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小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
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原料の調合からミキシングまで，一杯ごとにカップ内でおいしく調理します。 

カップマイスター  
カップ式ホット＆コールド自動販売機 

カップ内ミキシングシステム 
 

カップがキャニスタ部 
に移動します。 

砂糖・クリームのシュート 
から，カップ内にパウダー 
が入ります。 

カップが調理部に移動。 
ブリュアで抽出された 
コーヒーが入ります。 

パドルが飲料をかく 
はんします。 

別工程で調理したホイッ 
プクリームが飲料にトッピ 
ングされます。 
 

飲料完成。取出口ステー 
ジにカップが移動します。 

例：レギュラーコーヒー 

この製品を製造している 
富士電機三重工場は環境 
マネジメントシステムISO14001 
の認証取得工場です。 
登録番号：EC97J1001　 
登録年月日：1997年4月21日 

おいしさの新機構「カップ内ミキシングシステム」では，原料の調合からかく 

はんまでのすべての工程をカップ内で行い，そのまま取出口へ。ミキシング 

ボール式に比べ，人がつくる手順により近づき，ホットもコールドもそれ 

ぞれの風味が引き立つ最良の方法で，一杯ごとに調理。シェークなど 

粘度の高い飲料をはじめ，いちだんと豊富なバラエティに対応します。 

メンテナンスも簡単なので，いつも清 

潔な状態が保てます。環境にもやさ 

しい26％の節電運転が可能です。 

お問合せ先：富士電機冷機株式会社 食品機器第二本部 電話（03）5818-2063

72-8表2/3  08.2.14  1:46 PM  ページ1



目　次

マーケティングと自動販売機 412（2）
恩藏　直人

自動販売機の現状と展望 413（3）
平野由美子　・　太田　篤幸　・　岩本　昌三

500 mLペットボトル販売対応の缶自動販売機 417（7）
脇　憲太郎　・　倉　　　馨

缶自動販売機の省エネルギー技術 422（12）
近 藤 悟　・　前川　智律

缶自動販売機のライフサイクルアセスメント 427（17）
木村　幸雄　・　冠野　恭範　・　長谷川陽子

カップミキシング式自動販売機の新シリーズ 432（22）
濱本　賢一　・　和田　雅之　・　竹林　正弘

シースルー自動販売機 437（27）
冨 永 博　・　西 正 博　・　的場　一嘉

たばこ自動販売機の新シリーズ 442（32）
宮尾　哲也　・　田村　嘉忠　・　柴田　義人

SS無線応用自動販売機情報収集システム 446（36）
杉野　一彦　・　畠内　孝明

電子マネー対応自動販売機 450（40）
川崎　治夫　・　槙田　幸雄　・　池田　文幸

ポイントカードリーダライタ 455（45）
堂面　俊則　・　宮坂　和好　・　千國　量也

硬貨一括投入処理ユニット 457（47）
大 藪 博　・　西山　高志　・　飯 嶋 茂

フローズン飲料ディスペンサ 460（50）
長 崎 正　・　影山　利之　・　竹中　勝巳

フォーミングレスバルブ搭載新形定量注出生ビールディスペンサ 463（53）
山下　智弘　・　小 川 正　・　鴻巣　直広

瞬間冷却機構搭載自動給茶機 467（57）
佐藤　俊博　・　西山　章雄

自動販売機特集

最近登録になった富士出願 426（16），459（49）

技術論文社外公表一覧 466（56）

最近，バリアフリー，ユニバーサルデザイ

ンなどで代表されるように，環境・福祉を含

めた「やさしさ」が社会全体のキーワードと

なっている。多くの人が利用する自動販売機

は公共的要素も強く，やさしさへの対応がい

ち早く求められる。

富士電機はこのような要請にこたえるため

に，1992年から車いす利用者が利用しや

すい自動販売機を商品化し，今日に至ってい

る。

表紙写真は「車いす利用者のみならず，だ

れもが使いやすい」をコンセプトに企画開発

した「新ハーティシリーズ」自動販売機とそ

の利用状況をイメージ的に表現したものであ

る。病院を中心に大勢の人が集まる公共施設

などへの設置を想定している本機は，硬貨を

まとめて投入しても処理できる機能など，さ

らに豊富な「やさしさ」を備えた商品である。

表紙写真



我が国の自動販売機（自販機）は独自の進化を遂げ，ビッ

グ・ビジネスへと成長してきた。自販機による年間売上高

は 6兆 7千億円にも及び，コンビニエンス・ストアの 6兆

１千億円を上回る値となっている。あのコンビニエンス・

ストアを凌ぐともなれば，これは当然，無視することがで

きない。自販機とは一大流通手段なのである｡

普及台数をみても 550 万台で，これは約 7世帯に 1台の

割合となる｡アメリカの 679 万台には及ばないが，人口や

国土面積を勘案すれば，日本は世界一の自販機大国といえ

る。缶コーヒーのように，商品によっては販売量の 7割を

自販機ルートが占めるといった場合もある。多くの日本人

にとって自販機とは，最も身近な購入先であり，生活に融

け込んでいるといっても過言ではない。

上で挙げた数字をみれば，自販機がビジネスの世界でい

かに大きな意義を有しているかは明白だ。ところが不思議

なことに，マーケティングといった視点から，自販機が研

究対象とされることはほとんどなかった。金銭選別機の発

展はもちろん，エコベンダーの登場やインバース・マニュ

ファクチャリングへの移行からもわかるように，自販機に

対して工学的研究が進められてきたであろうことは容易に

想像できる。技術面での研究は進んでいても，マーケティ

ング面での研究はほとんど進んでいないのが現状なのだ。

もう一つ，マーケティングにおける自販機研究の重要性

を示す数字がある。日本経済新聞社の記事検索システム

（日経テレコン）による，「自動販売機」というキーワード

を含む記事件数の変化である。日本経済新聞，日経産業新

聞，日経流通新聞，日経金融新聞の 4紙で，1988年に登場

した自販機の記事件数は 202 件。これが1993年には 356 件

になり，1998年には 392 件となっている。明らかにこの10

年間で，自販機に関する記事は増えていることがわかる。

上記 4紙の記事は，様々なビジネスの動きを記者が追い

かけたものである。動きがある分野ほど，当該分野に関す

る記事件数は一般に多くなる。とすれば，自販機の動きは

この10年間で，明らかに激しくなっていることになる。

これまでは清涼飲料水，タバコ，乗車券など，自販機で

扱われる商品は限られていたため，「自分の業界とは無縁

だ」と考える人々も少なくなかった。ところが今日では，

花束，保険，CD，ドリンク剤など，急速に自販機の守備

範囲は拡大している。「ロボショップ」のように，全体が

ある種の自販機といった店舗も登場している。もはや特定

業界の限定された流通手段ではなく，様々な商品やサービ

スの流通手段へと変化しているのだ。

スーパーマーケットやコンビニエンス・ストアにおいて

は，様々なマーケティング研究が極めて緻密に実施されて

いる。例えば，陳列場所による販売量の変化，店内広告

（POP）による販売量の変化，店舗内で流れている音楽

（BGM）の種類や音量の高低による購買行動の変化，など

だ。ところが，自販機に対するマーケティング研究はほと

んど実施されていない。消費者によるコンビニエンス・ス

トアと自販機との使い分けすらわかっていない。我が国に

おける自販機の真の発展を考えるならば，工学的な研究ば

かりではなく，マーケティング面からの研究が急務である

だろう。

もちろん，自販機を販売手段として捉えるだけでは不十

分である。1980年に登場した当たりくじ付きの自販機では，

およそ50回に 1回の割合で当たりが出た。単なる販売機能

だけではなく，プロモーション機能をも備えていることに

なる。電光掲示板で中味商品のコマーシャルを流し，通行

人の注意を引こうとする自販機もある。これは，広告機能

を備えていると考えられる。つまり自販機 1台で，様々な

マーケティング機能を果たしているわけだ。このことは，

そのまま自販機のマーケティング研究課題が豊富であるこ

とを意味している。

自販機の技術革新が進められてきた今世紀に対して，21

世紀は，自販機マーケティングにおける革新の世紀になる

かも知れない。

マーケティングと
自動販売機

恩藏　直人（おんぞう　なおと）

早稲田大学商学部教授 博士（商学）
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平野 由美子

自動販売機全般のデザインおよび

新商品の企画，開発業務に従事。

現在，富士電機冷機（株）商品企画

本部副本部長。

太田　篤幸

自動販売機・コールドチェーン機

器などの研究開発企画管理および

新商品企画と事業化推進に従事。

現在，流通機器システムカンパ

ニー技術統括部参与。

岩本　昌三

瓶・缶などの自動販売機の開発業

務を経て，新分野商品の開拓業務

に従事。現在，三重工場第二設計

部長。
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1998年末の日本国内における自動販売機および自動サー

ビス機の普及台数は，約 550 万台である。そしてこれによ

る年間の中身商品の売上げは，約 6兆 9,000 億円となって

いる。国民23人に 1台の割合で普及し，国民一人が年間に

5万 4,000 円以上の買物をしたことになり，今や自動販売

機は国民生活に完全に溶け込み，日常生活に欠かせない役

割を果たしているといえる。

一方，自動販売機の国内市場は，1989年に生産・出荷の

ピークを迎えて以降，バブル経済の崩壊など国内経済悪化

の影響を受けるなかで，対前年比で下降を続けてきたが，

幸いなことに1994年を底として1998年までは対前年を上回

る水準を維持してきた。自動販売機業界では，すでに市場

は飽和しており，買換え需要に大きく支えられていること

によるものである。すなわち，買換え需要のサイクルはほ

ぼ 5，6年で回っていたといえる。

本稿では市場動向や，一段と厳しさを要求されつつある

環境変化にどう対応していくのかといった視点から，自動

販売機産業の推移，富士電機における商品化への取組み，

将来展望などについて述べる。

自動販売機産業の現状と推移

自動販売機の機種別普及状況を図１に，中身商品別自販

金額と構成比率を図２に示す。また，自動販売機の年別普

及台数および年間自販総金額の推移を図３に示す。

さらに表１には，1996年度から1998年度までの 3か年に

わたる自動販売機の機種別出荷統計を示す。

自動販売機産業の現状を表１の機種別出荷統計表で見る

と，この 3年間は台数，金額ともに対前年を上回る伸びを

示している。飲料・食品自動販売機に限って，1993年まで

さかのぼって見ると，図４に示すように，1994年を底とし

台数，金額とも前年を上回る傾向を示している。しかし，

この図から台数の伸び率と金額の伸び率との間に乖離（か

いり）が見られることに気が付く。これは，1995年から世

の中の価格破壊の影響が自動販売機産業にも波及してきた

ことを示している。図５は缶自動販売機の一つの形式につ

いて，年ごとの機能アップコストと商品価格について，そ

の推移を比較したものである。年ごとに機能アップを図り

ながら，顧客の価格ダウン要求に対応するため，富士電機

ではコストダウン活動を精力的に行ってきた。

今後の自動販売機産業を推測してみると，買換え需要の
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平野 由美子（ひらの　ゆみこ） 太田　篤幸（おおた　とくゆき） 岩本　昌三（いわもと　しょうぞう）

　　たばこ 
　自動 
　販売機 
527,200台 
9.6% 
 

自動サービス機 
1,229,300台 
22.4％ 

その他の 
自動販売機 
922,500台 
16.8%

飲料自動 
   販売機 

2,607,500台 
47.4％ 

総台数 
5,500,400 
台 

清涼飲料 
 38.1％ 

酒，ビール  
2.8％ 

コーヒー， 
ココア 3.4％ 

牛乳  
3.1％ 

食品自動販売機 
　172,700台 
　3.1％ 
　　ガム，キャンディほか 1.2％ 
　　パン，ケーキ，弁当， 
　　めん類ほか 1.1％ 
　　アイスクリームほか 0.8％ 

券類自動販売機 
　41,200台 
　0.7％ 
　　乗車券 0.3％ 
　　食券，入場券ほか 0.4％ 

切手，新聞， 
雑誌ほか 0.2％ 
かみそり，靴下ほか 2.4％ 
生理・産制用品 1.2％ 
乾電池，がん具， 
カードほか 13.0％ 

両替機 1.6％ 
パチンコ玉貸機ほか 0.7％ 
コインロッカ， 
パーキングメータほか 20.1％ 

図１　自動販売機の機種別普及状況（1998年12月末現在）

（日本自動販売機工業会資料による）

飲　　　　　料 30,308

食　　　　　品 1,211

た　　ば　　こ 16,278

券　　　　　類 16,704

そ　　の　　他 3,511

自動サービス機 

43.9%

1.8%

23.6%

24.2%

5.1%

1.4%958

（単位：億円） 

図２　自動販売機の中身商品別年間自販金額・構成比

（1998年 1～12月）（日本自動販売機工業会資料による）



自動販売機の現状と展望

サイクル的視点からは，ここ 1，2年間は横ばい傾向にあ

ると考えられるが，現実はすでに出荷台数で前年割れの状

態となっている。一方，景気回復の兆しが見えないなかに

も，規制緩和によるドリンク剤の販売が自動販売機で可能

になってきたこと，あるいはペット容器入り飲料が自動販

売機で販売されるようになってきたことなど，自動販売機

産業にとって明るい材料がそろってきていることも見逃せ

ない。そして，これらのことに期待したい。

富士電機における自動販売機の現況

富士電機では，主として飲料・食品自動販売機の分野，

たばこ自動販売機など各種物品自動販売機の分野，および

フードサービス機器の分野，さらに通貨関連機器や自動販

売機 POS（Point of Sales）システムなど周辺機器の分野

を手がけている。これらの分野に対する社会的要請を含む

市場ニーズ，およびそれらに対応した新商品開発の現況に

ついて述べる。

３.１ 自動販売機に対する社会的要請と市場ニーズ

世界にも類を見ない発展を遂げている自動販売機は，各

街角で市民に利便性を提供している反面，社会的要請と使

命を要求されてきている。

防犯対策の要請（1）
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図３　自動販売機の年別普及台数および年間自販総金額の推移

（日本自動販売機工業会資料による）

表１　自動販売機の機種別出荷統計（1996～1998年）（日本自動販売機工業会資料による） （出荷台数：台，金額：百万円）

自動販売機 

の種類 

清涼飲料 

　　　 （瓶） 

　　　 （缶） 

　　 　（カップ） 

牛　乳 

コーヒー，ココアほか 

酒，ビール，ウイスキー 

ピーナッツ，ガムほか 

多種食品（パン，ケーキほか） 

アイスクリーム，氷 

 

たばこ 

乗車券 

入場券，食券，貸靴券ほか 

切手，カード，乾電池ほか 

両替機（硬貨，紙幣） 

パチンコ玉貸機 

コインロッカ，テレビほか 

中身商品 
1996年 対前年比（％） 1997年 

飲　　　料 

食　　　品 

飲料，食品の合計 

た　ば　こ 

切　　　符 

そ　の　他 

自動 

サービス機 

合　計 

台　数 金　額 

325,820 

7,356 

304,809 

13,655 

31,794 

11,629 

7,451 

1,562 

4,203 

5,556 

388,015 

79,734 

2,248 

3,481 

12,475 

5,019 

238 

19,693 

510,903

151,518 

5,488 

128,912 

17,118 

15,636 

12,879 

2,344 

576 

2,924 

3,464 

189,341 

41,475 

11,989 

4,196 

2,393 

3,326 

156 

1,840 

254,716

台　数 金　額 

370,413 

5,129 

352,041 

13,243 

29,438 

10,763 

6,354 

1,449 

3,043 

3,706 

425,166 

75,538 

2,445 

3,792 

17,693 

4,440 

297 

23,580 

552,951

166,056 

3,578 

146,720 

15,758 

14,258 

11,948 

2,067 

615 

1,824 

2,305 

199,073 

37,648 

13,655 

4,509 

3,096 

2,774 

224 

2,133 

263,112

台　数 

118 

78 

121 

102 

105 

90 

82 

146 

109 

95 

115 

105 

119 

100 

 

80 

70 

136 

107

金　額 

109 

80 

112 

100 

102 

96 

77 

108 

89 

90 

106 

101 

117 

102 

 

75 

89 

100 

104

対前年比（％） 

台　数 

114 

70 

115 

97 

93 

93 

85 

93 

72 

67 

110 

95 

109 

109 

 

88 

125 

120 

108

金　額 

110 

65 

114 

92 

91 

93 

88 

107 

62 

67 

105 

91 

114 

107 

 

83 

144 

116 

103

対前年比（％） 

台　数 

112 

67 

114 

85 

111 

107 

89 

74 

68 

78 

111 

158 

85 

97 

 

80 

126 

68 

114

金　額 

104 

77 

107 

82 

110 

98 

88 

92 

65 

80 

103 

123 

83 

89 

 

76 

74 

91 

104

1998年 

台　数 金　額 

414,668 

3,416 

399,998 

11,254 

32,791 

11,490 

5,638 

1,070 

2,062 

2,900 

470,619 

119,230 

2,072 

3,690 

12,939 

3,567 

373 

16,032 

628,522

172,093 

2,768 

156,453 

12,872 

15,733 

11,725 

1,810 

565 

1,180 

1,848 

204,954 

46,132 

11,280 

3,992 

1,860 

2,107 

166 

1,949 

272,440

前
年
比
（
％
）
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図４　飲料・食品自動販売機の伸び率
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自動販売機に対する犯罪は，扉のこじ開けや，海外貨幣

を偽造した窃盗などが激増している。このため，扉破壊に

対する筐体（きょうたい）の堅ろう化や偽貨に対する対策

を進めてきているが，さらに将来に向け自動販売機犯罪通

報ネットワークシステムの検討も開始した。

アルコール飲料自動販売機の設置規制

屋外に設置されている酒類自動販売機は，2000年 4 月か

ら撤廃の指導が通達されており，その対策として富士電機

から提案した IDカードによる成人識別方式も承認され，

その開発を進めている。

バリアフリー形自動販売機の提供

先に制定された「高齢者，身体障害者等が円滑に利用で

きる特定建築物の建築の促進に関する法律」（通称：ハー

トビル法）では，公共施設などの人の集まる場所では，身

体にハンディを持った人達にも使いやすい環境の提供を義

務づけている。このため，車椅子（いす）を利用している

人などに使いやすい自動販売機は，健常者にとってもさら

に使いやすいとの考えにたち，貨幣・飲料などの取扱い部

分を集中化した「ハーティシリーズ自動販売機」を開発し

提供している。

地球環境問題に対する対応

1997年12月に開催された気候変動枠組み条約第 3回締約

国会議（COP3 京都会議）を契機に，国内においても地球

環境に対する関心が高まってきた。自動販売機についても，

省エネルギーのさらなる追求，自動販売機廃棄時の考慮，

景観問題などは，これからも避けることのできない問題と

して前向きに対応していく。

３.２ 富士電機における新商品開発の現況

３.２.１ 缶および瓶缶併売自動販売機

アウトドア（屋外設置）を主体とする缶および瓶缶併売

自動販売機では，1997年に業界に先がけて，「500mLペッ

トボトル販売対応缶自動販売機」を商品化して以来，容器

の多様化対応，多セレクション化，オペレーション効率向

上，機種ぞろえなどの開発を行ってきた。この傾向は今後

も続くものと考える。

500mL ペットボトルは市場で販売が急速に伸びており，

同シリーズは好評を博している。本機の特徴は次のとおり

で，前述の社会的要請を含む市場ニーズに対応したものと

なっている。

まず，500mL ペットボトルの多様化の対応には，独自

アイデアの折込み，CAE（Computer Aided Engineering）

解析によるラック内の商品落下挙動をシミュレーション技

術を活用して信頼性を向上させるとともに，従来は丸形の

容器しか販売できなかったサーペンタインラックで角形の

容器も販売可能とした。そして，従来と同じ機械幅でセレ

クション数を減らすことなく缶容器より背の高い 500mL

ペットボトルの販売も可能とした。また，増加する自動販

売機へのいたずらや盗難を防止するため，構造の堅ろう化

や二重ロック，キーカバーなどの新防犯方式の採用を図っ

た。さらにライフサイクルアセスメント（LCA）の視点

に立ち，真空断熱材による断熱特性向上，高効率ファンモー

タの開発，冷却加温特性の学習制御機能の強化などで省エ

ネルギーを推進するとともに，夏季の特定時間帯を対象に

電力消費をコントロールするピークシフト・ピークカット

機能を，すべての商品（通称「エコ・ベンダー」）に採用

した。

なお，オゾン層保護に関する規制への対応は，現在の冷

媒フロン HCFC-22 からオゾン破壊係数ゼロの新冷媒

HFC-407c への切換に向けフィールド試験を実施中であり，

1999年末から全面的に切換を進めていく予定である。

３.２.２ カップ自動販売機

カップ自動販売機市場は，近年，自動販売機利用者（以

下，消費者という）の嗜好（しこう）の多様化が進み，缶

飲料と同様，カップ飲料にもバラエティー化の対応が強く

求められている。そのなかにあって，カップ飲料離れによ

る売上げの低下や市場の飽和状態が続き，オペレーター業

界は低迷傾向にある。

このような市場環境において，市場の活性化を図るため，

オペレーターや消費者の視点に立った，使いやすさとおい

しい飲料作りを追求した，カップミキシング機のシリーズ

開発を行った。本機は，カップ内ですべての飲料の調理・

混合を行えるうえ，従来機では販売できなかったシェーク

やスープなどの飲料が販売できるので，今後の市場展開が

期待される。

一方，従来のミキシングボール機もオペレータや消費者

の視点に立った機能を搭載し，フルモデルチェンジを図っ

たシリーズ機の展開を行った。操作性を重視した機内レイ

アウト，味覚の向上を図った新コーヒー抽出機構，新ミキ

シングボールなど，さらに，断熱特性の向上や新制御方式

による省エネルギー化など，LCAの視点に立った取組み

も行った。

３.２.３ フードサービス機器

新飲料に対応する特徴的な新商品として，無炭酸のフロー

ズン飲料を販売するフローズン飲料ディスペンサや，１台

のディスペンサで生ビール・酎（ちゅう）ハイ・ウイスキー

の水割り，および清涼飲料が販売できるマルチリカーディ

スペンサ，衛生性をより重視した瞬間冷却機構搭載自動給

（4）

（3）

（2）
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図５　缶自動販売機の機能アップコストと価格の推移
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茶機などがある。

今回商品化したフローズン飲料ディスペンサは，本体の

飲料容器内部に飲料を凍らせる冷却シリンダと，飲料をか

くはんするかくはん羽根を備え，飲料を凍らせながらかく

はんすることで，細かい氷粒・ジュースそして空気の混ざっ

た，滑らかで口当たりの良いフローズン飲料を製造するディ

スペンサである。

このほか，カップ自動販売機とディスペンサ技術を複合

した生ビール自動販売機などの開発も進めており，新しい

市場の開拓に取り組んでいる。

富士電機ではこのようなフードサービス機器を，自動販

売機に続く事業に育てるために開発に力を注いでいる。

３.２.４ 自動販売機の情報ネットワーク化

インターネットの急速な普及に代表されるように，最近

の情報ネットワークの発展はめざましいものがある。自動

販売機への応用という意味でも，おおむねインフラストラ

クチャが整いコストを含めて本格的な実用化の時期が来た

と考えている。街角の自動販売機が一つの情報端末となる

のである。

このような状況認識の下，富士電機では，これまでに業

界のトップランナーとして情報ネットワークを応用したさ

まざまなシステムの開発に取り組んできた。具体的には自

動販売機の運営管理を効率化するための自動販売機情報収

集システムをはじめ，自動販売機に搭載したメッセージボー

ドへのデータ配信システム，防犯支援システムやアラーム

システム，電子マネー普及をにらんでの EC（Electronic

Commerce）対応自動販売機における精算システムなどの

開発を終えている。

３.２.５ 自動販売機の総合開発力の向上

お客様からは，開発スピードに対する要求が年々高まっ

てきている。お客様の支持を得，シェアを向上させるため

には，高機能な付加価値を持った商品を高品質，低価格で

かつ短期間で開発を行う必要があるとの認識に立ち，富士

電機では総合改革に取り組んでいる。具体的には，物作り

改革，品質改革そして開発プロセス改革である。ここでは

開発プロセス改革について述べる。

この開発プロセス改革のベースは三次元 CAD（Com-

puter Aided Design）にある。開発段階から関係部門と協

力しコンカレントに開発を進め，手戻りをなくし，開発期

間の短縮を図ろうとするものである。この三次元 CADに

は強度解析，動作シミュレーションなどいろいろな機能を

持っており，これらを有効に活用することで，図面段階で

品質の作込みが可能となる。

現在，この三次元 CADを使って商品開発を進めており，

高品質な商品を短期間に開発しお客様の要求にこたえてい

きたい。

将来展望

1998年11月に開催された「’98自動販売機フェア」に富

士電機から，新たなコンセプトの自動販売機を出展した。

販売する以外にディスプレイに情報を表示したり，自動販

売機のデータ収集を行うインターネット対応自動販売機，

フレキシブルなシステム構築が可能な自動化店舗システム，

災害時の飲料水備蓄庫としての機能を持ち，人力発電機を

装備した災害対応自動販売機，あるいはセルフサービス式

卓上ディスペンサなどである。これらは来場者の関心も高

く，今後に期待が持てる。

将来の自動販売機の姿を考えると，従来の形態を維持し，

新たな商品の販売に対応しながら機種ぞろえをした自動販

売機，既存自動販売機をベースとしながら少しずつ形態を

変えた自動販売機，そして自動販売機フェアに出展したよ

うな，よりお客様の利便性に貢献する自動販売機へと進ん

でいくものと考える。

自動販売機を取り巻く環境面では，ごみ問題対策，省エ

ネルギー，フロン対策，景観問題，光害などがある。特に，

地球規模の環境問題である省エネルギー対応や特定フロン

規制対応については，これまでも取り組んできたが，今後

はインバースマニュファクチャリング的な考え方に立った

商品作りが必要と考える。自動販売機のリサイクル率（マ

テリアルリサイクル）は高いものの，本来のリサイクルの

めざすものは商品の長寿命化，部品のリユース，オーバホー

ル，中古機に手を加えることによる新造機への再生などと

考える。そして，今，開発している商品がこのことに直面

するのは 5，6年あるいはもっと先のことであるが，こう

いったことは短期間に解決できるものではなく，計画的に

かつ地道な取組みが必要である。また，自動販売機メーカー

にとっては，物作り以外にもサービスやメンテナンスなど

サービス事業の充実を図る必要があり，こういった仕組み

を考えることも，今後の大きな課題と認識する。

広義的には地球環境との調和，狭義的には多様なロケー

ションとの調和をとりながら社会と共生できるよう，今後

とも努力していく。

あとがき

自動販売機産業の現状と推移を見ながら，最近の市場ニー

ズに対応すべく，富士電機における商品開発の現況を述べ

た。

富士電機では，自動販売機の支持を維持向上するために

は，あらゆる障壁を解決しながら，環境との調和をめざし

ていくことが必要と考える。具体的には，地球環境にやさ

しさをテーマとした環境保全への配慮，お客様には満足を

テーマとした人にやさしい自動販売機をめざし，今後とも

愛される自動販売機の開発を進めていく。

関係各位のなお一層のご指導，ご支援をお願いする次第

である。

参考文献

日本自動販売機工業会：自販機普及台数及び年間自販金額

（平成10年版）（1999）

富士電機冷機（株）：コインエイジ，No.83（1999）（2）

（1）

富士時報 Vol.72 No.8 1999

416（6）



脇　憲太郎

自動販売機の開発設計に従事。現
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自動販売機の開発設計に従事。現
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まえがき

