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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。
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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
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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）
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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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図４　バケット機構
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図３　商品収容ラック
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図５　X-Y搬送機構
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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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図６　断熱ガラス扉

キー 
ボード 

テンキー形 
選択ボタン 

C/M B/V カード 

VTSライン 

電　源 

Y搬送モータ 

X搬送モータ 

Y搬送基板 

X搬送基板 

搬出モータ 

連結モータ 

搬出検知スイッチ 

取込み検知スイッチ 

オプション 

表示器 

マ
　
ス
　
タ 

本
　
体
　
ス
　
レ
　
ー
　
ブ 

図８　制御システム構成
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図７　テンキー形選択ボタン
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図９　X-Y搬送機構制御構成



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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