
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。

富士時報 Vol.72 No.8 1999

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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図１　たばこ自動販売機の外観



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
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図２　たばこ自動販売機の内部構造
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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
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図７　一括はね上げゲート
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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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