近年，500mL ペットボトルのヒットにより飲料市場に

は大きな変化が見られる。1997年の飲料市場における出荷

容量において，500mLペットボトルは前年に対し，3.6 倍

という著しい伸びを示している。このような状況のなかで，

500mLペットボトルの自動販売機での販売を望む市場ニー

ズに対応すべく，「500mLペットボトル販売対応の缶自動

販売機」の開発を行った。

以下にその概要を紹介する。図１に外観を示す。

構　造

２.１ 500 mLペットボトル対応サーペンタイン式ベンド

ラック

サーペンタイン式ベンドラックは，商品通路が上から下

へ蛇行した形をしており，商品を上部の投入口から転がし

て投入することができ，商品充てん作業が容易である。サー

ペンタイン式ベンドラックとしては，商品通路が 1列の一

重サーペンタインから，６列の六重サーペンタインまでを

これまでに開発してきた。

サーペンタイン式ベンドラックとしては，今まで取り扱っ

たことのない 500mL ペットボトルを販売するにあたって

の創意工夫点について概要を説明する。表１に従来ラック

（缶・瓶対応）と，今回開発した 500mL ペットボトル対

応ラックの比較を示す。

２.１.１ 500 mLペットボトルの特徴

500mL ペットボトルは，缶商品と比較して，

容器が柔らかい。

容器形状に角形がある。

まっすぐに転がらない。

などの特徴がある。図２に多種多様な 500mL ペットボト

ルの外観を示し，図３に丸形ペットボトルのたわみ率を示

す。

それらの特徴に対して， については，商品の変形によ

る「商品が詰まる」「商品が搬出機構部をすり抜ける」と

いう販売動作への支障， については，丸形ペットボトル

と角形ペットボトルの同一通路での販売対応化， につい

ては，商品充てん時のサービス性の改善という課題が想定

された。

ここではこの課題解決への対応策である，角形ペットボ

トル姿勢制御装置とペットボトル平行投入装置について説

明する。

２.１.２ 500 mL角形ペットボトル姿勢制御装置

投入口部から基本通路部においては，角形ペットボトル

は 360 度回転自由なスペースを設けているが，搬出装置導

入部においては，搬出装置部で商品を整列させる必要があ

ることから徐々に絞られた通路を形成する必要がある。し

たがって，その部分に角形ペットボトルの対角辺部がはま

り込み，詰まるという不具合が生じる。

そこで，詰まる箇所の手前にばねを付けたダンパから構

成される角形ペットボトル姿勢制御装置を考案した。図４

に 500mL 角形ペットボトル姿勢制御装置を示す。この装

置により角形ペットボトルの回転方向を一定に制御し，狭

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

500 mLペットボトル販売対応の缶自動販売機

417（7）

脇　憲太郎（わき　けんたろう） 倉　　　馨（くら　かおる）

図１　500mLペットボトル販売対応缶自動販売機の外観



500 mLペットボトル販売対応の缶自動販売機

い通路に導くことが可能となり角形ペットボトルの販売信

頼性を向上させることができた。図５にラック全体構造を

示す。

２.１.３ 500 mLペットボトル平行投入装置

サーペンタイン式ベンドラックにおける最後尾コラムの

投入口部は，投入口から商品通路入口まで約 500mmのフ

ラットな通路を形成している。投入した商品が，商品通路

入口で詰まると，投入口から手を入れて解除しなければな

らず，投入口高さが床から 1,600mm以上あることから大

変な作業になる。

缶商品は円筒形状であることから，両側をガイドするこ

とによりまっすぐに転がっていく。しかし，ペットボトル

の場合，容器が先細り形状をしていることからこの方法で

は，まっすぐに転がらず，すぐに斜めになって詰まるとい

う不具合が生じる。図６に真上から見た投入口ガイド構造

での具体例を示す。

そこで，フラットな通路の中央部に商品の転動姿勢を制

御する 500mL ペットボトル平行投入装置を考案し，配置
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表１　従来ラックと500 mLペットボトル対応ラックの比較 

項　目 

500 mL 
ペット 
ボトル 

各種缶商品 

各種瓶商品 

○（販売可） 

○（販売可） 

丸形 

角形 

×（販売不可） 

×（販売不可） 

○（販売可） 

○（販売可） 

○（販売可） 

○（販売可） 
販
売
対
象
商
品 

分　類 

�商品投入口部における 
　商品平行投入装置 
�500 mL角形ペット 
　ボトル姿勢制御装置 
�大収容量化 

従来ラック 
（缶・瓶対応） 

外　形 

特　徴 

500 mLペットボトル 
対応ラック 

投入口/ 
商品平行 
投入装置 

500 mL角形 
ペットボトル 
姿勢制御装置 

図２　500mL丸形・角形ペットボトルの外観

た
わ
み
量
（
m
m
）
 

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
50
荷　重（N） 

100

：商品 a 
：商品 b 
：商品 c 
：商品 d 
：商品 e 
：商品 f 
：商品 g 
：商品 h 
：商品 i 
：商品 j 
：商品 k 
：商品 l

図３　500 mL丸形ペットボトルのたわみ率

姿勢制御 

図４　500mL角形ペットボトル姿勢制御装置

（a）500 mL丸形ペットボトル

（b）500 mL角形ペットボトル



500 mLペットボトル販売対応の缶自動販売機

した。この装置は，①階段状の投入口通路，②斜めになっ

た商品の進入を規制するストッパピン，③商品姿勢制御用

ばね付ダンパで構成され，斜めになったペットボトルを容

器自体の転動力によって姿勢を平行に修正し，商品通路入

口へと導くことが可能となり，商品充てん時のサービス性

において従来の缶専用ラックなみの作業性を確保すること

ができた。図７に本装置の構造を示す。

２.１.４ 大収容量化

缶商品は，円筒形状であり傾斜している箇所において転

がる。しかしながら，角形ペットボトルは滑ることになる

ため，①商品投入口部（商品投入口から商品通路入口まで

の通路部），②庫内シュート部（ラック搬出部から商品取

出口までの通路部）において，従来構造に対して傾斜角度

を大きくする必要がある。このことから，ラック内での商

品収納スペースが減少し，収容本数が減るという問題があっ

た。

この問題は，ランニングコストを抑えるために必要なオ

ペレート経費の低減のために 1本でも多く収容したいとい

う市場ニーズに反する。今回の開発では，この問題を解決

し，業界 No.1 の収容本数を目標とした。そのための手段

として，①商品投入口部，②庫内シュート部の低角度化に

取り組んだ。

①，②両部位において低角度化を実現するため，商品と

の摩擦抵抗の少ない新素材を探索することから始めた。商

品との摩擦抵抗などの性能，コストなどの面から鉄鋼メー

カー数社の「潤滑性鋼板」に絞り込んだ。そして鉄鋼メー

カーと協同で，①耐久性，②過酷な条件（ほこりなどの付

着状態）での商品滑り性，などの品質信頼性の検討を行っ

た。

この潤滑性鋼板を商品投入口部および庫内シュート部に

採用することにより両部位での低角度化が実現でき，業界

No.1 の収容本数を達成することができた。図８に構造お

よび他社品との収容本数比較を示す。

ここで新素材である潤滑性鋼板は，四フッ化エチレン樹

脂と各種バインダ樹脂塗装を素材（亜鉛鋼板）に塗装した

鋼板であり，摩擦係数が低く，滑り性という点で優れた特

性を持っている。図９に潤滑性鋼板の構造を示す。

２.２ 500 mLペットボトル対応ラックの本体への搭載

現在の缶自動販売機市場は，置換え需要が主となってい

る。このことから，市場ニーズとしてはセレクション数が

同一ならば製品幅寸法も同一である。しかしながら 500

mL ペットボトル対応ラックは，従来ラックに対してラッ

ク幅寸法が必然的に大きくなるため各部位の幅寸法構成を

全面的に再検討する必要があった。

そこで，本開発では，

庫内・庫外断熱部の見直し

限られたスペースの有効活用

に徹底的に取り組んだ。これによって 500mL ペットボト

（2）

（1）
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図５　500mLペットボトル対応ラック全体図

（a）500 mLペットボトルの転動姿勢 （b）缶商品の転動姿勢 

図６　投入口ガイド構造での具体例

斜めになった商品の進入を規制する 
ストッパピン 

階段状の 
投入口通路 

商品姿勢制御用 
ばね付ダンパ 

図７　商品平行投入装置



500 mLペットボトル販売対応の缶自動販売機

ル対応ラックを搭載し，しかも製品幅寸法を変えないとい

う目標を達成した。図 に缶自動販売機平断面寸法割付図

を示す。ここでは，そのなかから庫内断熱部の見直しにつ

いて概要を説明する。

２.２.１ 庫内断熱部の見直し

製品幅寸法を変えないで，500mLペットボトル対応ラッ

クを搭載するためには庫内断熱部を薄肉化する必要があっ

た。

しかし，単純に現状構造（発泡ウレタンフォーム構造）

で薄肉化すると断熱性能が低下し，消費電力量の増加およ

び商品の冷却・加熱特性への多大な影響が出てくる。

そこで，本開発ではまず断熱層厚さと消費電力量の関係

を解析することにより機械左右の庫内と庫外断熱層の厚さ

を決定するとともに，庫内間の仕切りの断熱部を従来の発

泡ウレタンフォームを断熱材として使用する構造から，真

空断熱材と発泡ウレタンフォームを併用する構造とした。

従来の発泡ウレタンフォームの熱伝導率に対して，かなり

小さい熱伝導率の真空断熱材を併用することにより，断熱

層を約 10 ％薄板化し，かつ断熱性能を約 1.3 倍向上させ

ることができた。

２.３ 商品取出口

機械の薄形化が要求されているため，扉も薄形になって

きている。この薄形化のなかで商品取出口に対しては商品

の取出しやすさと商品抜取りのいたずら対策の相反する要

求がある。500mL ペットボトルの販売対応にあたっては，

商品が大形であるためさらに対応が困難となるが，

取出口に出た商品を取出口中央に移動する工夫

商品抜取りの盗難防止構造の工夫

により商品の取出しやすさといたずら対策を両立させた。

２.３.１ 500 mLペットボトル取出しやすさの対応

本体側から搬出された 500mL ペットボトルの取出口部

に傾斜板を設けることで，販売された商品を横に滑らせて

中央側に導くことで，１本購入時または多数本購入時でも

商品が取出しやすい構造とした。図 に取出口の構造を示

す。

２.３.２ 盗難防止構造

缶自動販売機に対する盗難の一つに，商品取出口から手

を入れ，ラックに充てんされている商品を抜き取るという

１１

（2）

（1）

１０
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構　造（五重サーペンタイン） 

収容本数 
（500 mL丸形ペットボトル） 

富士電機 96本/1列 

A　社 94本/1列 

B　社 94本/1列  
C　社 93本/1列 

① 

商
品
投
入
口
部 

② 

庫
内
シ
ュ
ー
ト
部 

図８　ラック構造および収容本数比較

ラック間スペース ラック－断熱部スペース 

庫内断熱部 

断熱材： 
真空断熱材採用 500 mL 

ペット 
ラック 

側面断熱部 

図１０　缶自動販売機平断面寸法割付図

トップコート 

プライマコート 

特殊化成処理 

亜　鉛 

鉄 

PTFE粒子 
（イメ－ジ断面図） 

二フッ化ビニリデン 
またはポリエステル 

プライマコート 

特殊化成処理 
亜　鉛 

鉄 

図９　潤滑性鋼板の構成

商品取出口 

傾斜板 

図１１　取出口の構造（正面図）



500 mLペットボトル販売対応の缶自動販売機

手口がある。

本開発では，缶・瓶に比べて大形の商品を販売すること

から，商品搬出経路の間口が大きくなるため逆に盗難され

やすい（手が入りやすい）構造となってしまう。

そこで，断熱扉フラッパと商品取出口前板部の構造を見

直すことにより，いたずら時に手が入り難い（図 中のA

寸法を極力小さくする），かつ，商品購入時に商品が取り

出しやすい（図 中の B寸法を極力大きくする）構造を

可能にすることができた。図 に取出口の構造を示す。

あとがき

以上，500mL ペットボトル販売対応の缶自動販売機に

ついてその概要を紹介した。

本シリーズは，500mL ペットボトルを自動販売機へ展

開したいという顧客要望を採り入れ，市場において好評で

ある。今後とも市場ニーズは変化し続けると思われるが，

これらのニーズを先取りして具体化を図るとともに，さら

に市場ニーズの掘り起こしを可能とする缶自動販売機の開

発に取り組みたい。

終わりに，本シリーズの開発にあたり種々のご助言，ご

援助をいただいた顧客ならびに関係各位に深く感謝の意を

表す次第である。

１２

１２

１２
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断熱扉 

外扉 

フラッパ 

A

B

前板 

後板 

図１２　取出口の構造（縦断面図）
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自動販売機の開発設計に従事。現
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まえがき

いつでも利用できる自動販売機は，生活のなかに完全に

定着した。しかし，深夜の運転や蛍光灯の点灯などから，

電気の無駄使いをしているという批判も一方ではある。

1997年に開催された気候変動枠組み条約第 3回締約国会

議（地球温暖化防止京都会議）を契機に，環境に配慮した

製品の重要性が急速に高まってきた。

富士電機では，こうした社会的要求を先取りし 8年前か

ら自動販売機のライフサイクルアセスメントの観点から，

省エネルギーを中心とする「環境にやさしい」製品開発に

取り組んできた。なかでも缶自動販売機は，業界の最先端

技術を駆使し，業界 No.1 の省エネルギー化を達成してい

る。

99年機開発にあたっては，いっそうの省エネルギー化を

図り，業界トップを堅持するため，

断熱構造の強化

新しい省エネルギー制御の構築

機能部品の高効率化

冷却システムの能力アップ

など広範囲にわたるアイテムについて推進し搭載した。

自動販売機が社会的に認知され，今後さらに発展するた

めに重要な位置づけにある，缶自動販売機の省エネルギー

技術の概要について以下に紹介する。

省エネルギー技術開発のポイント

図１は，缶自動販売機が年間に消費する電力量の割合を

機能部品別に示したもので，冷却・加熱および蛍光灯の消

費量が 90 ％以上を占めていることが分かる。

さらに，熱ロスの原因別割合を求めると，図２のように

なる。以上のデータをもとに，99年機開発において，表１

に示す項目に開発のポイントをおき推進した。

２.１ 断熱構造の強化

缶自動販売機に 500mL ペットボトルが販売できる大形

ラックの搭載が必須（ひっす）となっている。この大形ラッ

（4）

（3）

（2）

（1）

缶自動販売機の省エネルギー技術

422（12）

近藤　　悟（こんどう　さとる） 前川　智律（まえかわ　とものり）

冷却機 
30％ 

電装品 
6％ 

蛍光灯 
18％ 

庫内ファン 
モータ 
13％ 

ヒータ 
33％ 

図１　機能部品別年間消費電力量

外壁の断熱 
48％ 

仕切板断熱 
21％ 

気密 
8％ 

ファンモータの 
発熱 
17％ 

ダ
ク
ト
内
熱
ロ
ス
 

6
％
 

図２　熱ロスの原因別割合

表１　省エネルギー技術開発のポイント 

項　目 

断熱の強化 

主な開発アイテム 

真空断熱材の採用，ウレタン断熱材の強化 

庫内ファンモータ，室外ファンモータの直流 
電源化 

蒸発器，凝縮器の能力アップ 

商品温度維持，省エネルギー制御の強化 

調光機能付一体形インバータの開発 

ファンモータの直流電源化 

冷却システムの能力アップ 

新制御方式の完成 

蛍光灯のインバータ化 
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クは通常のサーペンタイン式ラックより幅が大きい。この

ため従来と同一幅の缶自動販売機とするには，各部の断熱

材の厚みを小さくし，大形ラックを搭載する必要があった。

しかし，断熱材の厚みを小さくすると消費電力量が悪化す

るため，断熱構造を次のように強化した。

ウレタン気泡の微細化による断熱効率の向上

庫内を仕切る断熱壁への真空断熱材の採用による断熱

効率の向上

， の対応により消費電力量が従来より改善すること

を冷却シミュレーションによる検証を進めながら，断熱構

造の強化を図った。

２.２ 新しい省エネルギー制御

省エネルギー化を図りながらも販売する商品の温度は一

定に保つ必要がある。商品温度に影響を与える要因として

は設置環境の違い，機種による庫内寸法の違いなど，さま

ざまであるが，どのような状況下でも常に飲料商品を最適

な温度に保つことを可能とし，大幅な省エネルギー効果が

得られる制御を確立した。

２.３ 機能部品の高効率化

消費電力量を減らすためには，効率の良い機能部品を使

用することも重要である。図１からも分かるように消費電

力量の多い，蛍光灯・ファンモータの高効率化による省エ

ネルギー化を図った。

２.３.１ ファンモータの直流電源化（DCモータ化）

缶自動販売機ではこれまで，庫内を冷却・加熱するファ

ンモータおよび凝縮器の熱交換を行うファンモータに交流

式くま取りモータを採用してきた。

この方式であると，安価ではあるが回転時の損失が大き

く，効率が 10 ～ 15 ％程度であった。99年機開発において

はこの部分に着目し，効率が 2～ 3倍よい缶自動販売機用

DCファンモータを開発した。

２.３.２ 蛍光灯点灯方式のインバータ化

自動販売機の蛍光灯を安定器点灯方式から効率のよいイ

ンバータ点灯方式に替えるために，自動販売機用として専

用蛍光灯インバータを開発し，蛍光灯消費電力の大幅な削

減を実現した。

以上のようなアイテムを99年機に搭載した結果，20セレ

クション機において，95年機の省エネルギー運転と比較し

約 30 ％の省エネルギー化を図ることができ，98年機と比

較しても約 20 ％の省エネルギー化を達成した。

図３に消費電力量の推移を表す。

主要構成技術

３.１ 真空断熱材

各庫内を隔てる仕切板による熱ロスの割合は，全体の

20 ％を超えるものであり消費電力量上無視できない。ま

た，大形ラックを搭載した99年機を考慮すると，仕切板の

厚みを 10 ％薄くする必要があった。しかし，年間の消費

電力量は 4％悪化することが予想できたため，薄くても断

熱性能のよい高性能仕切板を開発する必要があった。

その手段として，自動販売機用の真空断熱材を開発し仕

切板に採用することで，断熱特性の向上を図った。従来の

発泡ウレタンに対し真空断熱材の熱伝導率は約 1/3 の

0.007W/（m・K）であり，仕切板全体としても，熱移動量

を約 40 ％低減できることを基礎試験において確認した。

図４は真空断熱材を採用した仕切板の概略図である。外

側鉄板の内部に真空断熱材を配置し，周囲に発泡ウレタン

を充てんしている。左図に真空断熱材の内部構造を示す。

ファインセルウレタン発泡コア材を外包材で覆い，内部

の真空度を 6.7 Pa 以下にしている。

真空断熱材を採用するには周囲温度が高い環境下で断熱

性能を長期にわたり，いかに確保するかという課題があっ

たが，真空度低下の原因となるコア材からのアウトガスを

吸着する化学反応式のゲッタ剤とし，さらに外部からのガ

ス侵入を防ぐため PET（ポリエチレンテレフタレート樹

脂），アルミニウムはくなど 4層からなる高信頼性の外包

材を開発，採用した。これにより断熱性能の長期維持が実

現でき，また仕切板を 10 ％薄くしたにもかかわらず消費

電力量としては年間で 4％改善することができた。

３.２ 冷却装置の省エネルギー制御

缶自動販売機の冷却装置の運転状態は，設置する環境の
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違いや商品補充時の扉開閉など，さまざまな条件で変化す

る。こうした変化に影響されることなく，どのような状況

においても常に安定した運転を行うとともに，最適な商品

温度を保ち，大幅な省エネルギー効果を実現する，新しい

省エネルギー制御の特徴について以下に述べる。

３.２.１ 各庫内バランス制御（差温制御・同期制御）

缶自動販売機は，図５に示すように一つの圧縮機で各庫

内の冷却を行っている。図６に示すような上昇下降のバラ

ンスを各庫内同士で保つことが省エネルギーにつながるこ

とから，各庫内の下降温度のバランスを保つ目的で，差温

制御を開発した。この制御は庫内ごとの温度差を監視し，

各庫内の下降温度の速度に差が出た場合，冷えの速い庫内

の冷却をいったん中断して冷えの悪い庫内を集中的に冷却

するものである。さらに，各庫内の温度推移のバランスを

保つために，同期制御を開発した。これは，各庫内別々に

冷却を開始するのではなく，全庫内が冷却開始温度以上に

なったときに全庫内が同期して冷却を開始する制御である。

これらにより必ず冷却装置の停止状態を確保することが

可能となり，設置環境や製品の違いに左右されることなく，

省エネルギー効果を引き出せるようにした。図７は実機で

の庫内温度変化を表しており，差温・同期制御により運転

停止状態が確保されている。

３.２.２ 電磁バルブの省エネルギー制御

自動販売機の冷却効率は，図５に示すように一つの圧縮

機で各庫内に送る冷媒の流れをいかに効率的にコントロー

ルするかであり，その研究を行った。

その結果，圧縮機に負担をかけることなく省エネルギー

効果を最も引き出すことができる，圧縮器と電磁バルブの

オンオフタイミングを見つけ出し，冷却装置の電磁バルブ

開閉制御として搭載した。

３.３ ファンモータの直流電源化（DCモータ化）

DCモータは効率が 40 ～ 45 ％と高く，消費電力量の低

減には有効である。また周波数の違いによる回転数の差が

なく，どの地域においても一定の風量が得られることや，

運転時の熱発生が小さく，冷却効率も良くなるといった長

所があることから，自動販売機用DCファンモータを開発

した。

３.３.１ 庫内ファンモータ

モータ構造

庫内ファンモータに使用するには，冷却運転中や商品補

てん時の結露に留意する必要がある。そこで軸受，シャフ

ト，ハーネス部以外は樹脂成型モールドで覆う構造とし，

結露水による異常が発生しないようにした。取付けについ

てもモールド形状に工夫を加え，従来６部品で構成してい

たものを 3部品で取り付けられるようにし，サービス時の

メンテナンス性にも配慮した。図８ に外観を示す。

冷却効率の向上

省エネルギー運転時，販売本数が少ないときは図９に示

すように，庫内ファンモータを秒単位でオンオフ制御しリ

ズム風（間欠運転）により冷却している。リズム風のオン

時間に多くの循環空気を送ることで冷却効率は向上できる。

そこで，DC化にあたり，起動トルクを従来より大きくし，

オン直後の回転数上昇速度を速めた。図 はDCモータと

従来モータとの回転数上昇時間の比較であり，回転数は

DCモータのほうが同じ時間でも約 1.2 倍多く，平均回転

１０
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数を上げることにより冷却効率が向上する。これにより商

