をもとに，新顧客や海外，菓子併売など新市場

に，訴求できるものと考える。

今後は，販売可能商品の拡大対応や，さらなる省エネル

ギーに取り組み，グラスフロント型自動販売機においての

確固たる地位を築いて，自動販売機全体の活性化に貢献し

ていく所存である。
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




