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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
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図１　500mLペットボトル販売対応缶自動販売機の外観
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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
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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
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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
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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
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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
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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）
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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。
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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）



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