品温度の均一化および冷却装置の運転率改善を図った。

長寿命化

庫内ファンモータは－20 ～＋80 ℃という非常に厳しい

環境で使用される。特に高温時には軸受の寿命に対する影

響が懸念された。そこで高温時の寿命を満足する軸受と軸

受潤滑剤の選定を行うとともに，庫内空気管理温度やファン

制御温度の見直しを実施した。その結果，軸受温度を従来

と比較し 10 ℃低下させることができ，長寿命化を実現し

た。

３.３.２ 凝縮器用ファンモータ

風量のアップによる熱交換能力の向上

近年，自動販売機は設置スペースの縮小から，凝縮器の

排気スペースが少なくなってきている。この影響から十分

な熱交換が行われず，運転数の上昇を招く結果となってい

る。凝縮器の熱交換を促進し，冷却能力向上を狙いとして

凝縮器用ファンモータの DC化に際し，回転数を 12 ％増

やした。また，本体側の排気口面積を大きくし，排気しや

すくする工夫も同時に実施した。

構　造

図８ に外観を示す。缶自動販売機は屋外に設置される

ことが多い。このため外部環境の影響を受けやすく，凝縮

器用ファンモータとして使用するには耐じん性が要求され

る。今回開発したモータは軸受の露出を少なくし，また，

モータ内部へちりが入りにくいファンを採用した。

３.４ 蛍光灯インバータの自動販売機適用技術

３.４.１ 自動販売機用一体形インバータの開発

従来の安定器点灯方式に替えて効率のよい蛍光灯インバー

タ点灯方式を自動販売機に適用するには，低コストで容量

と本数の異なる各機種ごとの蛍光灯に対応することが必要

であった。

そこで，数本の蛍光灯を点灯できる一体形のインバータ

を開発し，部品点数の削減を実施するとともに，各機種に

搭載される蛍光灯の容量や本数をできるだけ統一すること

で，インバータの種類を減らすことを実現した。これによ

り小形で低コストな自動販売機用途に合う一体形インバー

（b）

（2）

（1）

（3）

富士時報 Vol.72 No.8 1999

425（15）

樹脂モールドフレーム 

（a）庫内ファンモータ 

（b）庫外ファンモータ 

板金フレーム 

図８　DCモータの外観

ファン回転数 
の変化 

ファンモータ 
通電 

オフ点 
リズム風 

（間欠運転） 

オン 

オフ 
ファン停止 

DCモータ平均回転数 従来の平均回転数 

庫内空気温度の変化 

リズム風 
（間欠運転） 

オン点 

ファン制御 
温度 

図９　リズム風による風量制御

回
転
数
（
r/
m
in
）
 

2,500

2,300

2,100

1,900

1,700

1,500
起動 20

経過時間（s） 
40

従来モータ 

DCモータ 

60

図１０　庫内ファンモータの回転数変化

電
力
量
（
W
）
 

150

130

110

90

70

50
98年機 
（安定器） 

99年機 
（インバータ化） 

99年機 
（インバータ化＋調光） 

波形カット運転で 
消費電力50％削減 

34％ダウン 

50％ダウン 

図１１　蛍光灯の消費電力量



缶自動販売機の省エネルギー技術

タを完成させた。

３.４.２ 波形カット運転による調光省エネルギー制御

蛍光灯の明るさを従来の安定器なみに抑えることにより

省エネルギー効果は得られるが，さらに販売の少ないとき

にインバータ出力の波形をカットし蛍光灯の明るさを調光

することで，図 に示すように蛍光灯の消費電力量を 50 ％

削減（安定器比）することができる蛍光灯省エネルギー制

御を完成させた。

あとがき

以上，缶自動販売機の最新の省エネルギー技術について

その概要を紹介した。

環境にやさしい製品開発に対する要求は今後ますます強

まることが予想される。

今後とも，社会的要求や市場ニーズは変化し続けると思

われるが，こうした要求を先取りし，構造・制御の両面か

ら省エネルギー技術の開発を行い，缶自動販売機の省エネ

ルギー化に取り組んでいきたい。

終わりに，本シリーズの開発にあたり種々のご助言，ご

援助をいただいた顧客ならびに関係各位に深く感謝の意を

表す次第である。

１１
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2906370 須長　祐悟ネットワークにおける局番重複監視
方法

2906597 石井　新一
長谷川和彦

インバータ駆動交流電動機の速度制
御装置

2906764 後藤　真司冷蔵オープンショーケース

2906780 宇野　嘉夫自動販売機

2906803 平野　　孝
伊藤　達郎ショーケースの仕切部材支持構造

2906808 山田　英司
平田　賢二

オープンショーケースのフロント構
造

2906838 辻岡　　博巻取・巻出機の張力制御装置

2908218 寒河江繁市配電線負荷融通計算融通範囲設定方
式

2908219 寒河江繁市配電線負荷融通計算制約条件緩和方
法

2910188 伊藤　博之電動機の起動方法

2910192
軽部　邦彦
白石　博隆

星野　定雄

誘導加熱用インバータの制御定数自
動切り換え方法

2910254 高橋　正人自動販売機

2910259 交流回路の短絡装置

岩本　昌三
木村　幸雄

井出　安俊
川嶋　善明

2910282 蓄冷・蓄熱機能付自動販売機

村上　幸男2910330 半導体装置

松本　浩造
瀧川　亜樹2910334 接合方法

金城　秋夫
川崎　道夫2912546 真空溶解と加圧注湯兼用誘導炉

久志本昌一2913819 横軸ペルトン水車のハウジング

村田　幸雄
早馬　　弘2913874 ペルトン水車のノズル管保護シール

ド

梅沢　一喜2913889 PWMインバータの予測形瞬時値制
御方法

繁田　雅信2913902 自動販売機のデータ設定・表示装置

笹川　清明
三木　広志
宮坂　忠志

2913699 電圧駆動形半導体素子の駆動回路

上野　　学2910353 配電用開閉器制御装置

上釜　和人2911667 プログラマブルコントローラのプロ
グラミング装置

2910300 漏電遮断器の包装箱およびその取扱
説明書

今村　一彦2910324 プリント基板の製造方法



木村　幸雄

自動販売機特機製品の開発設計に

従事。現在，三重工場第三設計部

担当課長。

冠野　恭範

自動販売機の標準化を中心とした

設計支援業務に従事。現在，三重

工場設計技術課主務。

長谷川 陽子

ライフサイクルアセスメント，電

解機能水の応用・開発に従事。現

在，三重工場第三設計部。
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まえがき

製品の環境に対する影響は各種議論されているが，自動

販売機は1998年末で 550 万台設置されており，いろいろな

意味で環境との関係を無視できない。図１に自動販売機と

環境との関係をまとめたが，このように大きく環境とかか

わっていることが分かる。

一方，環境影響を評価する手段としてライフサイクルア

セスメント（LCA）がある。これまで自動販売機への本

格的な適用はなかったが，今回の適用により自動販売機の

環境への影響およびおのおのの段階での影響割合を求め，

今後の環境への取組みについてまとめた。

LCAの概要

LCAとは，図２に示すように，製品およびサービスが

資源の採取から製品の製造，使用，リサイクル，廃棄，物

流などのライフサイクル全般にわたって，環境に及ぼす影

響を客観的に評価する手段の一つである。LCAの原則は，

国際標準化機構の規格 ISO14040 として明文化され（1997

年），そのまま日本工業規格（JIS Q 14040）にもなった。

このような動きのなかで，LCAは製品の全ライフサイク

ルの環境負荷の評価・改善のためのツールとして注目され

るようになり，現在，各国の国公立研究機関，民間企業に

おいて手法の研究，ソフトウェア開発，適用の研究が進め

られている。

LCAの構成段階を図３に示す。LCAは，①目的と範囲

缶自動販売機のライフサイクルアセスメント
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木村　幸雄（きむら　ゆきお） 冠野　恭範（かんの　やすのり） 長谷川 陽子（はせがわ　ようこ）

環境汚染 
　大気，水質，土壌，悪臭，騒音・振動 

酸性化 
　酸性雨（SO  ，NO  ） 

 
X

 
X

地球温暖化 
　温暖化ガス（CO2） 

安全衛生・防災 
　有害・危険物質 

循環形社会システム指向 
　リサイクルシステム化 

経済性 
　環境コスト，競合性への影響 

環境側面 
　エネルギー 

資　源 
　資源の枯渇 

最終処分 
　処分場の枯渇，有害物質の溶出 

環　境 製　品 

省エネルギー化 
　使用時のエネルギー最小化 
　製造時のエネルギー最小化 

省エネルギー化の推進 

電力負荷対応自動販売機の開発（エコ・ベンダー） 

新冷却・加熱方式の開発 
IH自動販売機，蓄冷式自動販売機：検討中 

ダウンサイジングの推進 

標準化の推進 

部品点数低減の推進 

梱包材料の減量・減容化 

収容効率向上の推進 

環境調和形自動販売機の開発 
インドア，バリアフリー，景観対応ほか 

空缶回収機の開発 

特定フロン規制への対応 

フロン回収技術の確立 

低騒音化の推進 

リニューアル化の推進 

プラスチック材へのマーキング 

製品アセスメントの推進（LCA，評価表） 

成　果 

減量化 
　製品の小形・軽量化 
　埋立て処分の減量化 

再生資源化 
　リサイクル可能部材の適用促進 
　リユース部品適用促進 
　製品のリニューアル化の促進 
　製品のリサイクルシステム化の追求 

処理容易化 
　分離・分別の容易化構造 
　破砕・選別の容易化構造 
　焼却処理の容易化構造 
　埋立て処理の容易化構造 

環境保全 
　環境汚染物質の使用確認 
　製造時の環境汚染物質排出確認 
　製品使用時の環境汚染物質排出確認 
　処理・焼却時の環境汚染物質排出確認 
　設置環境との調和 

図１　自動販売機と環境



缶自動販売機のライフサイクルアセスメント

（実施の理由，意図する応用，対象とする製品など）の設

定，②インベントリ分析，③環境影響評価（インパクト評

価），④結果の解釈の四つの段階から構成される。

インベントリ分析は，製品にかかわる環境負荷物質の入

出力項目を明らかにすることであり，データの収集とその

集計を行う段階である。データの種類は，実際には入手で

きるデータの制約を受ける。分析手法には，製品のライフ

サイクルをボトムアップで調査する「積上げ法」と，既存

の産業連関表などを利用してトップダウンで求める「産業

連関分析法」などがある。

インパクト評価は，資源の消費や排出物（インベントリ分

析結果）を，予想される環境影響のカテゴリー（地球温暖

化，酸性雨など）に振り分け，排出物がカテゴリー内で果

たす役割を相対的に評価し，数値化して統計をとる。現在，

統一された評価方法はなく，さまざまな方法が研究されて

いる。一例として，「エコインディケータ’95」の環境影響

評価手法を図４に示す。

以下に LCAの特徴と課題についてまとめる。

２.１ LCAの特徴

地球温暖化などの地球環境全体を考え，資源・エネル

ギーの消費や人体の健康・生態学的影響も含まれる。

環境影響の「ポテンシャル」を測る手法である。

画一的な計算手法ではなく，「目的オリエンテッド」な

柔軟な手法である。

インベントリデータの変動幅に基づく不確実性がある。

LCAによる評価の根拠は，「科学性と価値判断」であ

る（科学的に影響度合を評価できるものと科学的な根拠

を求めることが難しいものがあり，価値判断に基づく社

会的合意である側面を持つ）。

２.２ 課　題

信頼性のある公的インベントリデータを整備する必要

がある。

環境に対する影響の評価方法など価値判断の統一見解

がない。

LCAの適用に関する合意が得られていない。

コストに対する評価がない。

缶自動販売機の LCA

自動販売機がそのライフサイクル全体を通して環境に及

ぼす影響を定量的に把握するために，ISO14040 に準拠し

て LCAを実施した。評価結果を，製品の環境負荷低減，

環境調和形製品開発のための基礎データとすることが目的

である。

３.１ 実施の方法

缶自動販売機の93年機と98年機，98年省エネルギー機

（98年機を省エネルギー設定で使用した場合）を対象とし

た。ライフサイクルとして原材料製造，製品組立，流通，

使用，廃棄の 5段階を考え，自動販売機の使用期間中に販

売される缶飲料などの商品は考慮しない。また，廃棄では

廃却製品の輸送とシュレッダ処理，ダスト輸送までを考え

た。インベントリ分析およびインパクト評価には，関西日

本電気ソフトウェア（株）から市販されているライフサイク

ルアセスメントソフトウェア「LCA SUPPORT」を使用

した。

自動販売機の使用材料データは，実際に Fシリーズ20

セレクション自動販売機を解体して使用材料別に質量測定

した結果，購入部品の成分調査結果，図面などに基づき作

成した。また，製造，製品輸送にかかわるエネルギーは，

工場における自動販売機製造にかかわる消費エネルギー調

査，製品輸送エネルギー調査〔富士物流（株）実績データ〕

に基づいている。

（4）

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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資源採取 製　造 使　用 

製品のライフサイクル 

資　源 ：鉄，銅，アルミニウム，プラスチックなど 
エネルギー：電力，重油，LPGなど 入力 

水圏排出物　：溶存有機炭素，COD，リンなど 
固体廃棄物，有害物質など 

大気圏排出物：CO2，NOx，SO など x

出力 

製品がライフサイクル全体を通して環境に与える影響を定量的に 
分析，評価する手法の一つ 

LCA（Life Cycle Assessment） 

廃　棄 

図２　LCAの概念
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図４　エコインディケータ’95の環境影響評価手法
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目的・範囲の設定 

結果の 
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　戦略立案 
　政策立案 
　マーケティング 
　その他 

図３　LCAの構成段階
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３.２ 自動販売機のデータ

図５に缶自動販売機使用材料別質量を示す。98年機の総

質量は，93年機の約 80 ％まで低減したが，鉄系金属，非

鉄系金属，プラスチックなどの材料別構成比率はほとんど

変化していない。なお，梱包（こんぽう）材は今回考慮し

ていない。

３.３ インベントリ分析

自動販売機の使用期間は 5年とした。自動販売機稼動中

に消費するエネルギーの大半は，商品である缶飲料などの

冷却や加熱，あるいは照明などの電気エネルギーである。

使用期間中の消費電力は，日本自動販売機工業会で定める

消費電力算定方法に基づいて算出した。

３.４ インベントリ分析結果

インベントリ分析結果として，二酸化炭素排出量と資源

（アルミニウム，銅，鉄，石炭，原油）の消費量を図６に

示す。二酸化炭素の 5 年間での総排出量は98年機で約

6,700 kg，使用時の排出量は約 6,300 kg であり，いずれの

機種でも総排出量の約 90 ％が使用時に排出される。また，

資源の消費量は，アルミニウム，銅，鉄は原材料製造で，

石炭，原油は使用時の消費量が多い。

３.５ インパクト評価

環境影響評価の結果を図７に示す。いずれの環境影響項

目においても，98年機は93年機より改善されている。また，

省エネルギー機は，通常機に比較して，大幅に環境影響が

改善されていることが分かる。

98年機の各環境影響について，ライフサイクル段階別の

影響を図８に示す。資源消費では，使用での電力消費によ

る原油などの消費より原材料製造の影響が大きく，材料の

使用量を減らす，あるいは影響がより少ない材料に変更す

ることによって，影響を改善できることが分かる。また，

富栄養化，酸性雨，地球温暖化は，使用段階の影響が大き

いことから，98年省エネルギー機は使用段階の省エネルギー

により，これらの環境影響については大幅に改善されたこ

とが分かる。ただし，地球温暖化では，断熱材の発泡や冷

媒に使用したフロンは，今回，影響を分かりやすくするた

めにすべて処分段階で大気中に放出するとして評価した。

フロンの影響の考察については次に述べる。
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図５　缶自動販売機使用材料別質量

（Fシリーズ20セレクション）
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図６　インベントリ分析結果
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図８　ライフサイクルの各段階における環境影響（98年機）
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図７　環境影響評価比較
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３.６ フロンの影響

大気中に放出されたフロンが地球温暖化やオゾン層破壊

に大きな影響を及ぼすことは，社会的に問題になっている。

自動販売機の断熱材発泡および冷媒にはフロンを使用して

いるため，フロンを回収し適正処理することによって得ら

れる効果を評価した。その結果を図９に示す。ただし，フ

ロンの製造工程，処理工程にかかわるデータは公開されて

いないので，その影響は考慮していない。オゾン層破壊の

影響は，フロンの回収と適正処理によって全廃することが

できる。地球温暖化についても，使用段階での二酸化炭素

排出の影響が大きいが，フロンを 100 ％回収し適正処理を

行うことにより，その影響は改善できる。また，地球温暖

化，オゾン層破壊ともに環境影響係数の小さいものを使用

することにより，影響を低減することができる。

LCAの今後の活動

これまでの活動で缶自動販売機代表機種のひととおりの

ライフサイクルの分析は一応の完成をみたので，今後はそ

れぞれの部分の充実を図っていく。

４.１ 生産工程の改良

現在の自動販売機の生産ラインは主に，板金加工，溶接，

塗装，組立の 4種類で構成されている。

今後，製造工程についてもエネルギー使用量や産業廃棄

物の削減，脱フロンなど，環境影響物質の排出量の削減や

廃棄を進めていく必要がある。

例えば，溶接ラインについては，すみ肉溶接やスポット

溶接から，かしめや接着剤による接着などの新しい工法を

採用した場合の，エネルギー削減量などによる環境影響改

善を LCAにて定量的に評価し，新工法への提案を行う。

同様に塗装ラインについては，溶剤を使わない粉体塗装方

式を，組立ラインについては部品組立の Uライン化や冷

却ユニットの代替フロン化，脱フロン化などを LCAにて

評価していく。

４.２ 他機種への応用

ピークカット自動販売機や IH（Induction Heating）自

動販売機などの最新の省エネルギー形自動販売機と従来自

動販売機との環境影響評価を LCAで比較し，開発の環境

目標の指針とし，さらに営業部門支援の PR資料にも活用

していく。

そして自動販売機だけでなく，ディスペンサやショーケー

スなどの，各種製品にも応用できる仕組みをも視野に入れ

て取り組む。

４.３ 材料変更

設計者が開発初期段階から，環境にやさしい材料を積極

的に採用し，環境を考慮した設計を行えることが望ましい。

しかし，鉄からプラスチックに材料を変更しようとする

場合，プラスチックは軽量化できるので，各段階の輸送時

のエネルギー使用量などは軽減されるはずだが，廃棄時に

はダストとして埋め立てられており，環境影響や資源枯渇

の観点からも，どちらが環境にやさしいのか判断しづらい。

例えば自動販売機に使用される銅を，仮に埋蔵量が多い

アルミニウムにすべて変更した場合の環境影響を試算した。

自動販売機の使用期間を 5年間として 7kg の銅をアル

ミニウムに変更した場合，

資源消費への影響は 14 ％改善され，銅使用時の 86 ％

となる。

地球温暖化，酸性雨，湖水の富栄養化の影響は変化が

ない。

二酸化炭素排出量は変化しない。

という結果となる。

これら代替材料への転換の判断基準として，環境影響バ

ランスを LCA手法にて定量的に評価できるシステムが必

要であり，そのためには現在準備している材料データ以外

にも，さまざまな材料データを取りそろえていくことはも

ちろん，設計者自身が容易に活用できる，扱いやすい評価

ソフトウェアの開発が必要である。

４.４ 各工程の充実

自動販売機の原材料製造から廃棄までの工程（ライフサ

イクル）は，原材料製造→輸送→製品組立→輸送→使用→

輸送→廃棄という各段階がある。

そしてそのなかには，原材料製造，製品組立，使用，廃

棄の各段階にすべてリサイクルの工程が存在し，どの段階

でどのような方法でリサイクルを行うのが望ましいのか，

今後検討していきたい。

また，使用段階では同じ製品を使用し続けるのと，途中

から省エネルギー形の新製品に置き換えたときの，環境影

響を調査したのが図 である。

これは10年間93年機を使い続けるのと，93年機を 5年間

と，消費電力を大幅に削減した新製品の98年省エネルギー

１０
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図９　フロンの影響



缶自動販売機のライフサイクルアセスメント

機を 5年間使用したのとではどちらが環境への影響が少な

いかを示したもので，下記の結果となる。

資源消費については，新旧製品を 5年間ずつ使用する

ほうが，93年機を10年間使用するよりも 15 ％多い。

地球温暖化，酸性雨，湖水の富栄養価は98年省エネル

ギー機に変更したほうがそれぞれ約 60 ％改善される。

なお，地球温暖化ではフロンの影響を考慮していない。

また，10年間使用する場合のメンテナンスなどは考慮して

いない。

さらに 2台の使用期間の比率を変えるとすると何年で置

き換えるのが最適か，製品寿命を何年と考えるのが最適か

など，さまざまな検討を客観的な数値で判断することも可

能となり，今後の開発戦略にも生かせることが期待できる。

将来，自動販売機がオーバホールを経て製品の寿命を延

ばし，製品を長く使用する社会に市場が変わっていった場

合でもリサイクルやリユースによる新たなビジネスが成り

立つよう，今後，LCAを活用して新しい自動販売機ビジ

ネスを提唱できるようにしていく。

製造段階の工場内製造エネルギーについては，現在工場

の総使用エネルギーから総生産台数で割って，１台あたり

のエネルギーを割り当てた概算データにて検証している。

今後，自動販売機をはじめとする各種製品の環境負荷評

価エキスパートシステムを構築するにあたり，板金加工，

溶接，塗装，組立ラインなどの，機械加工プロセスごとの

LCAインベントリ算定基礎データベースの作成作業を行

い，LCA環境負荷量の算出根拠となる基礎データの整備

を行っていく。

あとがき

自動販売機の LCAの評価を紹介した。LCAは，環境へ

の影響を評価するツールとして非常に優れたものであり，

今後環境の原因を総合的に重み付ける環境負荷統合値法の

本格的な導入や，未来予測的な時間軸を導入したダイナミッ

ク LCA，コストなど社会的な価値判断も入れたソーシャ

ル LCAなどの新しい手法も検討していく。

また，これらの環境影響評価法を確立して環境技術の取

組みの焦点を見極め，より環境にやさしい自動販売機の開

発に取り組む。

現在，並行して三重大学との共同研究を行っており，環

境影響評価において，各種環境影響を総合的に評価する手

法を自動販売機に適用し，図 のような結果を得た。天然

資源枯渇，化石燃料枯渇の影響が大きいことが分かり，今

後は使用時の省エネルギーの促進はもちろん，使用材料の

種類や使用量にも配慮が必要である。

終わりに LCA評価に際してご助言，ご指導いただいた

関係各位に深く感謝の意を表す次第である。
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カップ自動販売機の開発設計に従

事。現在，三重工場第二設計部課
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まえがき

カップ自動販売機は，事務所，学校，パチンコ店など，

人が多く集まるところで利用され，多くの顧客から好評を

得て，着実な実績を上げてきた。しかし，自動販売機の道

路へのはみ出し規制などにより，缶自動販売機の屋内設置

が増え，カップ自動販売機の普及・設置台数はここ数年減

少傾向にある。売上げを伸ばし，利益を上げるためには飲

料バリエーションの拡大により消費者の購買意欲を増し，

オペレーション効率を上げ，人件費を削減するカップ自動

販売機が必要となってきた。

このたび，これらを満足させるカップミキシング式自動

販売機の新シリーズ（図１）を完成させた。本稿ではその

概要を紹介する。

開発の背景とポイント

２.１ 開発の背景

カップ自動販売機は，ここ数年，１台あたりの売上げ収

益の低下傾向が，次に記す項目を要因として発生している。

飲料のバリエーション不足から，缶飲料を買う人が増

えている。

労働時間の短縮により売上げが低下してきている。

人件費や原料費などの運営管理費が増大してきている。

こうした背景により，カップ自動販売機の飲料販売拡大

と市場の活性化を図るため，飲料バリエーションの拡大と

消費者の買いやすさの向上およびオペレーション効率の向

上を図ったカップミキシング式自動販売機の新シリーズ開

発に取り組んだ。

２.２ 開発のポイント

飲料バリエーションの拡大

飲料の味覚の向上

消費者の買いやすさの向上

衛生性の向上

オペレート作業の低減と簡素化

特　長

本カップミキシング式自動販売機は，前述した開発ポイ

ントの具体化とともに，新しい市場ニーズに対応した機能

を多く盛り込んでいる。新しい飲料調理システムの主な特

長を述べる。

従来販売できなかった飲料（スープ，シェークなど）

の販売を可能にした。

飲料に合ったきめ細かいパドルかくはん制御により，

本物の味を供給できるようにした。

各種混合飲料やトッピング飲料など幅広いバラエティ

の飲料販売を可能にした。

従来のカップミキシング式自動販売機に比べ，販売時

間を大幅に短縮した。

取出口を高くし，自動取出口扉を開発することによっ

て，商品の取出し性を飛躍的に向上させた。

ミキシングボール，飲料ホースをなくし，衛生的で，

取り扱いやすくした。また，清掃箇所を減らし，オペレー
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図１　カップミキシング式自動販売機の外観



カップミキシング式自動販売機の新シリーズ

ト時の機械対面時間の短縮と訪問回数の削減を図った。

仕　様

表１に本シリーズの機種構成を，表２に本機の仕様の一

部を示す。

構　造

５.１ 外観と内部構造

本シリーズ機のうち，ポンプ式のカップミキシング式自

動販売機の外観を図１に示した。格調の高い，インテリア

デザインをベースに，豊富なメニューが一目で分かる，選

びやすいカード式ディスプレイとした。また取出口を高く

して，商品の取出し性を向上させた。

図２に内部配置を示す。主要構成部は，①給水機構（カ

セット），②水冷却機構（水槽），③水加熱機構（温水タン

ク），④炭酸水製造機構（カーボネータ），⑤シロップ貯蔵

ならびに送出機構（キャニスタ），⑥粉末およびレギュラー

原料貯蔵ならびに送出機構（キャニスタ），⑦レギュラー

飲料抽出機構（ブリュア），⑧製氷機構，⑨カップ機構，

⑩自動取出口扉，⑪原料一時保留機構，⑫パドル機構，⑬

カップ搬送機構，⑭制御機構である。

内部機構については画期的な新原料調理システムを搭載
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表１　カップミキシング式自動販売機の機種構成 

項　目 
機　種 

商品表示 

＊BIB：Bag in Box

一般機 

フレーバ 
カード 

シロップ 
搬出方式 

ポンプ式 

プレッシャ式 

BIB
＊
式 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

○ 

－ 

○ 

－ 

バリアフリー機 

フレーバ 
カード 

ライティング 
カップ 

表２　カップミキシング式自動販売機の仕様 

種　　　　　　類 

外　形　寸　法 

質　　　　　　量 

電　　　　　　源 

セ レ ク シ ョ ン  

ファンクション 

シ ロ ッ プ 容 量  

粉　末　原　料 

カ ッ プ 機 構  

温 水 タ ン ク  

冷　却　装　置 

製　　氷　　機 

カップ搬送機構 

調　理　方　法 

コーヒーブリュア 

ミ　　　　　　ル 

取　出　口　扉 

給水・排水方式 

制　御　方　式 

蛍　　光　　灯 

ラ ン プ 表 示  

安　全　装　置 

カップ式ホットアンドコールド自動販売機 

高さ1,830×幅990×奥行780（mm） 

410 kg

AC100 V，50/60Hz，15 A

48ボタン 

砂糖・クリーム・コーヒー5段階増減ボタン 
砂糖・クリームなしボタン 
シロップ用氷なしボタン 

レギュラーコーヒー  4 L×2 
インスタントコーヒー  3.6 L×1 
ココア，ジュースなど  4.6 L×1，3.6 L×3 
砂糖  4.6 L×1 
クリーム  3.6 L×1 
トッピング  5 L×1

最大  1,500個，4ウェイトリプルカップ機構 
（6.5/7オンス，9オンス，12オンス，16オンス） 

タンク容量  10 L 
メインヒータ  950 W，サブヒータ  400 W

2ガロン×3（2.5ガロン×3） 

圧縮機（呼称出力）300 W（製氷機とも） 

貯水量  2.1kg

X，Y，Z軸＋カップハンド移動方式 
残留カップ処理機能付き 

パドルミキシング方式 

エアかくはん，エア抽出方式 

カッティング方式 

自動開閉方式 

水道直結方式/カセット（17 L×2） 

VTS-E 方式 

32 W×4本，10 W×1本 

販売中，準備中，釣銭切れ，売切れ， 
販売可能，調理工程 

カップなし時，排水バケツ満水時，断水時の販売 
停止，空だき防止，過昇温防止（手動復帰機構） 
付き，漏電遮断器付き， 
食品衛生サーモスタット付き 
　温水63℃未満時売切れホールド 
　冷水10℃以上時売切れホールド 

カップ 
搬送機構 

ベンド 
ステージ 

カセット 

排水バケツ 

カーソル付キャニスタ 
（粉末） 

温水タンク 製氷機 

水リザーバ 

排気ファン 

カーボネータ 

水　槽 

冷却ユニット 

シロップポンプ 

原料一時 
保留機構 

アイスシュータファン 

コーヒーブリュア 
コーヒーかす 
バケツ 

パドル 
機構 

4ウェイトリプル 
カップ機構 

ミル 
豆冷却室 
キャニスタ 
（コ－ヒ－豆） 自動取出口扉 

制御機構 

扉 

図２　カップミキシング式自動販売機の内部配置
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カップミキシング式自動販売機の新シリーズ

している。これにより，かくはんなどのすべての調理をカッ

プ内で行い，風味豊かな手作りのおいしさを提供する。ま

た，これまでカップ自動販売機の主力であった粉末かくは

ん機構（ミキシングボール），飲料配管をなくすことで，

清掃が楽になり，オペレート作業の簡素化，衛生性の向上

を図っている。

５.２ 飲料製造原理

粉末原料を用いたホット飲料を例に，従来のミキシン

グボール式とカップミキシング式の違いを説明する（図

３）。

ミキシングボール式は，販売信号が入るとカップ機構か

ら落下したカップが，カップシュートを介してベンドステー

ジ上に落下する。その後，機体内に貯蔵された原料がシュー

トを介してミキシングボールに吐出され，湯が注入されて

かくはん調理され，飲料ホースを介してカップに注がれる。

それに対してカップミキシング式は，販売信号が入ると

機体内に貯蔵された原料が原料一時保留機構に貯えられ，

カップ機構から落下したカップをカップ搬送機構のハンド

で受け取り，原料一時保留機構の位置まで搬送する。そこ

で原料を受け取り，飲料を調理するパドル機構の位置に搬

送する。その際湯が注入され，パドルでかくはんして飲料

を調理する。その後カップ搬送機構によって自動取出口扉

奧のベンドステージの位置に搬送し，扉が自動的に開いて

カップが取り出される。カップが取り出されると，扉が自

動的に閉まる。コールド系飲料はパドル機構の位置に搬送

されたとき，湯と氷と冷水が注入され，パドルでかくはん

して飲料を調理する。

５.３ 飲料の味覚の向上

５.３.１ 調理部

調理部は，パドル機構とノズル部から構成される。従来

のカップミキシング式自動販売機ではパドル部とノズル部

を 2か所に設けていたが，今回は調理部とノズル部を 1か

所にすることにより，従来の飲料に加え新しい各種飲料に

対応でき，またベンドタイムの短縮も可能にした。

パドル機構ではカップに搬出された，原料，湯，氷，冷

水などをパドルでかくはんし飲料を調理する。このパドル

機構は飲料の味作りのうえで，いわば心臓部に当たる。近

年の，飲料のバラエティ化に対応するため，かくはん時間

の任意設定やかくはんモータの電圧制御で速度は 1,000 ～

9,000 r/min に設定を可能にした。その調理位置（カップ

内でのかくはん位置）は上下駆動モータにエンコーダを使

用し，パルスカウントにて停止位置精度を保っている。パ

ドルは調理過程，カップ形状，新飲料への対応などのバラ

ンスを考慮し，従来の形状に比べかくはん能力を向上させ

ている。また，調理後のパドルを常に清潔に保つよう，洗

浄回路（パドルを湯または水で洗浄する）を設け，販売の

つど洗浄を行うようにしている。図４にパドル機構の外観

を示す。

５.３.２ コーヒーブリュア機構

コーヒーブリュア機構は，レギュラーコーヒー本来の味

と香りがある作り立てのコーヒー飲料を抽出するために，

販売ごとにレギュラーコーヒー原料と湯をかくはんしてコー

ヒー飲料を抽出するものである。この機構の特徴としては，

おいしい味を作るために原料と湯のかくはん部分を汚れに

くい構造にしている。また，リンス機能を搭載させ，販売

数に応じた自動洗浄を行うことができる。ルート効率の向

上に対しては，コーヒー飲料を抽出する紙フィルタの交換

を自動販売機正面から行える構造とし，容易に作業ができ

る構造とした。従来のコーヒーブリュアと比較して質量お

よび容積を削減させ，軽量・コンパクト化を図っている。
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カップミキシング式自動販売機の新シリーズ

図５にコーヒーブリュア機構の外観を示す。

５.４ ベンドタイムの短縮

カップを搬送し，調理することによるベンドタイムロス

を最小限に抑えるため，カップ搬送機構の高速移動，原料

一時保留機構における粉末原料の短時間吐出，調理位置お

よび調理箇所の最適化，調理工程の制御ロスの見直し，自

動取出口扉の動作ステップの見直しなどを行い，従来のカッ

プミキシング式自動販売機に比べ大幅なベンドタイム短縮

を図った。

５.４.１ カップ搬送機構

カップ搬送機構は主に X，Y，Z軸およびハンドで構成

され，ステッピングモータの制御でカップの位置を決め，

カップのみおよび飲料入りのカップを搬送する機構である。

従来のカップ搬送機構に対し，X軸のスライド部を 2か

所から 1か所にしたうえで新規スライド構造を採用し，高

速搬送を実現し，X，Y軸の最高速度を 300m/s とした。

また，カップを受ける受け台を設け，受け台を上下させる

Z軸を設けたことで，飲料調理後，取出口部に移動した後，

すぐに取出口扉を開く動作を行うことにより，ベンドタイ

ムの短縮を図った。

図６にカップ搬送機構の外観を示す。

５.４.２ 原料一時保留機構

原料一時保留機構は原料収納箱に貯蔵された原料をカッ

プ搬送機構によってカップが搬送されるまでの間，原料を

一時保留するものである。

一時保留した原料を吐出するために，ソレノイド駆動に

よるシャッタ開閉を行い，原料の吐出容積に対し適切な開

閉時間を設定し制御することにより，最短 0.3 秒の開閉時

間を実現し，ベンドタイムの短縮を図った。
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図７　原料一時保留機構の外観
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カップミキシング式自動販売機の新シリーズ

図７に原料一時保留機構の外観を示す。

５.５ 制　御

近年，カップ自動販売機の制御は，多機能かつ複雑になっ

てきている。特に今回のカップミキシング式自動販売機は，

主要機能のカップ搬送機構をはじめ多くの機構の制御が必

要となる。

図８に示す全体の制御システムのなかで，自動販売機本

体側の制御を行う搬出スレーブボックスを，従来方式に対

して下記 2項目の変更を行い開発を進めてきた。

16ビットマイクロコンピュータの採用と高級言語化，

ARTIC（Abstraction for Real Time Control）化（オブ

ジェクト指向）によりプログラムの開発効率アップと品

質向上を図る。

PALMNET（車内 LANシステム：F社製）の採用に

より，搬出スレーブボックスを分散化し，シリアル接続

により省配線化を図る。

なかでも， の PALMNETについては，F社と共同で

元来の車載仕様の見直しを行い，自動販売機の本体制御に

適した仕様の専用通信 ICとして開発した。

この PALMNETの採用により，自動販売機内のハーネ

スを従来機比で，質量を約 60 ％に，リード線本数を約

60 ％に，接続コネクタ数を約 70 ％にできた。さらに，ラ

インでの組付け作業性の向上が図れ，配線接続数を大幅に

削減でき，初動不良低減の効果を得ることができた。

また，将来的には結線が単純・簡素化になるので，ハー

ネス作製の自動化対応も可能になる。

今後は，このシステムをカップ自動販売機制御の標準仕

様として，99年機以降へ展開をしていく。

あとがき

カップミキシング式自動販売機の新シリーズの概要につ

いて述べた。

さらに，飲料のバリエーションの拡大，オペレーション

効率の向上，そして低価格化がカップ自動販売機に求めら

れる。今後も市場のニーズにスピーディにこたえ，カップ

自動販売機にかかわる人達に喜ばれる開発に努力する所存

である。

最後に，本開発に際し，終始ご指導，ご援助をいただい

（2）

（2）

（1）
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冨永　　博

自動販売機および新分野製品の開

発に従事。現在，三重工場第一設

計部課長。

西　　正博

自動販売機の開発設計に従事。現

在，三重工場第一設計部課長補佐。

的場　一嘉

自動販売機制御の開発設計に従事。

現在，三重工場電子制御部。
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まえがき

近年，飲料の種類や容器の形状はますます多様化の傾向

にあり，消費者からは，見た商品その物をショーケース感

覚で安心して買える自動販売機が求められている。さらに，

成熟化した自動販売機市場において，新規のロケーション

の開拓や，置換えによる売上げを伸ばすために，ざん新な

発想の自動販売機が求められている。

このようなニーズにこたえるべく，富士電機では，缶・

瓶・紙パック・カップ・ペットボトル飲料，デザートなど

多様な異形容器商品の，姿勢を保ち，商品をやさしく取出

口まで搬送する動きを見せ，消費者に安心と楽しさを与え

るキャッチャシステムを採用したシースルー自動販売機を

開発した。

シースルー自動販売機の機種としては，コールド専用機

（1室機）とホットアンドコールド機（2室機）の 2系列が

あるが，本稿では，コールド専用機に絞ってその概要を紹

介する。

特　徴

シースルー自動販売機（図１）の特徴を次に述べる。

２.１ 多様な販売商品

シースルー自動販売機で販売可能な商品を表１に示す。

代表的な缶・瓶・紙パック飲料に加え，最近増加しつつあ

るカップ飲料やペットボトル飲料，さらにはプリン，ゼリー

などのデザート類も販売可能とした。

シースルー自動販売機
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冨永　　博（とみなが　ひろし） 西　　正博（にし　まさひろ） 的場　一嘉（まとば　かずよし）

表１　販売商品 

分類 

標準パック ピュアパック プリズマパック 
瓶飲料 カップ飲料 

ペットボトル 
飲料 デザート 

項目 

形　状 

内容量 
（mL） 

135，160，190， 

200，250，280， 

350，500

紙パック飲料 
缶飲料 

100，125，180， 

200，250，365
180，200，300 250，320 100～350 200，240

　65，  80，100， 

300，330，350， 

500，600

100～240

図１　シースルー自動販売機の外観



シースルー自動販売機

２.２ 商品搬送システム

商品搬送過程を消費者に見せることを念頭におき，商品

を「やさしく」搬送することをコンセプトとして，搬送機

構が商品を収容ラックまで取りに行き，取出口まで丁寧に

搬送する商品キャッチャシステムを開発した。

２.３ 省エネルギー構造

自動販売機前面部を，メインドアおよびペアガラスを使

用した内扉の二重構造とすることにより気密と断熱性能を

向上させ，省エネルギー化を図った。

２.４ インテリアデザイン

インドア設置をにらみ，ロケーションのインテリアにマッ

チするよう落ち着いたデザインとした。蛍光灯の配置を工

夫することにより，販売商品の視認性も追求した。

選択ボタンはテンキー方式を採用し，消費者，オペレー

ターの取扱い性を向上させた。

仕　様

シースルー自動販売機の仕様を表２に示す。

構　造

シースルー自動販売機の内部構造を図２に示す。

構造の主要部分について以下に説明する。

４.１ 全体構成

商品は，コンビニエンスストアのイメージで，収容ラッ

ク内に奥行方向に並べて収容され，断熱層で囲まれた冷蔵

庫内で約 5℃に保冷される。冷蔵庫前面断熱扉を透明ガラ

スで構成することにより，消費者は，自分の欲しい商品そ

のものを選択することができる。

商品キャッチャシステムは，通常は下部に待機しており，

選択ボタンが押されて販売指令を受けると，X（横）・Y

（縦）方向に同時に移動し，目的の商品が収容されている

ラックまで素早く商品を受け取りに行く。そして商品を受

け取った後，取出口まで搬送し，商品を搬出する。

４.２ 商品キャッチャシステム

商品キャッチャシステムは，

商品を収容しておき 1個ずつ搬出する商品収容ラック

商品収容ラックから商品を受け取り，取出口へ搬出す

るためのバケット機構

商品を搬送するため，ホームポジション→ラック→取

出口へとバケットを移動させるX-Y搬出機構

で構成される。

４.２.１ 商品収容ラック

商品収容ラックの構造を図３に示す。

ラックには，モータ，スイッチなどの電装品は一切設け

ず，商品搬出時のみバケットギヤとラックギヤをかみ合わ

せ，バケット機構側のモータ駆動力をラックに伝達する。

そして，ラックギヤの回転により，タイミングベルトを介

してプッシャを駆動させ，商品を前方へ送り出す。これら

の構造を採用することにより，バケット機構に搭載する２

個のモータのみにより，49コラムすべての商品搬出を可能

とし，搬送システムの大幅なコストダウンと，ラックの清

掃性をはじめとするメンテナンス性の向上を果たした。

（3）

（2）

（1）
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表２　シースルー自動販売機の仕様 

項　目 

形　　　　　式 

外　形　寸　法 

製　品　質　量 

販　売　商　品 

商 品 収 容 数  

セレクション数 

販　売　機　構 

制　御　方　式 

コインメカニズム 

紙 幣 識 別 装 置  

電　　　　　　源 

消　費　電　力 

冷　　凍　　機 

冷　　　　　　媒 

蛍　　光　　灯 

選 択 ボ タ ン  

断　　熱　　扉 

設　置　環　境 

仕　様 

FSE141

幅800×奥行865×高さ1,832（mm） 

290 kg

缶飲料，瓶飲料，紙パック飲料，カップ飲料， 
ペットボトル飲料，デザート 

637個（250 mL紙パック換算） 

41セレクション（49コラム） 

キャッチャシステム 

分散制御システム 

4ウェイ（十円・五十円・百円・五百円硬貨） 

千円札1枚受入れ 

AC100 V  50/60Hz 

590/590 W 

ロータリコンプレッサ  8 cm3 

R-22

直管蛍光灯　�上　部　20 W×1本 
　　　　　　�左側部　15 W×1本，20 W×1本 

テンキー形選択ボタン 

フィルムヒータ付ペアガラス扉 

屋　内 

メインドア 電照板 蛍光灯 商品収容ラック 

凝縮器 取出口 

商品キャッチャ 
システム 

断熱ガラス扉 

図２　内部構造



シースルー自動販売機

４.２.２ バケット機構

バケット機構の構造を図４に示す。

バケットギヤとラックギヤのかみ合わせには，一方向回

転で機構を往復運動させる，ナピアねじ機構を採用し，機

構の省スペース化を図った。

従来，搬送信頼性を上げるため，商品の搬出通路には商

品の最大対角以上の寸法が必要であるとされてきた。しか

し，特に 500mL ペットボトル飲料など，背の高い商品を

搬送する場合，商品搬送通路幅を大きく取る必要があり，

スペース効率が極端に悪くなってしまう。本機では，バケッ

ト側に倒れ込ませた商品の底面を搬送ローラで持ち上げた

後，ローラを回転させてバケット内に商品を立てたままの

状態で取り込むという姿勢制御動作シーケンスを考案する

ことにより，約 100 mm の搬送通路幅で，商品高さ約

240mmのペットボトル飲料の搬出をも可能とした。

４.２.３ X-Y搬送機構

X-Y搬送機構の構造を図５に示す。

X・Y両機構ともに，タイミングベルトにオートテンショ

ナを組み込んだ構造を採用することにより部品の寸法ばら

つきを吸収し，組立時の無調整化を実現した。Y軸搬送機

構においては，負荷となるバケット機構と同質量のバラン

スウェイトをベルトの反対側に設けることにより，7W程

度の小形モータで，400mm/s の高速搬送を可能とした。

ラックからバケットへの商品取込み動作の信頼性向上に

おいては，機構の停止位置精度がポイントとなる。この位

置精度向上のため，構造的には，内箱内部に X-Y搬送機

構のスライドレールと共用する形で，トラスフレームを組

み，ラックをフレームに直付けすることにより，バケット

機構とラック間の寸法ばらつきの極小化を図った。さらに

停止制御は，２個のホトインタラプタを組み合わせ，停止

位置確認と位置補正動作を随時行う制御を考案し，低コス

トと高信頼性を両立させた。

４.３ 断熱ガラス扉

断熱ガラス扉の構造を図６に示す。

商品の視認性と断熱特性を両立させるために，２枚の半

強化ガラスの空げきに乾燥空気を密封したペアガラスを採

用した。さらに，ガラス内面に透明フィルムヒータをはり

付け，露付き防止とともに，特に瓶入り乳製品を劣化させ

る恐れのある紫外線のカットを図った。

４.４ テンキー形選択ボタン

テンキー形選択ボタンの外観を図７に示す。

収容ラックに電装品を持たないという構造的特徴により，

本機は現地で容易にコラム割りを変更できるというメリッ

トがある。これを最大限生かし，かつ，多ボタンによる消

費者の押し間違いを防止するため，テンキー形選択ボタン

を開発した。０～ 9までの数字ボタン配列は，実績のある

プッシュホン式電話機に合わせ，これに決定ボタン，訂正

ボタンを加えた計12ボタンで，あらゆるコラム配列への対
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シースルー自動販売機

応を可能とした。

制　御

基本制御構成に関しては，図８に示すように現行自動販

売機（缶・紙パック系自動販売機）の分散制御システムを

採用し，搬送機構（キャッチャ機構，X-Y搬送機構）お

よび冷却制御を同一の制御部（本体スレーブ）にて行うこ

とにより，現行自動販売機の基本システムを変更すること

なく対応を可能とした。このため標準の制御ボックス同様，

他の制御ボックス〔ACS（Accountability & Communi-

cation System），カードなど〕のオプション関係もそのま

まの使用を可能とした。その制御方法は，次のとおりであ

る。

５.１ 搬送機構制御

５.１.１ X-Y搬送機構制御

図９にX-Y搬送機構制御構成を示す。

前述の X-Y搬送機構の制御はそれぞれ 2個一対のホト

インタラプタがスリットを通過するときの信号により行う

ものとした。両方のホトインタラプタがオンした位置を，

待機位置として認識させ，目的の商品収容ラックまでのバ

ケット機構の移動時にホトインタラプタがオンした回数を

カウントする。停止スリット信号検出後モータ出力を停止

し，その後，停止した位置が正常な位置かを停止位置確認

スリットにて確認する制御とした。万が一，搬送過程にお

いて，単発的に過負荷がかかり，停止した位置が正常でな

かった場合には，それぞれのモータの特性に合わせて駆動

スピード（電圧）を制御しながら停止した位置をホトイン

タラプタの入力により補正する制御を組み込んだ。これに

より，部品の寸法ばらつきなどで個々の状態が変化しモー

タ停止後の停止位置がばらついても正常位置への停止を可

能とした。

５.１.２ バケット機構制御

搬出信頼性を向上させるため，ラックからバケット機構

への商品受渡しおよびバケット機構内への商品の完全な取

込みにおいて，それぞれバケット部の検知スイッチが動作

してから搬出用のモータが停止するまでの時間を変えるこ

とにより，さまざまな形状・外形寸法の商品の搬出信頼性

を向上させた。

また，販売商品によってはふた付きのものも存在するが，
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シースルー自動販売機

販売動作終了後，このふたが外れてバケット内に取り残さ

れている場合には，次販売にて問題が発生しないように自

動的にこのふたを搬出する制御を組み込むことにより，ふ

た付商品の販売も可能とした。

さらに，１回の販売で複数本の商品を同時に販売する場

合には，商品ラック前にて複数回搬出動作することにより

１回の往復動作にて複数本の販売を可能とした。

５.２ テンキー形選択ボタン制御

テンキー形選択ボタンは，プッシュホン式電話機や現金

自動支払機などで認知されているとはいえ，日本の自動販

売機としては初の採用となるため，消費者にその購入方法

が理解できず，操作間違いをするなどの問題が考えられた。

そこで，テンキーの操作については，操作間違いを防ぐ

ための確認機能として，入力された番号の確認を行うため

の「決定」ボタン操作を取り入れた。ただし，この操作は，

従来の自動販売機での購入方法にはない操作のため，消費

者が操作することを忘れる可能性が考えられる。そこで，

ある一定時間「決定」ボタンが押されなかった場合には，

自動的に商品搬出動作を開始する機能を設け，「決定」ボ

タンの押し忘れを防止した。これにより，消費者の年齢な

どに関係なくだれでも容易に商品を購入することを可能と

した。

あとがき

以上，キャッチャシステム搭載のシースルー自動販売機

について，その概要を紹介した。

本機は市場においてショーウインドーショッピング感覚

のざん新な自動販売機として好評であり，展開が拡大され

つつある。

今回開発したシースルー自動販売機は，飲料の販売を主

としているが，今後は商品の範囲をより広げた機種のシリー

ズ化に取り組んでいきたい。

最後に，本機の開発に際し種々のご助言をいただいた関

係各位に対し深く感謝の意を表す次第である。
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宮尾　哲也

自動販売機の開発設計に従事。現

在，三重工場第一設計部課長。

田村　嘉忠

自動販売機の開発設計に従事。現

在，三重工場第一設計部課長補佐。

柴田　義人

自動販売機の開発設計に従事。現

在，三重工場第一設計部。
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まえがき

たばこ自動販売機は，たばこ小売店の省力化機器として

発展してきた経過があり，全国に約50万台が展開されてい

る。

近年は規制緩和による外国製たばこの本格市場参入によっ

て各たばこメーカーのシェア競争が始まり，飲料自動販売

機と同様に各たばこメーカーのマーキング機をいかに多く

展開するかがシェア獲得の大きな鍵（かぎ）になっている。

このように省力化機器の立場から販売競争機器への移行に

より，たばこを出すだけの単機能の自動販売機から各たば

こメーカーの特徴を出し，他社と差別化して集客力を向上

させることがたばこ自動販売機にとって重要な課題となっ

ている。

富士電機ではこうした顧客のニーズに対応して新しいた

ばこ自動販売機のシリーズを開発したので，以下にその概

要を紹介する。

新シリーズ機の特長

２.１ デザイン

商品展示部は，操作のしやすい明るくワイドなフルフラッ

ト電照板を採用した。また全機種，操作部の横に顧客が自

由に使える大きな広告スペースを設け，広告塔としての機

能を充実させ，集客力の向上を図っている。外面の塗装に

はメタリックとクリアを採用しており，高級感の演出と高

い耐久性を実現している。

２.２ 大収容量化

自動販売機の収容数は商品の補充回数を減らす意味で，

日常のサービス性改善の重要なポイントである。本シリー

ズではコラム別の収容数を売れ筋商品に対応したバランス

の良い割合に設定し，かつ全体収容数の大幅増を達成する

ことによって売切れの機会を減らし，サービス性の向上を

図っている。

２.３ アピール機能

たばこの広告規制が敷かれるなか，自動販売機によるキャ

ンペーンは販売促進の重要なツールになってきている。こ

うしたニーズに対応してバリエーションを持たせた広告展

示スペースや，さらには動く商品ディスプレイを開発して

商品のアピール機能を充実させている。

構　造

たばこ自動販売機の外観を図１に，内部構造を図２に示

す。たばこを搬出する原理は，ベンドラックの分割された

コラムに上下に積み重ねられて収納されたたばこを，ベン

ドメックによって下から順に 1個ずつ送り出し，外扉側に

設けたシュートによって取出口まで導くようになっている。

主要部分について以下に説明する。

たばこ自動販売機の新シリーズ
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たばこ自動販売機の新シリーズ

３.１ ベンドラック

たばこ自動販売機に要求される基本的な機能として，

収容数が多いこと

扱いやすいこと

販売トラブルのないこと

があげられる。本シリーズでは上記のニーズにこたえ，か

つ大幅な製造合理化，開発効率の向上を狙った新しいベン

ドラック，ベンドメックを開発した。概要を以下に説明す

る。

３.１.１ ベンドラックのユニット化

図３ に従来のベンドラック，図３ にユニット式ベン

ドラックのそれぞれ構造を示す。従来のベンドラックは，

キャビネットに直接取り付けられた全体で一つの完成され

た構造になるのに対して，ユニット化したものはそれを分

割して個々に独立して完結している構造になっている。

ユニット化したことによる効果は次のとおりである。

従来は，機種ごとに 1台分すべてを専用設計していた

ため開発に膨大な時間がかかっていたものが，ユニット

化することによって選択して組合せ設計が可能になった

こと，およびユニットごとに信頼性が確認できているこ

とから，シリーズ機の開発期間を大幅に短縮することが

できた。

図４に組合せ設計の考え方を示す。ユニットのパター

ンを数種類開発しておき，機種開発においてはそれを選

択する方式としている。これによって本体幅，あるいは

セレクション数が異なる場合でもユニットの組合せを変

えるだけで容易に対応することができる。

全体を細分化し，さらに各コラムの基本寸法を統一す

ることによって部品の共用化が可能となり，部品点数と

部品種類の大幅な削減を達成した（表１参照）。

３.１.２ 薄形ベンドメック

たばこの搬出方式はベンドメックの上に装てんされた前

後 2列の商品を下から順に 1個ずつ押し出す方式のため，

ベンドメックの厚さが直接収容数に影響する。そこで今回，

駆動方式を変更することによって厚みを薄くしたベンドメッ

クを開発した。

図５に従来のベンドメックとの比較を示す。従来はチェー

ンを使用していたためメックの下側にデッドスペースがで

きていたものを，駆動方式を円筒カムに変更することによ

り 30mmの薄形化を実現し，１メックあたり収容数２個

増を達成した。また同時に，部品点数を18点から11点に削

減してコストダウンに大きく寄与している。

３.１.３ 信頼性

ベンドラック，ベンドメックの開発設計においては，ワー

キングモデル（動作解析ソフトウェア）を使って事前に商

品の挙動をシミュレーションすることにより信頼性の向上

を図った。

たばこのベンドラックにおいて，最もトラブルの多いベ

ンドメックの出口からシュート部への渡りの部分について

は，特に数種類のモデルを作成し，ばらつきも含めて不具

合のないことを確認してから設計に移行した。図６に実施

例を示す。

３.１.４ 扱いやすさ

間口の狭いコラムには商品のローディングがしづらいた

（2）

（1）

（b）（a）

（3）

（2）

（1）
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たばこ自動販売機の新シリーズ

め，サービス性の向上を目的として一括はね上げゲートを

開発した。図７にその構造を示す。ゲートを持ち上げると

自動的にゲートが開いた状態で保持され，コラムの全面が

開放される。これにより障害物がなくなり商品のローディ

ングがスムーズに行える。同時に，販売する商品のサイズ

を変えるための設定変更も容易にできるようになるためメ

ンテナンス性も向上した。また万が一，使用者がゲートを

戻し忘れて外扉を閉めようとしても，強制的にゲートを閉

める閉め忘れ防止機構を装備しており取扱い性を向上させ

ている。

３.２ アピール機能

たばこの販売戦略において電波媒体によるコマーシャル

が規制されるなか，自動販売機における広告塔としての機

能はますます重要になってきている。こうした状況におい

て本シリーズでは従来からのポスター類への対応だけでな

く，まったく新しい動きを取り入れたディスプレイ機構

（アクションダミー）を開発した。

３.２.１ アクションダミー

従来は販売促進をしたい商品については，シールを追加

するなどのデザイン志向のアピール手法だったのに対し，

今回は動きを取り入れたアクションダミーと呼ばれる新し

い商品展示機構を開発した。図８にアクションダミーの構

造を示す。展示商品保持具と連結されたリンク機構をモー

タによって駆動し，展示商品を垂直位置から 30 °まで首

振り運動させる構造になっている。普段は傾いて静止して

いる状態から硬貨を投入した瞬間に動き始めることによっ

て消費者の目を効果的に引き付けることができ，販売促進

に有効な機能となっている。さらに視覚効果を上げたい場

合にはオプションで LED（Light Emitting Diode）の点滅

器も用意しており，ロケーションの状況によって柔軟な対

応が可能である。

３.２.２ ポスター展示

たばこメーカーが自動販売機において宣伝広告としてよ

く用いる手段に，ポスターや光を透過するフィルムがある。

これらは顧客の販売戦略によって種々に使い分けられてい

るが，本シリーズではこうしたニーズに応じてどちらにで

も対応可能なポスターの表示構造を採用した。図９にポス

ター展示部の構造を示す。光を透過しないポスターの場合

には，図の斜めの表示板にはり付けることにより上部の蛍

光灯の光によって照らされる。また，光を透過するフィル

ムの場合にはフィルムを前面に配置することにより，斜め

の表示板で反射された光で照明する構造となっている。こ

のように，２とおりの広告手段が顧客の企画によって自由

に使い分けができるため大変好評である。

３.３ 防盗機能

たばこ自動販売機は商品単価が高いことから，より高度

な防盗機能が要求される。

本シリーズでは防盗性を高めた 2個鍵式ドアロック構造
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表１　ベンドラックの比較 

項　目 

部品点数 

部品種類 

ねじ本数 

従来構造 
ラック種類 

913 

218 

347

ユニット構造 

421（－54％） 

114（－48％） 

107（－69％） 

たばこ 

チェーン 

ベンドメック 

たばこ 

円筒カム 

ベンドメック 

（a）従来のベンドメック 

（b）薄形ベンドメック 

図５　ベンドメックの比較

図６　ベンドラックのシミュレーションモデル

たばこ 

はね上げ式 
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図７　一括はね上げゲート



たばこ自動販売機の新シリーズ

を標準装備している。信頼性の高いハンドルロックに加え，

かんぬき方式の補助鍵を追加した。ロック機構にかんぬき

がかかることにより高い強度を得ることができ，破壊行為

に対して十分な耐久力を備えている。

また，取出口からのいたずらに対しては新たに二重フラッ

パ構造を採用した。図 にその構造を示す。取出口に手を

入れているときは外扉側のフラッパと連動して動作する防

盗フラッパによって商品通路をふさぎ，中の商品まで手が

届かないようにしている。この構造により，商品の取出し

性を損なわずにいたずらの防止をすることが可能となった。

こうした防盗機能の強化により，本シリーズは顧客から

高い信頼を得ている。

あとがき

以上，たばこ自動販売機の新シリーズについてその概要

を紹介した。

本シリーズはその明るいデザイン，人目を引くディスプ

レイ，扱いやすさから好評を得ている。

今後も自動販売機を取り巻く環境はますます厳しくなる

ことが予想されるが，そこから生まれるニーズに敏感に対

応し，特長を持たせた自動販売機をタイムリーに，かつス

ピーディに開発していく所存である。

最後に本シリーズ機の開発に際し，ご援助，ご協力を賜っ

た顧客ならびに関係各位に対し深く感謝の意を表す次第で

ある。１０
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フィルム（光透過） 

ポスター 
（光不透過） 

表示板 

蛍光灯 

図９　ポスター展示部



杉野　一彦

自動販売機の制御システム開発設

計に従事。現在，三重工場電子制

御部主務。

畠内　孝明

小電力無線機の通信ソフトウェア

開発に従事。現在，電機システム

カンパニー技術開発室通信応用技

術開発部担当課長。
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まえがき

自動販売機による中身商品販売ビジネスは，その運営管

理をいかに効率よくできるかが収益向上の重要な課題で，

この問題を解決するために開発されたのが「自動販売機情

報収集システム」である。

この自動販売機情報収集システムは，売上げ管理や金銭

管理などの精算業務の効率化，訪問計画や商品の積載計画

などのルート管理業務の効率化，新商品や各ロケーション

先の販売動向を把握するための市場動向調査，売切れ時や

故障発生時などのサービス業務改善などが可能となる。ま

た，1996年 2 月に普及促進を目的に日本自動販売機工業会

にて本システムに関する標準仕様が作成されたこともあり，

近年導入数が増えている。

富士電機では，このシステムを「ACS（Accountability

& Communication System）」と呼び，これまで業界に先

駆け各種のシステムを開発してきた。

本稿では，この自動販売機情報収集システムの種類と今

回新たに開発した「SS（Spread Spectrum）無線」を応

用した自動販売機情報収集システムについて紹介する。

自動販売機情報収集システムの種類

自動販売機情報収集システムには，データ通信の形態や

利用目的の違いによって種々の方式がある。図１に自動販

売機情報収集システムの種類を示す。

２.１ オフラインシステム

オフラインシステムは，セールスマンが携帯するハンディ

ターミナルに自動販売機から直接売上げなどの情報を入力

し，営業所などのセンター装置で，データ処理するシステ

ムである。図２にそのシステム図を示す。特長として，シ

ステムの構築が容易で導入しやすい，通信料金などのラン

ニングコストがかからないなどがある。

２.２ オンラインシステム

オンラインシステムは，電話回線（図３参照）や専用回

線などを使用する有線方式のものと，PHS（Personal

Handyphone System）や特定小電力無線，SS無線などを

使用する無線方式のものがあり，いずれも自動販売機の設

置場所に行くことなくセンター装置にて各自動販売機の情

報をリアルタイムで確認することができる。情報の伝送形

態は，システムに必要な情報量や対象自動販売機のサービ

スエリア，自動販売機の設置場所での配線工事の可否など

から選択する。特に特定小電力無線や SS無線では弱い出

SS無線応用自動販売機情報収集システム
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杉野　一彦（すぎの　かずひこ） 畠内　孝明（はたうち　たかあき）

　無線方式 
（SS無線，特定小電力無線， 
　PHS，パケット無線） 

　有線方式 
（専用回線，公衆回線） 

自動販売機 
情報収集 
システム 

オンライン方式 

オフライン方式 
　ハンディターミナル方式 
（コネクタ方式） 

　ハンディターミナル方式 
（光通信方式） 

図１　自動販売機情報収集システムの種類 光アダプタ 

セールスマン持帰り 

赤外線 
通信 ハンディ 

ターミナル 

営業所 

ハンディターミナル 
インタフェース 

センター装置 

図２　オフラインシステム（光通信方式）
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力の電波であることから，自動販売機が集中して設置され

た閉領域でのシステム構築となる。

SS無線応用自動販売機情報収集システム

富士電機では閉領域のシステムとして，従来から特定小

電力無線を使用した自動販売機情報収集システムを開発し，

数多く導入してきた。今回開発したシステムは，それをさ

らに発展させ，通信媒体に SS 無線を使用したものである。

図４にその構成を示す。SS 無線モデムを各自動販売機に

搭載し，他の自動販売機の SS 無線モデムを高速で中継伝

送しながら各種データをセンター装置まで送信するシステ

ムである。本システムは駅構内，ビル，オフィス，工場，

遊園地，パーキングエリアなど，自動販売機が集中して設

置されているロケーションが対象となる。

３.１ システムの特長

本システムは，通信媒体に SS 無線を使用したことから，

次のような特長を持っている。

各自動販売機までの配線工事が不要である。

SS 無線は完全自営のシステムであるため，通信料金

などのランニングコストが一切かからない。

状況に応じて最適な伝送ルートを選択するため，信頼

性の高い伝送が可能である。

高速伝送ができることから，中継してもリアルタイム

性が確保できる。

マルチプレクサを使用することにより，１台のSS無線

モデムで最大 4台までの自動販売機に接続可能である。

３.２ 主要構成技術

以下に今回採用した SS 無線の特長，開発した SS 無線

モデムの仕様，無線通信プロトコル，メンテナンスツール

について紹介する。

３.２.１ SS無線の特長

SS 無線とは，信号の周波数成分（Spectrum）を広帯域

に拡散（Spread）して伝送する無線方式で，今回は，そ

のなかでもノイズや干渉波に強い DS（ダイレクト拡散：

Direct Sequence）方式の SS 無線を採用した。この方式

ではデータ１ビットを特殊な31ビットの符号で表現する。

そのため実際のビットレートはデータ速度の31倍になり，

送信電波の周波数スペクトル幅が拡大され出力される。受

信側では，このビット列に対して一種の多数決判定により

データを再生するため，ノイズなどにより多少のビットに

欠損が生じてもデータの再生が可能となる。また，干渉が

あっても，図５に示すように，狭帯域の干渉波は SS 復調

することによって単位周波数あたりの電力密度が小さいス

ペクトルに変換され，これを信号波帯域のバンドパスフィ

ルタに通すことで，干渉波の影響を抑制することができる。

また SS無線は，ノイズや干渉に強い以外にも，

反射波による干渉に強い。

高速通信が可能である。

秘匿性，秘話性に優れている。

周辺電子機器への影響がない。

といった特長も持っている。

３.２.２ SS無線モデム仕様

今回開発した SS 無線モデムの仕様を表１に，センター

装置用と自動販売機用（マルチプレクサ付き）の外観をそ

れぞれ図６，図７に示す。自動販売機用は自動販売機本体

から給電する方式とした。

SS 無線モデムのセンター装置と自動販売機とのインタ

フェースは，電話回線とモデムを使ったオンラインシステ

ムをそのまま SS 無線モデムとそのネットワークで置き換

（4）

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　オンラインシステム（電話回線方式）
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図５　SS無線が干渉に強い仕組み
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図４　SS無線応用自動販売機情報収集システムの構成
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えることを可能とするため，物理インタフェースは RS-

232C とし，回線制御コマンドは ATコマンド準拠とした。

図８に通信シーケンス例を示す。

また，システム導入時のトータルコストを抑えるため，

１台の SS 無線モデムに最大 4台の自動販売機を接続可能

とするマルチプレクサを開発した。センター装置から，電

話番号の最後に自動販売機の番号を付加することにより接

続する自動販売機を選択する仕組みとなっている。

３.２.３ 無線通信プロトコル

無線システムは設置環境に影響されやすいため，従来は

通信信頼性を確保，維持するのが難しいという問題があっ

た。そこで今回どのようなロケーションでも，簡単な事前

調査によって設置が可能で（エンジニアリングミニマム），

設置後の通信トラブルが少なく，また発生しても最小の作

業で復帰できる（メンテナンスミニマム）ことを目標とし

て SS無線に最適な無線通信プロトコルを独自開発した。

開発した無線通信プロトコルでは，多段に中継してネッ

トワークを構成するマルチホップ無線ネットワークを採用

した。ネットワークを構成するすべての SS 無線モデムは

発信，中継，着信の機能を持っており，他の自動販売機の

SS 無線モデムを中継してデータ転送を行うことができる。

図９に SS無線モデムが配置されている様子を示す。

以下に，開発した無線通信プロトコルの主要な機能を説

明する。

トポロジーセンシング機能

SS 無線モデム間のルートを自動的に調査する機能をト

ポロジーセンシングと呼ぶ。SS 無線モデムは，システム

（1）
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図６　センター装置用SS無線モデム

図７　自動販売機用SS無線モデム（マルチプレクサ付き）
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図８　通信シーケンス例

通信可能ルート 

センター 
装置 

自動販売機 

図９　無線機の配置図（例）

表１　SS無線モデム仕様 

項目 
分類 

送 信 出 力  

通 信 方 式  

変 調 方 式  

伝 送 速 度  

無線通信距離 

規　　　　格 

制 御 手 順  

通 信 速 度  

同 期 方 式  

通 信 方 式  

電 源 仕 様  

外 形 寸 法  

質　　　　　　量 

無
線
仕
様 

端
末
間
通
信
仕
様 

センター装置用 

AC100 V 
50/60Hz  10 W

約W270×D360× 
H95（mm） 
（アンテナ，突起物含まず） 

約 4.8 kg

10 mW/MHz周波数；2.4 GHz帯（ISMバンド） 

SS（スペクトラム拡散） 

DS（ダイレクト拡散） 

256 kビット/秒 

約300～500 m（設置条件により異なる） 

RS-232C準拠 

ATコマンド制御準拠 

1,200～19,200ビット/秒 

調歩同期 

半二重 

自動販売機用 

DC8 V（0.2 A） 
DC24 V（0.3 A） 

約W280×D180× 
H105（mm） 
（アンテナ，突起物含まず） 

約1.2 kg
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設置時とその後の一定周期に互いの存在を確認する通信を

行っており，その結果からルーティングテーブルを作成す

る。

ルーティングテーブルは定期的に更新されるため，通信

ルートの変化があったときや SS 無線モデムを追加，撤去

したときに自動的に最新の情報に更新される。また，ネッ

トワークが分断されたような場合や，故障で SS 無線モデ

ムがシステムから切り離された場合などは，ルーティング

テーブルを参照することによって状態を知ることができる。

オートルーティング機能

発信，中継を行う SS 無線モデムは，ルーティングテー

ブルを参照することによって自動的に送信先を決定する。

このような中継を繰り返すことにより，着信先の SS 無線

モデムまでデータ転送する機能をオートルーティングと呼

ぶ。

今回開発したオートルーティング機能には，効率のよい

ルートでデータを転送する機能に加え，通信障害が発生し

たときに相手を変えて送信する機能や，どうしても着信先

の方向へデータを送信できない場合は，迂（う）回ルート

にてデータを転送する機能などがある。これらの機能は，

障害物の出現など通信できない状態が一時的である場合に

有効に機能する。オートルーティングの例を図 に示す。

３.２.４ メンテナンスツール

SS 無線応用システムを現地調査，設置，メンテナンス

のためにパーソナルコンピュータ（パソコン）用ツールソ

フトウェア（以下，メンテナンスツールと記す）を開発し

た。メンテナンスツールはパソコンを RS-232C ケーブル

で SS無線モデムに接続して使用する。

このメンテナンスツールを使用することにより，現地で

SS 無線モデムの状態を読み出したり，各種パラメータを

設定することができる。また，画面上にネットワークの状

態を表示したり，実システムの設置状態の余裕度を評価し

たり，シミュレーションを行うことにより中継機の要否の

検討も可能である。

図 にメンテナンスツールの機能の一つである中継ルー

トを調査する画面の例を示す。画面では000から 111へデー

タを転送したとき，222，333，444 を中継したことを示し

ている。また，図 に画面上にネットワークの状態を表示

した例を示す。■印が SS 無線モデム，■印をつなぐ線が

通信ルートを示している。

３.３ 今後の取組み

今後は画像伝送や無線 LANなど，より伝送量の多いシ

ステムへの適用も求められてくるものと考えられる。今回

の開発をベースにさらに発展させ，より厳しい環境条件で

の使用や大量データの高速転送といった，より進化した

SS無線モデムも開発していきたい。

また，同時にエンジニアリングミニマム，メンテナンス

ミニマムのために，現場での作業内容確認・分析を行い，

メンテナンスツールの機能アップや他のツール類の開発も

していきたいと考えている。

あとがき

以上，SS 無線を利用した自動販売機情報収集システム

を紹介した。今回開発したシステムは順調に稼動しており，

非常に高い評価を得ている。今後自動販売機情報収集シス

テムの応用はますます発展・拡大していくものと予想され

るので，今後も市場ニーズを取り込み，経済性を考慮した

新しいシステムの開発に取り組んでいく所存である。

最後に本システム開発に際し，終始ご支援，ご協力をい

ただいた顧客ならびに関係各位に対し謝意を表す次第であ

る。
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図１０　オートルーティングの例 図１１　メンテナンスツール画面（その1）
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まえがき

パーソナルコンピュータ（パソコン）やインターネット

などの急激な普及拡大およびビッグバンによる金融規制緩

和が推進されたことによって高度情報化社会に適した新し

い決済手段として「電子商取引（EC）」が構想され，いろ

いろな事業者が推進協議会や研究組合を結成して全国各地

で仕様立案および実証実験を推進している。そのなかで，

小額の買物を対象とした「IC カードによる電子マネー」

は，自動販売機も参加可能となり，いろいろな推進事業者

と共同で実験に加わってきた。自動販売機における電子マ

ネー採用のメリットは，釣銭の払出しが不要になることに

よる利便性の向上や現金が自動販売機内に滞留しないこと

から盗難防止に役立つことなどである。

従来，この電子マネーに近いシステムとして，限られた

職域でのみ使用できる「プリペイドカードシステム」があっ

たが，現在開発されようとしている各地の電子マネー実験

は，全国規模で使用できることをめざしており，コピーや

偽造に強くするための暗号処理などを採用している関係か

ら，推進事業者によって仕様がすべて異なり，加盟店およ

び利用者から見ると分かりにくい傾向にある。しかし，こ

れらの実験はまだ始まったばかりであり，今後は統一され

標準規格化されていくものと予想される。

本稿では電子マネーの概要を紹介し，富士電機における

自動販売機への対応方法の現状および今後の情報化社会に

向けた取組みについて紹介する。

図１に電子マネー対応自動販売機の外観を示す。

電子マネーの概要

２.１ 電子マネーの現状

電子マネーとは，現金に相当する価値を暗号化し，媒体

となる ICカード内メモリに記憶させ，その価値の範囲で

買物をする電子財布のようなものである。

この電子財布を実現する方式が，各推進事業者によって

大きく異なっている。まず，媒体としての ICカードが接

触形 IC カード方式と非接触形 IC カード方式とに分かれ，

さらに現金価値の持ち方に残高管理形と電子紙幣形があり，

暗号方式にも違いがある。また，カードに価値を移しても

利息を付ける方式もあれば付かないものもある。さらに，

センター管理形や非管理形もあり，現在，非常に多くの推

進事業者がそれぞれ独自仕様を企画し，実験を行っている。

代表的な推進事業者は，銀行信販会社系，通信会社系，交

通事業者系である。

以上のようにさまざまな方式の電子マネーシステムが日

本ではここ 1～ 2年の間に各地で実験を開始しており，さ

らに新しい電子マネーの実験も予定されている。電子マネー

で買物をする場合の決済および精算の方法は，いずれのシ

ステムでもほぼ同じ仕組みとなっている。自動販売機の場

合には，自動販売機内に ICカード内価値データの読取り

および減算書込み装置（通称： ICカードリーダ）を取り

付け，電子マネーデータを通信ネットワークを介して，カー

ド発行事業者の売上げ精算分配センターへ転送し，月末に
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銀行振込みなどで精算される仕組みが一般的となっている。

図２に自動販売機における電子マネーの仕組みを示す。

２.２ 電子マネーの利点および課題

電子マネーの第一の利点としては，現金の保管・移動が

ない点であり，運搬費用の削減が可能な点である。また，

現金が自動販売機の中に入っていないことから防犯上から

も安全である。第二の利点は，集計業務が合理化できる点

である。すべてコンピュータ処理が最初の段階から行われ

るため，釣銭の手渡しミスや売上金集計ミスなど人的なミ

スが発生しにくく，集金後の集計業務も発生しないため，

大幅な業務改善が期待できる。

一方で，このような利点を得るためには課題もある。第

一の課題は，電子マネーにまつわるイニシャル費用やラン

ニング費用が発生することである。IC カードリーダなど

の追加機器や売上げ精算分配センターへ取引データを送信

するための通信機器などの費用が必要であり，さらには，

通信費用や加盟店手数料などの費用も発生する。実験段階

においては手数料を無料としている事業者もいるが，本格

稼動の場合には有料になってくると思われる。第二の課題

としては，電子マネーの安全性と取引データ履歴のプライ

バシー問題である。現在実験を行っている電子マネーは，

高度な暗号処理を行っており，すぐには破られることはな

いといえるが完ぺきではない。またすべての取引データを

センターで一括管理する方式もあり，感情的に拒否反応を

示す人もいる。

自動販売機への対応

富士電機では，缶飲料や紙パック飲料，カップ飲料，た

ばこなど非常に多種類の自動販売機を開発・生産している。

電子マネー対応自動販売機が普及していくためには，これ

らすべての機種へ容易に対応できることが重要なポイント

となる。また，一般店舗と異なり，無人販売，点在設置な

ど自動販売機固有の特性もある。

以上のことから個別機種対応ではなく，標準化思想を持

ちながら，しかも高セキュリティ，高信頼性を確保したシ

ステムとすべく，以下の開発コンセプトを立て開発を推進

した。

電子マネーシステムの仕様差および自動販売機の機種

変動を吸収する汎用制御方式の開発

電子マネー自動販売機トータルの高セキュリティを確

保

電子決済データの信頼性向上

SS（Spread Spectrum）無線機や携帯端末，モバイ

ル端末の活用

３.１ 汎用制御方式の開発

まず大きく異なっているのが IC カードである。図３に

分類を示す。自動販売機は無人販売であることから，IC

カードのいたずら操作を防止する必要がある。さらには，

非接触形カードではかざすだけでよいなどの操作の容易性

を低下させないことが大切ではあるが，現金による販売時

と操作手順を大きく変えないことも重要である。そこで，

IC カードは，自動販売機前面から挿入する方式で統一し，

減算処理が完了するまでカードを保持させる制御方式を採

用することで ICカードの種類差を吸収した。

一般的に ICカードのデータを読み書きする機能と電子

決済データを記憶する機能をつかさどる装置のことをCAD

（Card Accepting Device）と呼んでいるが，電子マネー

システムの種類によりこの CADの構成に仕様差がある。

図４にその構成を示す。一つは一体形であり，ICカードと

のデータ通信およびセンターとのデータ通信を一つのユニッ

トで行い，セキュリティを確保しようとしたタイプである。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図２　自動販売機における電子マネーの仕組み
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図３　ICカードの分類
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図４　CADの構成
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二つ目は分離形であり，ICカードリーダでは ICカードと

の通信のみセキュリティを確保し，センターとの通信にお

けるセキュリティなどは上位機器側で確保する考え方のタ

イプである。両タイプとも，上記 ICカード上位制御ユニッ

トを ICカードスレーブという形でスレーブユニット化し

て自動販売機の機種変動を吸収した。具体的に対応した自

動販売機の基本内部構成を図５に，機種変動吸収の考え方

を図６に示す。なお，プリンタは，飲料メーカー（ボトラー）

や自動販売機運営会社（オペレーター）における売上げ管

理用である。

３.２ 高セキュリティの確保

IC カードは，利用者個人が持ち歩き，コピーや偽造，

データ改ざんなどに会いやすいことから，最優先でセキュ

リティ性を確保する必要がある。しかしながら ICカード

リーダより上位の機器やセンターとの通信におけるセキュ

リティ性についてはまちまちであり，確実に確保しておか

なければ大規模な電子マネー展開に支障をきたしてしまう。

そこで，後述する暗号技術や認証技術を開発し，IC カー

ドスレーブ内にセキュリティ機能を一括して処理するSAM

（Secure Application Module）を開発，搭載し対応した。

３.３ 電子決済データの信頼性向上

自動販売機は機械であり，絶対故障しないとはいえない。

現金販売であれば，自動販売機内に硬貨を投入した段階で

売上金は保証されるが，電子マネー販売の場合は，決済デー

タが自動販売機に記憶されるだけであり，集計センターへ

送信され精算処理が行われないと売上金とはならない。そ

のため自動販売機の停電や機器の故障などによる制御ユニッ

ト交換によって決済データが消失することのないような高

い信頼性が必要である。そこで決済データの記録保持に冗

長性を持たせるとともに自動販売機の各種トラブル発生時

のログデータも記録し，後で追跡調査しリカバリーができ

るような配慮をした。具体的にはメモリカードを搭載し，

内部RAMとの二重記録化を図っている。

主要構成技術

今回開発した電子マネー対応自動販売機の主要構成技術

について以下に紹介する。

４.１ セキュリティ技術

電子マネーシステムでは，貨幣の価値を電子データとい

う形で扱うことから，不正などに対してのセキュリティ技

術は最も重要な基本必須（ひっす）要件である。セキュリ

ティにおける課題には「データ盗聴」「複製などによるな

りすまし」「データ改ざん」への技術的対策や仕組みなど

がある。その解決に必要な技術として図７に示す暗号技術，

認証技術，実装技術，システム設計技術，運用技術がある。

４.１.１ 暗号技術

暗号化は「データ盗聴」に対して，通信データの秘匿性

を確保することを目的としている。図８に示すような各種

方式の暗号技術が存在するが，大別すると，共通鍵（かぎ）

暗号と公開鍵暗号の二つになる。共通鍵暗号方式は，送受

信で共通の鍵を用いて暗号，復号を行う方式である。それ

に対して公開鍵暗号方式は，暗号化と復号化で用いる鍵が

異なる方式であり，送信側は送信相手の公開鍵で暗号化し，

受信側は自分の秘密鍵で復号化することが基本原理となっ
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図５　基本内部構成
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図６　機種変動吸収の考え方
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暗号技術：共通鍵暗号・公開鍵暗号 
認証技術：相互認証，ディジタル署名 
実装技術：耐タンパ性（ソフトウェア，部品） 
システム設計技術：要素技術の結合，安全性確保，開発手法 
運用技術：監査，内部統制，作業管理 

攻　撃 

図７　各種セキュリティ技術

暗　号 共通鍵 
ブロック 
　DES，IDEA，FEAL，MULTI， 
　MISTY，RC2，RC5など 

ストリーム 
　RC4，SEAL，カオス暗号など 公開鍵 

　RSA，EIGamal，だ円曲線暗号など 

図８　各種暗号方式
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ている。

４.１.２ 認証技術

電子マネーでは暗号技術を利用して秘匿性を確保するほ

かに，相互認証技術やメッセージ認証技術を利用してさま

ざまな不正利用を防止している。

相互認証とは「なりすまし」に対抗するためにデータ送

受信相手が意図した相手であることを確認することである。

図９にその一例を示す。

また，メッセージ認証とはデータ送受信の間でデータが

「改ざん」されていないことを保証する技術である。図

にメッセージ認証の概念を示す。一見領収書に押される印

鑑に類似しているが，ICカード内データに ICカードの秘

密鍵で暗号化してサインとしているために，データが改ざ

んされたとしても（例えば，領収書の金額欄に「0」を一

けた追加する），サインとの比較から一致していなければ

改ざんされたと判明する。

４.１.３ 実装技術（耐タンパ性）

前述の暗号技術，認証技術だけでは電子マネー機器類の

セキュリティは確保できない。さらに，耐タンパ（変造さ

れない）技術が電子マネー機器としては求められる。これ

は電子マネーシステムの運用性にもかかわることであるが，

自動販売機が廃棄され，またはリサイクルされるときに電

子マネー処理を施すボードが流出し，内部の暗号処理アル

ゴリズムソフトウェアまたは秘密の暗号鍵が解析され，同

様の複製品ができた場合に電子マネーシステムは崩壊する。

これを防止する実装技術が電子マネー対応自動販売機では

求められる。

４.２ SAMの開発

上記の耐タンパ性を実現するためには暗号アルゴリズム，

秘密鍵，認証データを保持し，外部から読み出せないよう

にすることが必須である。今回の開発では，耐タンパ性を

確保するために分離形 CAD内部において暗号，認証，耐

タンパ機能などのセキュリティ機能を実現する部分をSAM

という形で LSI 化した。

今回は 2種類の SAMを開発した。その SAMの主要諸

元を表１に示す。特に自動販売機における対面販売では高

速化が要求されるため暗号・認証処理アルゴリズムの高速

１０
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図９　相互認証の仕組み（一例）
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図１０　メッセージ認証の概念

表１　SAMの主要諸元 

暗 　 号 　 方 　 式  

相 互 認 証 方 式  

メッセージ認証方式 

暗 　 号 　 鍵 　 長  

鍵　　　管　　　理 

電 子 マ ネ ー 形  

処 　 理 　 時 　 間  

項　目 電子マネーA方式 電子マネーB方式 

共通鍵方式 

共通鍵方式 

共通鍵MAC方式 

56，112ビット 

階層形 

残高管理形 

5　s/64ビット 

共通・公開鍵併用方式 

共通鍵方式 

公開鍵ディジタル署名 

756，1,024ビット 

集中形 

電子紙幣形 

500 ms/1,024ビット 

乱数生成部 

相互認証部 

メッセージ 
認証部 

メモリ 
制御部 暗号処理部 

LSI 
全体制御部 

コマンド 
デコード 

CPU 
インタ 
フェース 

図１１　SAMの機能構成

図１２　SAMの外観
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電子マネー対応自動販売機

化に重点を置いた開発を行った。図 に A方式の SAM

の機能構成を，図 に今回開発した SAMの外観を示す。

今後の電子マネー対応自動販売機

今までは，電子マネー自動販売機を各電子マネー推進事

業者計画に合わせる対応にて開発を行ってきたが，今後は

きたる高度情報化社会に貢献できる自動販売機として位置

づけ，電子マネー対応を開発していくべきと考える。

自動販売機は，店舗展開よりきめ細かなロケーション展

開をメリットとし，全国津々浦々に設置されその普及台数

の多さが一方で社会問題化し，道路へのはみ出し問題やデ

ザインによる景観問題や空缶ごみ問題，エネルギー問題な

どで指摘を受けてきている。このことは，自動販売機が飲

料食品などを無人で販売するだけの一方向の単機能販売機

械として，スタンドアロン形で展開されてきたためと考え

る。

そこで，逆の発想をし，すべての自動販売機に ICカー

ドリーダを搭載し，双方向の通信インフラストラクチャ

（インフラ）端末を装備するとどうなるかを考えることに

よって，今後の高度情報化社会に貢献できる自動販売機を

提案する。

例えば，本人を証明する ID付電子マネーの場合，その

個人への固有サービス（誕生日サービスなど）のほか，そ

の IDを被害や災害に合ったときに自動販売機の IC カー

ドリーダに入れることで通信が自動的に行われ，最寄りの

警察への自動通報に使えるといったことが考えられる。ま

た，定期券と一緒になった電子マネーカードの場合，乗ろ

うとする路線の車両遅れ状況案内などもできる可能性を持

つ。商店街などにおいては，通信インフラを共用すること

で自動販売機の表示機へ各種イベント案内も行える。さら

には，自動販売機にカメラを搭載することによって，自動

販売機周辺の監視もできることになり，交通渋滞監視や交

通事故監視，通行人状況把握もできる。また，マイクロホ

ンを搭載すればトラブル時の音声案内も可能であり，騒音

測定にも使えることになる。スキー場や大形レジャー施設

などでは迷子探しにも使え，一種の監視装置的役割も持た

せられる。

このような構想をしていくと，自動販売機における電子

マネーは，いろいろな推進事業者に多数参加し，自動販売

機の台数規模を積極的に活用するサービスを提供していく

ことで，より一層の利便性のある情報社会システムに貢献

できるものと考えられる。そのためには，できるだけ早く

周辺機器の標準化を進め，通信インフラの整備を行ってい

くべきと考える。そして，その費用負担は，システム利用

者を広げることによって，浅く広く負担していただく仕組

みを提案していきたい。

あとがき

電子マネーは，まだ生まれたばかりであり，各推進事業

者間の競争状態になっているが，うまく育てると利便性の

高い社会を作れる可能性を持っている。そこでできるだけ

多くの人に参画していただき，ご意見，ご提案を期待する

次第である。また，自動販売機もこの電子マネー対応を契

機に，より社会全体に貢献できる自動販売機へと転換を図

るべく，新しい役割・機能を持った自動販売機を提案して

いく所存である。

最後に本開発に際し，ご援助，ご協力を賜った顧客なら

びに関係各位に対し深謝の意を表す次第である。

参考文献

日経デジタルマネー・システム編：デジタルマネーのすべ

て，日経BP社（1997）

（1）

１２

１１
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堂面　俊則

通貨関連機器の開発に従事。現在，

松本工場通貨機器部担当課長。

宮坂　和好

通貨関連機器の開発に従事。現在，

松本工場通貨機器部主務。

千國　量也

通貨関連機器の開発に従事。現在，

松本工場通貨機器部。
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まえがき

現在の自動販売機の市場は飽和状態にあり，新規需要が

あまり見込めない状況にあることから，置換え需要を中心

として競争の激しい市場となっている。

こうした状況のなか，自動販売機の置換えを促進し，他

社との競争に勝つためには，差別化を図った特長ある自動

販売機の開発が重要となってくる。今回，差別化の一つと

して，固定客の確保，商品購入意欲の促進を狙いとしたポ

イントカードを導入することで，自動販売機の中身商品の

売上げ増を狙った自動販売機を開発することとなった。富

士電機ではそのポイントカードが使用できるリーダライタ

の開発を行ったので，以下にその概要を紹介する。

なお，ポイントカード対応自動販売機とは，自動販売機

で商品を購入するごとに，購入本数に対応したポイントを

カードに記録し，そのポイントを増やしていくことができ

る自動販売機である。

特　長

ポイントカードリーダライタの外観を図１に示し，その

特長を次に述べる。

ポイント表示機能

受け入れたカードの現在のポイント数をカードの挿入口

にある表示部に表示する。

パンチ穴あけ機能

満点に達した場合，カードの所定位置にパンチ穴をあけ

ることにより，満点の確認ができる。

パンチ穴方式を採用することにより，印字などを行うカー

ドのような特殊加工が不要で，カード単価を最小限に抑え

ることが可能となり，ランニングコストが安くなる。

カードの不正防止

独自のデータ暗号化方法の考案により，データのハイセ

キュリティ化を実現した。

ポイント数トータルカウンタ出力

自動販売機で付加したポイント数の総合計を集計し，利

用度を把握することができる。

カード発行機能

カードホッパ制御機能を有し，自動販売機でのポイント

カードの発行が可能である。カードの収納枚数は 300 枚で

ある。

仕　様

表１にポイントカードリーダライタの仕様の一部を示す。

構　造

ポイントカードリーダライタは，図２の構成から分かる

ように，ポイントカードリーダライタ本体，カードホッパ

ユニット，電源ユニットの三つのユニットから構成されて

いる。

ポイントカードリーダライタ本体は，カードのポイント

数を表示するポイント表示部，挿入されたカードを搬送す

る搬送部，カードデータの読取り・書込みを行うリードラ

イト部，カードにパンチ穴をあけるパンチ部から構成され

ている。この本体は，搬送部背面カバー，リードライト部

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

ポイントカードリーダライタ
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堂面　俊則（どうめん　としのり） 宮坂　和好（みやさか　かずよし） 千國　量也（ちくに　かずや）

図１　ポイントカードリーダライタの外観



ポイントカードリーダライタ

背面カバーがそれぞれ開閉し，ポイントカードが詰まった

ときなどの保守やクリーニングなどの点検が容易に行える

構造となっている。

カードホッパユニットは，最大 300 枚までカードを収納

することができ，本体からの信号により 1枚ごとに分離し，

カードの発行が可能である。

電源ユニットはAC100V を DC5Vおよび DC24V に変

換し，ポイントカードリーダライタ本体に供給している。

制　御

ポイントカードリーダライタの制御ブロック図を図３に

示す。

自動販売機とのインタフェースは，商品を購入した場合

に入力される商品購入信号およびカード発行の有無を入力

する信号から構成されている。

ブロック図で示すように，カードの挿入を検知すると搬

送モータを駆動してカードリードライト回路でデータ情報

を読み取り表示部に表示する。

商品購入信号を入力すると，ポイント数の更新を行いデー

タを記録する。また，満点になった場合は，パンチ穴をあ

ける。

カードを返却する場合はポイントカードリーダライタ本

体の返却ボタン操作により返却される。

カードが挿入されずに商品購入信号を入力した場合は，

カードを持っていない人が商品を購入したと判断し，新規

カード発行を可能とする。発行ボタンが押された場合はカー

ドホッパを駆動し，カードを発行する。

このようにカードに関するすべての制御をポイントカー

ドリーダライタ側で行うため，自動販売機側ではポイント

カードの制御が不要な設計となっている。

したがって，新規の自動販売機以外に市場で稼動してい

る自動販売機へのポイントカード搭載が容易に可能である。

あとがき

今回のポイントカードの導入により，中身商品メーカー

からは商品の売上げが従来の自動販売機に比べて 10 ％増

加したという情報も入ってきており，当初の開発の狙いを

十分達成することができた。

今後はカードにいろいろな付加機能を持たせることによ

り，多方面でカードを応用できるようにしていきたい。

最後に，ポイントカードリーダライタの開発にあたり，

ご指導・ご協力をいただいた顧客ならびに関係各位に対し

深く感謝の意を表す次第である。
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表１　ポイントカードリーダライタの概略仕様 

使用カード 

項　目 仕様内容 

PET（ポリエチレンテレフタレート樹脂）磁気カード 
外形：54.0×85.6（mm） 
厚み：0.21±0.025（mm） 

記 録 方 式  F2F

記 録 密 度  135ビット/インチ 

電　　　源 
本体部　　　　：DC5 V，DC24 V 
電源部　　　　：AC100 V 
カードホッパ部：DC24 V

外 形 寸 法  
本体部　　　　：W135×D  89×H285（mm） 
電源部　　　　：W150×D145×H  50（mm） 
カードホッパ部：W  89×D133×H142（mm） 

使 用 温 度  －15～＋60℃ 

ポイントカード 
リーダライタ（本体） 

カードホッパユニット 電源ユニット 

図２　ポイントカードリーダライタの構成

制
　
　
御
　
　
部 カード発行 

ボタン 

制御部 

自動販売機 ポイントカードリーダライタ 

商品購入信号 

カード発行信号 

表示部 

搬送モータ 

電源 
ユニット 

カードホッパ 
ユニット 

カードリード 
ライト回路 

パンチ 
ソレノイド 

図３　ポイントカードリーダライタの制御ブロック図



大藪　　博

通貨関連機器の開発に従事。現在，

松本工場通貨機器部主務。

西山　高志

通貨関連機器の開発に従事。現在，

松本工場通貨機器部。

飯嶋　　茂

通貨関連機器の開発に従事。現在，

松本工場通貨機器部。
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まえがき

自動販売機への要求機能は，商品の購買がいつでも，ど

こでも簡単にできるということに加えて，公共施設的な機

能，いわゆる「社会施設化」が求められるようになった。

このような環境で，富士電機は「消費者保護」「犯罪防

止」「未成年者への販売に関する保護」に対する技術開発，

商品開発を行ってきた。

近年，消費者保護の観点から，高齢者や障害者が円滑に

利用可能なのはもちろん，健常者にとっても使い勝手のよ

いバリアフリーの自動販売機が要求されている。

本稿で紹介する硬貨一括投入処理ユニットは，「高齢者，

身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進

に関する法律」（通称：ハートビル法）の主旨に沿って開

発したものである。

硬貨一括投入処理ユニットを搭載したたばこ自動販売

機の外観を図１に示す。

特　長

硬貨一括投入処理ユニットは，バリアフリーを基調とし

て，下記のような特長を盛り込んだ。

従来，硬貨を 1枚ずつしか投入できなかった投入口に

代わって，複数枚の硬貨を一括して投入することが可能

である。

硬貨の投入口と釣銭返却口を隣り合わせに配置した一

体構造にして，高齢者にとっても操作が分かりやすい。

要所に点字を施したので，目の不自由な方も容易に利

用できる。

返却レバーは従来のものより 3倍程度サイズを拡大し

たため，取扱い性がよい。

人が手で触れる箇所は，けがをしないよう丸みを付け

た形状（アール形状）とした。

仕　様

表１に硬貨一括投入処理ユニットの仕様の一部を示す。

構　造

４.１ 外観と内部構造

図１のようにアール形状を多く取り入れ，人にやさしい

デザインになっている。

また，硬貨一括投入処理ユニットと商品セレクトボタン

も，車椅子（いす）の方にも取り扱いやすい高さにレイア

ウトされている。

図２は，硬貨一括投入処理ユニットの正面側と背面側の

斜視図である。

硬貨一括投入処理ユニットは，上部に硬貨投入皿と，釣

銭受け皿，正面に返却レバーを一体構成し，自動販売機の

接客面側に取り付けている。

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

硬貨一括投入処理ユニット
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大藪　　博（おおやぶ　ひろし） 西山　高志（にしやま　たかし） 飯嶋　　茂（いいじま　しげる）

図１　硬貨一括投入処理ユニットを搭載したたばこ自動販売機

の外観



硬貨一括投入処理ユニット

硬貨投入皿の下部には，一括投入された複数枚の硬貨を

１枚ずつ分離して送り出す機構と，返却レバーの操作にて

投入された硬貨を釣銭受け皿へ直接送り出す機構とを有し

ている。

硬貨一括投入処理ユニットの下部には，コインメカニズ

ム，釣銭リフタが備えられ，自動販売機の扉の内側に設置

されている。コインメカニズムの機能は，硬貨一括投入処

理ユニットから送り出された硬貨を，選別して金種ごとに

保留することと，保留硬貨を釣銭として払い出すことであ

る。また，釣銭リフタはコインメカニズムから払い出され

た硬貨を，搬送ベルトにより上方に搬送し，硬貨一括投入

処理ユニットの釣銭受け皿に搬出するものである。

４.２ 硬貨搬送機構

硬貨投入皿から一括投入された複数枚の硬貨は，硬貨一

括投入処理ユニットの内部に一時保留される。そして，内

部に傾斜状態で取り付けた円盤が回転し，保留硬貨の搬送

を行う。一時保留された複数枚の硬貨は，円盤に取り付け

られたつめにより 1枚ずつかき出されて，分離搬送される。

搬送硬貨が円盤の頂点を通過すると，硬貨は自重によりつ

めから離脱して落下する。硬貨は，落下通路を遮るように

配置した硬貨レール上を転がり，コインメカニズムに通じ

る硬貨シュートへ導かれる（図３参照）。

４.３ 異物排除機構

自動販売機の利用者が，不注意により硬貨一括投入処理

ユニットへボタンなどの硬貨以外の異物を投入した場合，

内部に残留し，故障の原因となる。これを防止するために

返却レバーに連動して，硬貨一時保留部の底面を開放する

機構とした。

これにより，残留している異物は釣銭受け皿へ導かれ排

除可能となる（図４参照）。
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表１　硬貨一括投入処理ユニットの仕様 

項　目 

外 形 寸 法  

仕　様 

W208×H165×D121.2（mm） 
（接客面側の外形寸法） 

使 用 硬 貨  十円，五十円，百円，五百円 

処 理 速 度  2枚/秒 

最大投入枚数 6枚 

使 用 環 境  －15～＋60℃ 

異 物 処 理  返却レバー操作にて排除可能 

質　　　　量 2.3 kg

電 源 電 圧  DC24 V，DC8 V

構　　　　成 

硬貨受け皿，シャッタ，硬貨搬送機構， 
円盤駆動用モータ，硬貨投入検知センサ， 
返却レバー，異物処理機構，硬貨シュート， 
釣銭受け皿，制御プリント板 

リサイクル  
再生可能な材料の使用 
プラスチック材料の記号明記 
特殊工具なしでの分解，組立が可能 

硬貨投入皿 

返却 
レバー 

釣銭 
受け皿 

コイン 
メカニズム 

コイン 
メカニズム 釣銭リフタ 

（a）正面側 （b）裏面側 

硬貨 

図２　硬貨一括投入処理ユニットの斜視図

硬貨 

つめ 

硬貨シュート 

硬貨レール 

円盤 

硬貨投入皿 

図３　硬貨搬送機構の説明図

釣銭受け皿 

異物排除 モータ 

ギヤ 
ボックス 

円盤 

図４　異物排除機構の説明図



硬貨一括投入処理ユニット

制　御

硬貨投入皿に取り付けられた磁気センサにより，硬貨の

投入と概略投入枚数を検出し，これをトリガにしてモータ

を正転させる。モータにて駆動される円盤によりユニット

内の硬貨は 1枚ずつコインメカニズムへ搬出される。

磁気センサにて計数された投入硬貨枚数から，円盤の回

転継続時間を設定し，モータの停止を決定する。

返却レバーが操作された場合は，円盤を硬貨の搬出方向

とは逆の向きに回転させ，内部に残留する硬貨は釣銭受け

皿へ払い出される。

あとがき

硬貨一括投入処理ユニットの概要について説明した。

今後，高齢化がさらに進むことから，バリアフリー形自

動販売機（ハーティシリーズ自動販売機）はさらに利用し

やすいものを追求していくことが必要である。

「人にやさしい」を第一テーマにし，今後の開発に努力

していく考えである。

最後に硬貨一括投入処理ユニットの開発にあたり，ご指

導・ご協力をいただいた関係各位に対し深く感謝の意を表

す次第である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2914402

岩本　昌三
木村　幸雄
永田　和重
松島　幸三

自動販売機および補給用商品包装箱

2914399
豊島　光栄
布野　秀和
相樂　　広

自動販売機用の商品ローダおよびそ
の取扱方法

2914403 垣堺　　健伝送ライン二重化システム

2914404 藤沢　浩昭電磁接触器の操作機構

2914407 小林　達也自動販売機

2914408 藤平　龍彦
西浦　真治

高耐圧集積回路

2914409 宮坂　　靖半導体素子

2914538 山際　春樹プログラマブルコントローラ

2915175
本郷　保夫
露木　正年
小倉　一郎

単語間スペース検出方法

2917405 米澤　裕之電動機の商用運転・インバータ運転
切換制御方法

2917473
川手　健司
鍋田　　修
古庄　　昇

電子写真用感光体

2917531 千崎　文雄回生電力処理装置の故障検出回路

2917532 上野　勝典電界効果トランジスタ

2917589 日向　正光電磁接触器

2917615

和田　達也
村山　捷司
黒田　一彦
里村　行祥
松岡　　正
野並　光晴
松本　浩造
河村　幸則
松本　徳勝
曵田　　博

圧電アクチュエータ応用のプレス装
置

2917978 黒木　一男
加護谷隆己インバータの電圧制御回路

2919657 中西　要祐3相電子的負荷装置

2916075 桑山　仁平配電系統の断線検出方法

2914410 山田　英司
後藤　真司

ショーケースの照明灯カバー支持構
造

2914434 会沢　宏一電子写真用感光体



長崎　　正

飲料ディスペンサの開発設計に従

事。現在，三重工場第二設計部。

影山　利之

飲料ディスペンサの開発設計に従

事。現在，三重工場第二設計部。

竹中　勝巳

飲料ディスペンサの制御部開発に

従事。現在，三重工場電子制御部

課長補佐。
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まえがき

近年，ファミリーレストラン，ファストフード店などの

清涼飲料を販売する店では，飲料メニューの差別化により，

売上げを伸ばす方向に進んできている。このような差別化

のニーズに対応するため，今までにはない新しいタイプの

清涼飲料である，無炭酸のフローズン飲料を販売する機械

を国内で初めて開発した。

本稿では，そのフローズン飲料ディスペンサの概要を紹

介する。

概　要

フローズン飲料ディスペンサは，本体の飲料容器内部に

飲料を凍らせる冷却シリンダと，飲料をかくはんするかく

はん羽根を備え，飲料を凍らせながらかくはんすることで，

細かい氷粒とジュース，空気の混ざった，なめらかで口当

たりのよい無炭酸のフローズン飲料を製造するディスペン

サである。

開発の背景とポイント

３.１ 開発の背景

従来からある輸入機のフローズン飲料ディスペンサは，

機械の大きさ，コスト，取扱い性あるいは信頼性において

難があり，フローズン飲料を商品として扱いたくても，な

かなか扱えない状況にあった。

こうした背景により，信頼性が高く，多くの場所に設置

できる，コンパクトで集客力のある，操作性のよい，フロー

ズン飲料ディスペンサの開発を行った。

図１に本機の外観を示す（写真の左側が本体，右側が飲

料自動供給装置である）。

３.２ 開発のポイント

輸入機の課題を克服することとし，次の 2項目を重点的

に取り組んだ。

信頼性の高いフローズン飲料製造機構

自動的に飲料を補充する飲料自動供給装置

特　徴

主な特徴は次のとおりである。

新開発の冷却システムと制御システムにより冷却特性

を安定させ，どのような運転状態でも，確実にフローズ

ン飲料を製造できるようにし，機械の信頼性を大幅に向

上させた。

今までにない新しいディスペンスバルブ式の飲料自動

供給装置を開発し，飲料の補充，飲料種類の交換，飲料

容器の洗浄など，顧客のサービス，メンテナンスに要す

る時間を短縮した。

マイクロコンピュータ（マイコン）コントロールとキー

ボード方式のリモートコントロールの採用により，飲料

自動供給装置の設置場所の制約を緩和しつつ，操作性と

信頼性を向上した。

漏電遮断器，ふたを開けると機能を停止するスイッチ（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

フローズン飲料ディスペンサ
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長崎　　正（ながさき　ただし） 影山　利之（かげやま　としゆき） 竹中　勝巳（たけなか　かつみ）

図１　フローズン飲料ディスペンサの外観



フローズン飲料ディスペンサ

など，安全装置を充実させ，顧客の取扱時の安全性を向

上させた。

卓上コンパクト設計と，フローズン飲料の見える透明

飲料容器，電照パネルの採用で，設置場所を選ばない，

集客力の大きなざん新なデザインとした。

仕　様

表１に本機の仕様の一部を示す。

構　造

図２に本体と飲料自動供給装置の内部構造を示し，以下

にその一部詳細について紹介する。

６.１ フローズン飲料の製造

図３に本体飲料容器内部の構造を示す。

飲料容器内に液体の状態で補充された飲料は，冷却シリ

ンダで製氷される。そのシリンダの表面（内側，外側）に

付着した氷を，外かくはん羽根は機械前方に，内かくはん

羽根は機械後方にはぎ取り，全体が均一なフローズン飲料

となるようにはぎ取ったフローズン飲料を砕きながらかく

はんする。また，かくはん羽根は外羽根の方をより多くの

飲料を送る形状とし，飲料をノズルから押し出す力を得る。

（5）
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ふた 

フロートスイッチ 

飲料容器 

飲料ノズル 

コントロールパネル 

レベルセンサ 

ディスペンシングノズル 

シロップバルブ 

ふた開安全スイッチ 

かくはんモータ 

かくはん羽根 

冷却シリンダ 

冷却ユニット 

流量調整器 

水バルブ 

水ポンプ 

シロップ 
売切れセンサ 

(a) フローズン飲料ディスペンサ本体 （b）飲料自動供給装置 

漏電遮断器 

図２　フローズン飲料ディスペンサの内部構造

表１　フローズン飲料ディスペンサの仕様 

製品 

レ ベ リ ン グ 脚 

販 　 売 　 飲 　 料 

販 　 売 　 種 　 類 

飲 料 容 器 容 量 

原　料　投　入　量 

給 　 水 　 方 　 式 

供　　　給　　　量 

流 　 量 　 制 　 御 

制 　 御 　 方 　 式  

制御センサ 
および安全スイッチ 

本
　
体 

販
　
売 

電
気
定
格 

制
　
御 

FUB200-ATF2形　　　　　　　　　　式 

外形寸法  

定格 

電　　源 

周 波 数  

消費電力  

質　　量 

本体： 
幅375×高さ744×奥行586（mm） 
飲料自動供給装置： 
幅210×高さ385×奥行330（mm） 

　 本体：48 kg（稼動時：63 kg） 
　 飲料自動供給装置：25 kg

調整式レベリングボルト 

無炭酸フローズン飲料 

専用飲料シロップコンテナ：2種類 

最大12 L 

標準7.5 L（自動供給） 

水道直結 

225 mL/6s（シロップ＋水） 

可変；フローレギュレータ制御 

100 V 

50/60 Hz 

760/850 W 

マイコン制御 

レベルセンサ，温度センサ，トルク検 
知センサ（最大，最小），シロップ売 
切センサ，ふた開停止スイッチ，あふ 
れ防止スイッチ，漏電遮断器 

飲料容器 

外かくはん羽根 冷却シリンダ フローズン飲料の流れ 

内かくはん羽根 

フローズン飲料の液面 

図３　本体飲料容器内部構造



フローズン飲料ディスペンサ

６.２ フローズン飲料の硬さ検知

図４に硬さ検知機構を示す。

フローズン飲料をかくはんするかくはんモータは，出力

軸で振り子のように動くように配置し，モータの出力トル

クの変化により，左右に振れるようにする。この振れは，

フローズン飲料の氷の成分が多くなってくると，容器内部

のフローズン飲料によりかくはん羽根に加わる負荷が大き

くなり，モータは最大トルクスイッチの側に傾く。また，

フローズン飲料が溶けて負荷が軽くなると，モータは最小

トルクスイッチの側に戻る。これらの信号を基に，冷却ユ

ニットの運転制御を行い，適正なフローズン飲料の硬さを

維持する。

６.３ フローズン飲料の冷却制御

図５に冷却ユニット配管と動作チャートを示す。

通常，片側がフローズン飲料，もう片側が液体のように

左右の温度差が大きな場合，冷媒弁を両方開いても，より

冷たい側に多くの冷媒が集中し，温かい側はいつまでたっ

ても冷却されない現象となる。本機では，左右のフローズ

ン飲料からともに冷却要求のある場合，一度，左右の冷媒

弁を閉じ，ポンプダウンを行った後，要求のある側の冷媒

弁のみを開き，交互冷却を行い，左右のフローズン飲料の

状態がいかなる場合でも，確実に冷却する。

６.４ 飲料自動供給装置

図６に飲料自動供給装置の飲料配管図を示す。

清涼飲料ディスペンサの技術を応用し，流量調整器とシ

ロップ売切センサを備えたシロップ配管と，水ポンプと流

量調整器を備えた水配管から構成され，シロップと水は飲

料容器の直前でディスペンシングノズルで混合し吐出する

ように配置し，シロップの腐食に対して留意した。また，

飲料容器には，吐出された飲料と，フローズン飲料のレベ

ルを検知するレベル検知センサ（非接液形）を備え，人が

監視せずとも，常時最適なフローズン飲料の量となるよう

コントロールする。さらに，飲料容器の満水を検知するた

めフロートスイッチは，洗浄水などを満水にするための水

位スイッチ，または，万が一の機械の暴走に対する安全ス

イッチとして機能する。

あとがき

フローズン飲料ディスペンサの概要について記述した。

今後，清涼飲料分野の一つとして，市場に認知され定着

していくよう，フローズン飲料ディスペンサの開発により

いっそう努力する考えである。

最後に，本機開発に際し，終始ご指導，ご援助いただい

た関係各位に深く感謝の意を表する次第である。

462（52）

富士時報 Vol.72 No.8 1999

初期調整ばね アクチュエータ 

最大トルクスイッチ 

出力軸 
かくはんモータ 

最小トルクスイッチ 

軸受 

図４　硬さ検知機構

ストレートスイッチ シロップバルブ 

ディスペンシングノズル 

レベルセンサ 

シロップ売切センサ 

流量調整器 

水バルブ 

水ポンプ 

本体 

飲料自動供給装置 

シロップ 

水 

図６　飲料配管図（概要）

左冷却シリンダ 

コンデンサ 

コンプレッサ 

アキュムレータ 

逆止弁 

ストレーナ 

右冷媒弁 

左冷媒弁 

運　転 コンプレッサ 

閉 閉 開 開 右　冷　媒 

閉 閉 開 左　冷　媒 

ポンプダウン ポンプダウン ポンプダウン 

右冷却シリンダ 

図５　冷却ユニット配管と動作チャート



山下　智弘

飲料ディスペンサの開発に従事。

現在，富士電機冷機製造（株）開発

部主任。

小川　　正

飲料ディスペンサの開発に従事。

現在，富士電機冷機製造（株）開発

部。

鴻巣　直広

ディスペンサの要素技術開発に従

事。現在，富士電機システムクリ

エイト（株）電子機器技術部主務。

富士時報 Vol.72 No.8 1999

まえがき

ビール全体の消費量が伸び悩むなかで，生ビールの消費

量は増加しており，各ビールメーカーは量販店確保の有力

な手段として，定量注出生ビールディスペンサを位置づけ

ている。

富士電機の定量注出生ビールディスペンサは，1995年か

ら市場展開を開始し，以来，機種ぞろえを充実させ，市場

での実績を積み上げてきた。そして，この間の市場ニーズ

の変化に対応する新形定量注出生ビールディスペンサ（図

１）を開発したので，以下にその概要を紹介する。

開発の背景とポイント

２.１ 開発の背景

消費者の味覚志向の変化により，生ビールの炭酸ガス含

有量は，増加傾向にある。さらに近年発売の発泡酒は，そ

の傾向が顕著である。こういった生ビール，発泡酒の注出

時の発泡量を抑え，より安定的に定量注出することが，大

きな課題であった。

こうした背景から，生ビールの発泡メカニズムの解析を

行い，注出時に発泡量の少ない定量注出生ビールディスペ

ンサの開発に取り組んだ。

２.２ 開発のポイント

生ビール注出時の発泡量の低減と安定化

取扱い，洗浄作業性の向上

各種容器への対応

特　長

新形定量注出生ビールディスペンサは，前述した開発の

ポイントの具体化とともに，新しい市場ニーズに対応した

機能を多く盛り込んでいる。

以下にその主な特長を記述する。

ビールの流れを乱さない形状で，液と泡を分岐したバ（1）

（3）

（2）

（1）

フォーミングレスバルブ搭載新形定量注出生ビール
ディスペンサ
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山下　智弘（やました　ともひろ） 小川　　正（おがわ　まさし） 鴻巣　直広（こうのす　なおひろ）

図１　新形定量注出生ビールディスペンサの外観

表１　新形定量注出生ビールディスペンサの仕様 

寸
　
法 

外 形 寸 法  

設置必要面積 

質　　　　　　量 

電　　　　　　源 

電源コード長さ  

定 格 消 費 電 力  

冷 却 ユ ニ ッ ト  

通　風　方　向  

定量注出可能 
　　　 容器サイズ 

幅450×奥行670×高さ756（mm） 

幅450×奥行670（mm） 

冷却水なし：62 kg，冷却水あり：93 kg

単相100 V  15A  50/60 Hz

3 m 

390/400 W 

175 W（冷媒R134a） 

吸気：底面，排気：右側面および上面 

約80 L/4時間 

約18秒（圧力3.0 kg/cm，中ジョッキ使用時） 

マイコン制御方式 

定量（大，小），手動，泡連続，停止 

販売可，水槽適温，樽適温，ビール切れ，ガス切れ 

自動調圧，ビール切れ時自動注出停止，自動洗浄， 
水温表示，ビール温表示，押圧表示 

外形：φ70～105 mm，内径：φ60～90 mm， 
高さ：140～200 mm

能
　
力 

販　売　量  

注 出 速 度  

制 御 方 式  

注出ボタン  

表示ランプ  

その他の機能 



フォーミングレスバルブ搭載新形定量注出生ビールディスペンサ

ルブの開発により，安定した注出ができる。

泡の後だれがジョッキに入らないジョッキ受台駆動の

開発により，安定した注出ができる。

ボタン操作の洗浄機能や，注出バルブを着脱構造にす

ることで，簡単に洗浄ができる。

つぎ足し機能やコピー機能により，注出量の設定が簡

単にできる。

仕　様

表１に本機の仕様の一部を示す。

構　造

５.１ 外観と内部構造

操作パネル部は，大きな押しボタンに加え，分かりやす

いマーク付きで，初めての人でも簡単に生ビールが注出で

きるようにした。そしてこの操作パネル部には，ディジタ

ル表示部と表示ランプを設けることにより，ビール樽（た

る）温，炭酸ガス圧，冷却水槽水温やビール切れ，ガス切

れ，販売可といった状態が一目で分かるようにした。

また，冷却ユニットの吸排気は，底面吸気，上面および

側面排気方式を採用し，両側面および背面の壁にぴったり

と付けて設置できるようにした。

図２に内部構造を示す。主要構成部は，生ビール注出部

（注出バルブ，ジョッキ受台），冷却水槽，冷却ユニット，

制御部（コントロールボックス）である。

図３に飲料配管図を示す。販売ごとにビールの温度を樽

温センサで検知し，レギュレータでガス圧を自動調圧する。

これによって，常に適正なガス圧でビールを注出する。ビー

ル樽から炭酸ガス圧で押し出された生ビールは，冷却水槽

内で冷やされ，注出バルブから注出される。

また，自動調圧は２バルブ独立制御のため，２種類のビー

ルが販売可能で，２バルブ同時注出も可能である。

従来の定量注出生ビールディスペンサは，ビール注出経

路と泡注出経路の２系路であったが，新形定量注出生ビー

ルディスペンサでは 1経路とした。これによって，配管内

の洗浄がより簡単に行えるようになった。

５.２ 注出バルブ

５.２.１ PIV 法による流れの可視化

注出バルブの開発では形状最適化を狙い PIV（Partical

Image Velocimetry ：粒子画像流速測定）法による流れの

可視化を行った。

図４にこの手法を用いて得られた定常流れ（可視化バル

ブ開放状態）におけるトレーサ粒子画像を示す。それを基

に流れを速度ベクトルで表したものを図５に示す。

図５により流れパターンを解析した結果，旧バルブは流

路形状変化が大きい部分（スライド弁先端部分）で流れの

滞留部や複雑な渦の発生領域が見られたので，この領域が

（4）

（3）

（2）
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図２　新形定量注出生ビールディスペンサの内部構造
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図３　新形定量注出生ビールディスペンサの飲料配管図

図４　トレーサ粒子画像
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最小限になるよう形状の最適化を行った。これによりビー

ル注出時の発泡量を最少にできた。

PIV法とは，水にトレーサと呼ばれる粉末粒子を混合さ

せたものを可視化バルブ内に流し，これにアルゴンイオン

レーザをシート状に拡散させ照射して可視化し，それを画

像処理することにより流れの速度ベクトルを求める手法で

ある。

今回は，濃度相関法を用いて速度ベクトルを求めた。濃

度相関法とは，可視化状態にある流れの局所的な濃度パター

ンを二つの時点で追跡（画像上でのトレーサ粒子の移動量）

し，その追跡結果を局所領域のベクトルとする測定方法で

ある。

５.２.２ 注出バルブ

従来の注出バルブは，一つのノズルでビール（液）と泡

の注出を行っていた。通常の注出は，ビールを注出した後，

ビールの酸化防止や炭酸ガスの抜け防止として，泡を注出

してふたの役割を担わせている。このときに注出した泡が

バルブ本体内に残って次のジョッキへ注出を行った際，最

初に容器に注出されジョッキ内でかくらんされて，発泡が

誘発されることが分かった。

この現象に着目して，ビールノズルと泡ノズルを分岐し

た注出バルブを完成させた。

図６に注出バルブの断面図を示す。この注出バルブと

５.３節で述べるジョッキ受台との組合せにより，さらに注

出時に発泡の少ないシステムとした。

また，注出バルブはマニュアル機と同じ取付け構造とし

て，リングナットにより簡単に取外し可能で，水洗いでき

る構造とした。

５.３ ジョッキ受台

従来の注出バルブとジョッキ受台にセットされたジョッ

キの位置関係は，ビールノズルと泡ノズルの直下にジョッ

キがあった。

注出バルブのバルブ本体内での泡残りによる発泡現象と

同様に，この泡が注出待機時のジョッキ内へ滴下して，発

泡する現象も分かった。よって，５.２.２項で分岐した注出

ノズルで，バルブ本体内に残った泡が，ジョッキへ滴下し

ないビール注出方式（ジョッキの駆動方式）を開発した。

図７にジョッキ受台の動作を示す。

待機状態（①）は，ジョッキの位置を泡ノズルの直下か

ら外すことで，ジョッキ内への泡の滴下を防止した。ビー

ル注出（②）は，ビール注出時の泡立ちを抑えるため，
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流れの滞留部 
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図５　注出バルブの速度ベクトル分布図 継手 
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図６　注出バルブの断面図
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図７　ジョッキ受台動作図
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ジョッキを最大限に傾けて，設定した量まで発泡の少ない

ビールを注出しながら，直立状態（③）まで戻す。泡注出

（④）は，ジョッキを泡ノズルの直下まで移動させ，泡を

注出した後，待機状態（⑤）に戻す。

上記の動作を行うことで，安定した生ビールの注出がで

きた。

また，ジョッキ受台のジョッキ受けの構造を 2段切換構

造にすることで，大小いろいろな形状の容器に対応可能と

した。

あとがき

新形定量注出生ビールディスペンサの概要について記述

した。

ビールの質へのこだわりが高まるなか，生ビール市場の

拡大において，だれにでも簡単に生ビールが定量注出でき

る定量注出生ビールディスペンサは，一層その需要と期待

がある。今後も，市場ニーズに対応すべく，技術の向上に

努め，消費者，ビールメーカー，量販店それぞれに満足さ

れる，ディスペンサの開発に努力する所存である。

最後に，本機開発に際し，終始ご指導，ご支援をいただ

いた関係各位に深く感謝の意を表する次第である。

富士時報 Vol.72 No.8 1999

466（56）

技術論文社外公表一覧

濁度と微粒子個数濃度の同時測定 富士電機総合研究所
〃

山口　太秀
大戸時喜雄 水道協会雑誌，68，6（1999） 日本水道協会

変圧器のインパルス試験における故障判定
方法

松山　　亮
和田　元生
江上　悌治
山田　　守

電気学会電力・エネルギー部門
誌，119-B，7（1999） 電気学会

John Wiley &
Sons, Inc.

変電システム製作所
〃
〃

富士電機総合研究所

Fundamental Operation of Direct Linked
Type Frequency Changer with Bilateral
Switching Circuits

三野　和明
大熊　康浩
黒木　一男

Electrical Engineering in Japan
（1999-7）

富士電機総合研究所
〃
〃

Power Systems Computation Conference（PSCC）
’99（1999-6）

3rd International Conference on Power System
Transient（1999-6）

A Decentralized Generator Control
System for Improvement of Multi-
Machine Power System Stability

富士電機総合研究所
〃

北川　慎治
小島　武彦

The investigation of a shaft-torsional phe-
nomenon objecting CGS

富士ファコムシステム
富士電機総合研究所

壹岐　浩幸
磯崎　　優

13th International Conference on Dielectric
Liquids（1999-7）

Propagation of Creepage Discharge on
Solid Insulator in Insulating Oil

富士電機総合研究所
〃

仲神　芳武
宮本　昌広

The International Conference on Electrical
Contacts, Electromechanical Components &
Their Applications（ICECT） ’99（1999-7）

IJPGC-International Conference on Power
Engineering- ’99（1999-7）

Characteristics of Vacuum Arc in Axial
Magnetic Field

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

吹 　 上 　 工 　 場
〃
〃
〃

山岸　泰彦
磯崎　　優
昆野　康二
岩井　弘美
佐藤　　実
岡崎　貴幸
大沢　雪雄
柴田　和郎

An Investigation of Dielectric Recovery
Characteristics after Short-circuit
Current Interruption Using a Gas Flow
Analysis

富士電機総合研究所
〃
〃

変電システム製作所
〃

恩地　俊行
杉山　修一
岩井　弘美
佐藤　　賢
堤　　睦生

Operating Experience and Life Assess-
ment of 69MW Gas Turbine Power plant
in Fuji Gas Turbine Research Center

富士・シーメンス
エネルギーシステム推進本部
生 産 技 術 研 究 所
富士電機ガスタービン研究所

池田　忠司

岩倉　忠弘
西本　晴保

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関



佐藤　俊博

特機製品の開発設計に従事。現在，

富士電機冷機製造（株）開発部主査。

西山　章雄

自動給茶機の設計に従事。現在，

富士電機冷機製造（株）開発部。
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まえがき

富士電機が初めてホット専用自動給茶機「シュンカー」

を世に出したのは1968年（昭和43年）である。今や「シュ

ンカー」は自動給茶機の代名詞となっており，生活のなか

に浸透している。

自動給茶機の役目はお茶を入れることであるが，消費者

にさらに喜んでいただけるようにするためには，味，販売

スピード（販売杯数の増大），衛生性，取扱い性，デザイ

ンなどの優れたものを開発する必要がある。

これらに対応する瞬間冷却機構搭載自動給茶機の新シリー

ズ（図１）を完成させたので，以下にその概要を紹介する。

開発の背景とポイント

２.１ 開発の背景

近年，O-157（腸管出血性大腸菌）などの話題がニュー

スなどで多く聞かれるようになり，衛生性に対する関心が

高くなり，自動給茶機も，より衛生的なものが要望されて

きた。また，世の中は，ますます合理化，省力化が叫ばれ，

お茶くみや原料投入，機内の清掃，さらには機械の保守・

サービスなどのメンテナンスに要する時間低減が大きな課

題となってきた。

こうした背景により，構成，機能部品の一新を行い，市

場ニーズを取り入れた新コンセプトの瞬間冷却機構搭載自

動給茶機の開発に取り組んだ。

２.２ 開発のポイント

味覚の向上

衛生性の向上

日常操作，メンテナンス作業の容易化

お茶出し時間を短縮する同時販売対応

保守・サービス性の向上

洗練されたデザイン

特　長

瞬間冷却機構搭載自動給茶機は，前述した開発ポイント

の具体化とともに，新しい市場ニーズに対応した機能を多

く盛り込んでいる。

以下にその主な特長を記述する。

飲料の温度を自由に設定できる飲みごろ温度設定機能

アイスバンクによる瞬間冷却方式で水を冷却。空気に

触れることがなく衛生的に冷水を抽出するシステム

三つの抽出口から同時に販売できる新販売システムの

採用

ミキシングボールは汚れが付きにくいセルフクリーニ

ング方式

日常操作する箇所は一目で分かる着色レバー式。操作

箇所はすべて手前に配置。操作はすべてワンタッチ着脱

清掃しやすいシンプル構造

簡単な操作のマイクロコンピュータ（マイコン）

軽量化設計（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

瞬間冷却機構搭載自動給茶機

467（57）

佐藤　俊博（さとう　としひろ） 西山　章雄（にしやま　あきお）

図１　瞬間冷却機構搭載自動給茶機の外観



瞬間冷却機構搭載自動給茶機

仕　様

表１に本機の主な仕様を示す。

構　造

５.１ 外観と内部構造

図１に瞬間冷却機構搭載自動給茶機の外観を示す。

都会的で洗練されたデザインで，オフィスとの調和を狙っ

ている。押しボタンは三つの抽出口に対応し，一目で分か

る配置となっている。

図２に内部構造を示す。主要構成部は，給水機構，水冷

却機構（水槽），水加熱機構（温水タンク），原料収納搬送

機構（キャニスタ），粉末原料かくはん機構（ミキシング

ボール），制御機構である。

キャビネット内部については，日常操作部とそのほかに

区分けされており，日々のメンテナンスを容易にするよう

工夫されている。

５.２ 飲料調理原理

最近は，茶殻の廃棄処理が不要な粉末原料を使える機械

が好まれている。図３に粉末原料を用いた飲料調理部の概

略を示す。

粉末飲料はキャニスタに粉末原料を貯蔵し，定量をミキ

シングボールに払い出し，そこに湯または冷水を注ぎ，混

合調理を行いカップに注入する。

さらに本物の味を求めるユーザー向けに従来どおりの茶

葉注出も行える機構搭載機も用意されている（シリーズ機

BHYK122）。図４にその茶葉注出機構を示す。茶葉飲料は

キャニスタに茶葉原料を貯蔵し定量を茶こしに払い出し，

そこに湯を注ぐ。

５.３ 瞬間冷却式水槽

清涼飲料ディスペンサに使っているアイスバンクの技術

を導入した。図５にその原理を示す。水槽内で飲料の熱交

換を行う冷水コイルの外に氷を貯えアジテータで水槽水を

かくはんし熱交換を行い，販売のつど必要に応じて瞬時に

冷却を行う。

冷水回路を説明する。水道水は直接本体に接続された水
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表１　瞬間冷却機構搭載自動給茶機BHK32Tの仕様 

種　　　　　　　　　類 

外　　形　　寸　　法 

質　　　　　　　　　量 

飲　料 
種　　　　　類 

温水 
タンク 

タ ン ク 容 量  

ヒ ー タ 容 量  

選 択 ボ タ ン  

電　　　　　　　　　源 

表 　 示 　 ラ 　 ン 　 プ  

調　　理　　方　　法 

給　　水　　方　　式 

排　　水　　方　　式 

制 　 御 　 方 　 式  

漏 　 電 　 遮 　 断 　 器  

水 　 フ 　 ィ 　 ル 　 タ  

キャニスタ（容量×数） 

冷　　却　　装　　置 

粉末自動給茶機 

高さ780×幅450×奥行500（mm） 

45 kg

AC100 V，50/60Hz，15 A

粉末ホット飲料：3，粉末コールド飲料：3， 
湯：1，冷水：1

電源ランプ，断水ランプ，排水満水ランプ， 
適温ランプ，抽出中ランプ 

粉末：ミキシングボール式 

水道直結式（オプション：カセット給水式） 

外部排水式（オプション：排水タンク式） 

1,000 mL×3個 

7 L 

1,000 W 

65 W（冷媒R134a） 

瞬間冷却 

4.5 L 

マイコン式 

標準装備 

オプション取付け 

8

水　槽 
飲料水冷却方式 

タ ン ク 容 量  

水加熱機構 
（温水タンク） 

原料収納搬送機構 
（キャニスタ） 

給水機構 

粉末原料かくはん機構 
（ミキシングボール） 

水冷却機構 
（水槽） 

制御機構 

図２　瞬間冷却機構搭載自動給茶機の内部構造

キャニスタ 

原料シュート 

ミキシングボール 

飲料ノズル 

カップ 

ベンドステージ 

湯 
冷水 

図３　粉末飲料の調理原理

自走スイッチ 

停止スイッチ 

駆動モータ 

ばね 

カム 

ガイド 

茶こし 

ホルダ 

図４　茶葉注出機構



瞬間冷却機構搭載自動給茶機

道管から水入口弁，流量センサを通り水槽で熱交換（冷却）

され，冷水弁では開閉時間がコントロールされ，ミキシン

グボールへ定量注入される。また，水槽から出たところで

水回路を分割し，冷水を直接カップに取り出せる。このよ

うに密閉回路方式としたため，冷水は販売直前まで一度も

外気に触れることなく衛生的に保持される。

５.４ セルフクリーニング方式ミキシングボール

ミキシングボールは粉末原料と湯または冷水と混合かく

はんを行うため，内部が汚れにくいことが要望される。

図６はセルフクリーニング方式ミキシングボールの内部

構造を示す。回転羽根を 2段に構成，下の羽根で飲料の混

合かくはんを行った後，上の羽根でミキシングボールに注

ぐ湯または冷水を回転させることによりはじき飛ばし，ミ

キシングボール内部に水を飛散させ，販売のつど内部洗浄

を行う。

この方式により，ミキシング内部の汚れが軽減され，最

終ユーザーの清掃作業が楽になった。

５.５ 簡易設定マイコン

テンキーで入力設定を行うが，よく使う機能は専用のボ

タンと表示を設けて，だれでも簡単に使えるようにした。

あとがき

瞬間冷却機構搭載自動給茶機の概要を述べた。

世の中のニーズは味覚，衛生性，簡単操作等々とどまる

ことがない。今後もさらにこれらのニーズにこたえ，レベ

ルアップを図り，ユーザーに喜ばれる機械の開発に努力す

る所存である。

最後に，本機開発に際し，終始ご指導，ご援助いただい

た関係各位に深く感謝の意を表する次第である。
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業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，交流電力調整器，近接スイッチ，光応用センサ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝

送システム，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，水質計測制御装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，計

測情報通信制御システム，レーザ応用装置，画像処理応用装置，工業計測機器，放射線計測機器，磁気記録媒体，複写

機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリ

シック IC，ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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1998年末の日本国内における自動販売機および自動サービス機の

普及台数は，約 550 万台である。国民一人あたりの普及率でみると，

自動販売機の先進国アメリカをはるかにしのぐ普及状態であり，今

や自動販売機は，日常生活に欠かせない役割を果たすまでになって

いる。自動販売機に対する最近のニーズとしては，①防犯対策の強

化，②地球環境問題への対応，③未成年者の酒類自動販売機利用へ

の対応，など社会的要請・課題が増大している。本稿では，最近の

自動販売機の商品化現況と将来展望について述べる。

自動販売機の現状と展望

平野 由美子 太田　篤幸 岩本　昌三

富士時報 Vol.72 No.8 p.413-416（1999）

近年，飲料市場において急激な伸びを示している 500mLペット

ボトルを缶自動販売機に展開したいという市場ニーズに対応するた

め，500mLペットボトル販売対応の缶自動販売機の開発を行った。

本稿では，「500mLペットボトル対応サーペンタイン式ベンドラッ

ク」「500mLペットボトル対応ラックの本体への搭載」「商品取出

口」について紹介する。

500 mLペットボトル販売対応の缶自動販売機

脇　憲太郎 倉　　　馨

富士時報 Vol.72 No.8 p.417-421（1999）

近年，環境に配慮した製品の重要性が急速に高まってきた。富士

電機では，自動販売機においても 8年前から省エネルギー化に取り

組み，缶自動販売機は業界 No.1 の省エネルギー化を達成している。

99年機の開発ではさらに省エネルギー化を図るため，真空断熱材や

DCモータなどの新機能部品や独自の制御方式を開発し搭載した。

本稿では最先端をいく缶自動販売機の省エネルギー技術の概要につ

いて紹介する。

缶自動販売機の省エネルギー技術

近藤　　悟 前川　智律

富士時報 Vol.72 No.8 p.422-426（1999）

製品の環境に対する影響を総合的に定量的に評価する手段として

のライフサイクルアセスメント（LCA）は，ISOおよび JIS に制定

され，環境影響評価ツールとして，今後最も注目される。本稿では，

LCAの概要を述べ，実際に缶自動販売機の93年機と98年機，98年

省エネルギー機について環境影響評価を行い，大幅な環境への改善

を確認した。また，今後の展開方法について，生産工程の LCA評

価や新製品への適用を行うことにより環境影響評価の改善を進めて

いく。

缶自動販売機のライフサイクルアセスメント

木村　幸雄 冠野　恭範 長谷川 陽子

富士時報 Vol.72 No.8 p.427-431（1999）

最近のカップ自動販売機の市場ニーズとしては，集客力のある機

械，オペレーション効率のよい機械などをあげることができる。こ

れらのニーズに対応していくため，飲料のバリエーション拡大と味

覚の向上，消費者の取扱いやすさの向上，衛生性の向上，オペレー

ト作業の簡素化を可能にした新飲料調理システムの開発を行い，カッ

プミキシング式自動販売機の新シリーズを完成させた。本稿では，

新シリーズの特長であるカップミキシング式システムを主体に特長，

仕様，構造についてその概要を紹介する。

カップミキシング式自動販売機の新シリーズ

濱本　賢一 和田　雅之 竹林　正弘

富士時報 Vol.72 No.8 p.432-436（1999）

近年，飲料の種類や容器形状はますます多様化の傾向にあり，消

費者からは，見た商品その物をショーケース感覚で安心して購入で

きる自動販売機が求められている。このようなニーズにこたえるべ

く，このたび，缶・瓶・紙パック・ペットボトル飲料などの多様な

異形商品を，やさしく取出口まで搬送する動作をガラス越しに見せ，

安心と楽しさを与える商品キャッチャシステムを搭載したシースルー

自動販売機を開発した。本稿では，その主な特徴と構造および制御

について紹介する。

シースルー自動販売機

冨永　　博 西　　正博 的場　一嘉

富士時報 Vol.72 No.8 p.437-441（1999）

たばこ自動販売機の動向としては低価格化，広告機能の充実，サー

ビス性の向上などが急速に進んでいる。富士電機ではこうしたニー

ズにこたえ，全面的に構造を見直した新しいたばこ自動販売機を開

発した。心臓部であるベンドラックを新規に開発し，大幅な合理化

と機能アップを達成した。デザイン面でも新たな発想を織り込み，

集客力の向上を図っている。本稿ではその概要について紹介する。

たばこ自動販売機の新シリーズ

宮尾　哲也 田村　嘉忠 柴田　義人

富士時報 Vol.72 No.8 p.442-445（1999）

自動販売機による中身商品販売ビジネスは，その運営管理をいか

に効率よくできるかが収益向上の重要な課題である。この課題を解

決するために開発したのが，自動販売機情報収集システムである。

本稿では，自動販売機情報収集システムの種類と，今回開発した

「SS（Spread Spectrum）無線」を応用した自動販売機情報収集シ

ステムについて紹介する。

SS無線応用自動販売機情報収集システム

杉野　一彦 畠内　孝明

富士時報 Vol.72 No.8 p.446-449（1999）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Recently, 500 mL PET bottles have rapidly increased

in the drinks market.  To meet the market needs for

handling them by can vending machines, Fuji Electric

has developed can vending machines handling 500 m L

PET bottles.  This paper describes the serpentine bend

rack to handle 500 mL PET bottles, the installation of

this rack in the can vending machine, and the takeout

port.

Can Vending Machines Handling 500 mL PET Bottles

Kentaro Waki Kaoru Kura

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.417-421  (1999)

The number of automatic vending and service

machines installed in Japan at the end of 1998 is about

5.5 million.  The number of units per head exceeds that

of USA, a pioneer in vending machines.  They are now

playing an indispensable role in daily living. Recent

needs of vending machines have increased in social

requests or problems, such as (1) strengthening of crime

prevention, (2) consideration of global ecology and (3)

prevention of minors from using alcoholic drinks vend-

ing machines.  This paper describes the current state of

marketing and future prospects for vending machines.

Present Status and Prospects for Vending 
Machines

Yumiko Hirano Tokuyuki Ohta Shozo Iwamoto

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.413-416  (1999)

Life cycle assessment (LCA), a means to evaluate the

influence of a product upon the environment totally and

quantitatively, has been stipulated in ISO and JIS.  LCA is

now noticed as one of the most effective tools to evalu-

ate environmental influence.  This paper outlines LCA

and compares our three can vending machines of the

1993 model, 1998 model and 1998 energy-saving

model.  This comparison proves that our vending

machines made a great improvement in ecology.  As a

next step, we will pursue improvement in the assessment

of environmental influence by applying LCA to produc-

Life Cycle Assessment of Can Vending Machines

Yukio Kimura Yasunori Kanno Yoko Hasegawa

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.427-431  (1999)

Recently, importance has rapidly been attached to

ecology.  Fuji Electric has made efforts to reduce the

energy consumption of vending machines for eight years

and attained the lowest energy consumption in can

vending machines in the industry.  In developing the

1999 model, to further reduce energy consumption,

components with new functions, such as a vacuum heat

insulator and a DC motor, and an original control sys-

tem have been developed and mounted.  This paper out-

lines the up-to-date energy-saving technology for can

vending machines.

Energy-Saving Technology for Can Vending 
Machines

Satoru Kondo Tomonori Maekawa

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.422-426  (1999)

Recently, kinds of drinks and container shapes have

been more and more diversified.  Consumers desire

vending machines from which they can buy an article in

sight with ease as if they are in front of a showcase.  To

meet the need, Fuji Electric has developed a see-through

vending machine with a catcher system which gives ease

and pleasure by showing an article out of various arti-

cles in different shapes, such as cans, bottles, paper

packs, and PET bottles, being softly conveyed to the

takeout port.  This paper describes its main features,

construction, and control.

See-through Vending Machines

Hiroshi Tominaga Masahiro Nishi Kazuyoshi Matoba

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.437-441  (1999)

The market of cup vending machines demands those

attractive to customers and of high operation efficiency.

To meet these needs, Fuji Electric has developed a new

beverage preparing system that can increase variations

of beverages, improve taste, handling and sanitation,

and simplify operation, and has completed a new series

of cup-mixing vending machines.  This paper outlines its

features, specifications, and construction, focusing on

the cup-mixing system that characterizes the new series.

New Series of Cup-Mixing Vending Machines

Kenichi Hamamoto Masayuki Wada Masahiro Takebayashi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.432-436  (1999)

In the sales of articles by vending machines, the effi-

ciency of operation management is an essential subject

to increase earnings.  The point-of-sales (POS) system for

vending machines was developed to answer this subject.

This paper describes types of POS systems for vending

machines and a newly developed POS system for vend-

ing machines using a spread spectrum (SS) wireless net-

work.

Point of Sales System for Vending Machines Using a 
Spread Spectrum Wireless Network

Kazuhiko Sugino Takaaki Hatauchi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.446-449  (1999)

There is a rapid tendency of cigarette vending

machines toward lower price, more advertising func-

tions, and better service.  To meet these needs, Fuji

Electric has developed a new cigarette vending machine

completely improved in construction.  The bend rack,

the heart of units, was newly developed and attained

great rationalization and advanced functions.  New ideas

were incorporated into the design to increase attraction

for customers.  This paper gives an outlines of the new

machines.

New Series of Cigarette Vending Machines

Tetsuya Miyao Yoshitada Tamura Yoshito Shibata

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.442-445  (1999)



インターネットなどの急激な普及およびビッグバンによる金融規

制緩和が推進されたことにより，高度情報化社会に適した新しい決

済手段として EC（電子商取引）が構想され，各地で実証実験が行

われている。富士電機では，これらに対応した自動販売機を開発し

ている。本稿では電子マネーの概要と，自動販売機への対応方法の

現状および今後の情報化社会に向けた取組みについて紹介する。

電子マネー対応自動販売機

川崎　治夫 槙田　幸雄 池田　文幸

富士時報 Vol.72 No.8 p.450-454（1999）

高齢者，障害者などが円滑に利用でき，健常者にとっても使い勝

手のよいバリアフリー自動販売機の需要が見込まれる。ニューハー

ティシリーズにおける硬貨投入について，高齢者，障害者などにも

円滑に利用できるユニットを開発した。主な特長は次のとおりであ

る。①複数枚の硬貨を一括して投入できる。②投入口と釣銭返却口

を一体構造で隣り合わせにし，分かりやすくした。③点字による表

記を施した。

硬貨一括投入処理ユニット

大藪　　博 西山　高志 飯嶋　　茂

富士時報 Vol.72 No.8 p.457-459（1999）

自動販売機の差別化戦略として，ポイントカードの導入を考え，

ポイントカードリーダライタを開発した。ポイントカード導入の目

的は，固定客の確保，ポイントに応じたサービスの提供により商品

購入意欲を促進し，集客力の高い自動販売機を提供することである。

カードのランニングコストを抑えるため，PETカードを使用し，

満点表示にパンチ穴方式を採用した。また，カードの発行も自動販

売機で行う設計となっている。

ポイントカードリーダライタ

堂面　俊則 宮坂　和好 千國　量也

富士時報 Vol.72 No.8 p.455-456（1999）

近年，ファミリーレストラン，ファストフード店などの清涼飲料

を販売する店では，飲料メニューの差別化により，売上げを伸ばす

方向に進んできている。このような差別化のニーズに対応するため，

今までにはない新しいタイプの清涼飲料である，無炭酸のフローズ

ン飲料を販売する機械を国内で初めて開発した。本稿では，フロー

ズン飲料ディスペンサの特長，仕様，構造について紹介する。

フローズン飲料ディスペンサ

長崎　　正 影山　利之 竹中　勝巳

富士時報 Vol.72 No.8 p.460-462（1999）

生ビールの発泡メカニズムの解析を行い，注出バルブおよびビー

ル注出方式の最適化を図り，注出時に発泡量の少ないビールディス

ペンサを開発した。主な特長は次のとおりである。

ビールの流れを乱さない形状で，液と泡を分岐したバルブによ

り，発泡量の少ない安定した注出ができる。

泡の後だれがジョッキに入らないジョッキ受台の駆動方式によ

り，発泡量の少ない安定した注出ができる。

（2）

（1）

フォーミングレスバルブ搭載新形定量注出生ビール
ディスペンサ
山下　智弘 小川　　正 鴻巣　直広

富士時報 Vol.72 No.8 p.463-466（1999）

自動給茶機の市場ニーズとして，より衛生的で，お茶くみや原料

投入，機内清掃，機械の保守・サービスなどの時間短縮が図れ，デ

ザインの優れた製品が望まれている。これらのニーズに対応するた

め，従来の構成，機能部品の一新を図り，新コンセプトの瞬間冷却

機構搭載自動給茶機の新シリーズを開発した。本稿では，新シリー

ズの特長である瞬間冷却式水槽と取扱い性の向上について概要を紹

介する。

瞬間冷却機構搭載自動給茶機

佐藤　俊博 西山　章雄

富士時報 Vol.72 No.8 p.467-469（1999）



Conceiving a plan to introduce point cards as a strat-

egy to add a discriminative value to vending machines,

Fuji Electric has developed a point card reader/writer.

The introduction of point cards aims to attract cus-

tomers,  motivate a desire toward purchase by giving a

return for points, and thus offer vending machines

attracting customers.  PET cards are used to suppress the

running cost of cards, and a punch system is adopted to

show full points.  The vending machine is also designed

to issue cards.

Point Card Reader/Writer

Toshinori Doumen Kazuyoshi Miyasaka Kazuya Chikuni

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.455-456  (1999)

Recently, family restaurants and fast food shops that

sell soft drinks have shown a tendency to raise the sales

by adding a discriminative value to the drinks menu.  To

meet this requirement for a discriminative value, Fuji

Electric has newly developed a dispenser that sell frozen

uncarbonated beverages, soft drinks of a new type.  This

paper describes the features, specifications, and con-

struction of the frozen  uncarbonated beverages dis-

penser.

Frozen Uncarbonated Beverages Dispenser

Tadashi Nagasaki Toshiyuki Kageyama Katsumi Takenaka

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.460-462  (1999)

With the rapid spread of the internet and the relax-

ation of money control promoted by Big Bang, an idea of

electronic commerce (EC) as a new settlement of

accounts has been conceived and experiments for verifi-

cation are going on in various places.  Fuji Electric had

developed a vending machine compatible with EC.  This

paper outlines electronic money and describes the cur-

rent system of its application to vending machines and

our attitude toward the future information-oriented

society.

Vending Machines for Electronic Money

Haruo Kawasaki Yukio Makita Fumiyuki Ikeda

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.450-454  (1999)

There are promising demands for barrier-free vend-

ing machines which can easily be used by the aged and

the handicapped as well as ordinary people.  Fuji

Electric had developed an advanced unit for throwing in

coins for the new hearty series that can smoothly be

used by the aged and the handicapped.  Its main advan-

tages are (1) two or more coins can be thrown in

together, (2) The port for putting in coins and the port

for taking out change are of unified construction and

simply adjoin each other, (3) Directional signs in braille

are added.

Coin Sorting Unit

Hiroshi Ooyabu Takashi Nishiyama Shigeru Iijima

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.457-459  (1999)

The market of automatic tea service machines

demands sanitation, reduction in time required for

pouring tea, feeding the material, cleaning the inside of

the machine, the maintenance and service of the

machine,  and excellent design.  To meet these demands,

Fuji Electric has changed the former configuration and

components for functions and has developed a new

series of instantaneous automatic tea service machines

based on a new concept.  This paper outlines the advan-

tages of the instantaneous cooling tank and improve-

ments in handling.

Automatic Tea Service Machine with Instantaneous 
Cooling Unit

Toshihiro Sato Akio Nishiyama

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.467-469  (1999)

Having analyzed the frothing mechanism of draft

beer and optimized the pouring-out valve and the beer

pouring system, Fuji Electric has developed a low-froth

pouring beer dispenser.  Its main advantage is stable

pouring with low froth by using (1) a valve that has a

shape not disturbing the beer flow and separates liquid

and froth, (2) a driving system of the mug tray to pre-

vent ending dribble from entering in the mug.

New Draft Beer Dispenser

Tomohiro Yamashita Masashi Ogawa Naohiro Kounosu

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.8 p.463-466  (1999)



本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（0764）41-1231 〒930-0004 富山市桜橋通3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（0485）26-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（リクルート神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8308 旭川市旭神町1番1359（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（0188）24-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0935 浜松市伝馬町312番地32（住友生命浜松伝馬町ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0954 熊本市神水一丁目24番１号（城見ビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）
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原料の調合からミキシングまで，一杯ごとにカップ内でおいしく調理します。 

カップマイスター  
カップ式ホット＆コールド自動販売機 

カップ内ミキシングシステム 
 

カップがキャニスタ部 
に移動します。 

砂糖・クリームのシュート 
から，カップ内にパウダー 
が入ります。 

カップが調理部に移動。 
ブリュアで抽出された 
コーヒーが入ります。 

パドルが飲料をかく 
はんします。 

別工程で調理したホイッ 
プクリームが飲料にトッピ 
ングされます。 
 

飲料完成。取出口ステー 
ジにカップが移動します。 

例：レギュラーコーヒー 

この製品を製造している 
富士電機三重工場は環境 
マネジメントシステムISO14001 
の認証取得工場です。 
登録番号：EC97J1001　 
登録年月日：1997年4月21日 

おいしさの新機構「カップ内ミキシングシステム」では，原料の調合からかく 

はんまでのすべての工程をカップ内で行い，そのまま取出口へ。ミキシング 

ボール式に比べ，人がつくる手順により近づき，ホットもコールドもそれ 

ぞれの風味が引き立つ最良の方法で，一杯ごとに調理。シェークなど 

粘度の高い飲料をはじめ，いちだんと豊富なバラエティに対応します。 

メンテナンスも簡単なので，いつも清 

潔な状態が保てます。環境にもやさ 

しい26％の節電運転が可能です。 

お問合せ先：富士電機冷機株式会社 食品機器第二本部 電話（03）5818-2063

72-8表2/3  08.2.14  1:46 PM  ページ1



昭和40年6月3日　第三種郵便物認可　平成11年8月10日発行（毎月1回10日発行）富士時報　第72巻　第8号（通巻第773号） ISSN 0367-3332

聞こえてきますか、技術の鼓動。
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自動販売機特集
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