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まえがき

近年，カップ自動販売機市場においては，労働時間の短

縮や缶自動販売機の屋内進出，さらには衛生問題への関心

の高まりなどから消費者のカップ離れによる売上げの低下

が生じている。またオペレーターにとっては，ロケーショ

ンマージン，人件費，原材料費などの運営管理費が増大し，

機械１台あたりの利益が低下してきている。

一方，カップ自動販売機の出荷台数は近年のピークで

あった1994年と比較して半減しており，集客力のあるカッ

プ自動販売機で，ロケーションを新規に開拓し，需要を喚

起することが望まれる。こうした中，顧客ニーズとして以

下の項目がある。

設置規制をなくし，新たなロケーションの確保

味覚および衛生性の向上（消費者イメージの向上）

ルート効率向上のための機械対面時間の短縮

売上げ増による利益の向上

そこで，カップ内で飲料を調理するカップミキシングシ

リーズ機の開発を行ってきた。

さらに，上記 項についてレベルアップを図るた

め，キャッパー機構搭載カップ自動販売機を開発した。

その概要を以下に紹介する。

開発の狙い

自動販売機内でカップを搬送し飲料を調理するカップミ

キシング機にキャップを装着する機構を内蔵させ，飲料の

入ったカップに自動的にふたをすることを世界で初めて実

用化した。また，同時にキャップによる消費者への安心感

とファッション性の向上を実現した（図１）。

開発の狙いは次のとおりである。

２.１ ロケーションの拡大

設置制限の緩和に向けて

持ち運び時の飲料こぼれがなくなり，カップ自動販売機

の設置が敬遠されていたロケーションに有効である。

ロケーション開拓の機材として

缶の持ち運び性をカップ自動販売機にも適用し，駅の

ホーム，カーペットフロアなどの OAオフィス，高速道

路のサービスエリアなどにも適している。

２.２ 付加価値とファッション性

消費者の満足度向上

™シール・リシール性

一度外し，再度ふたをしても密着性のあるキャップを

採用し，こぼれに対して安心である。

™おいしさ保持とイメージアップ

ふたをすることにより香り，品温をキープできる。ま

た，見た目にも衛生的でおいしさのアピールができる。

™ファッション性

街中のコーヒーショップでもふたは幅広く利用されて

いて消費者に受け入れられるファッション性を持ってい

る。

™持ち運び性

カップ 2 ～ 3 個を重ねることができ，持ち運びに便利

である。
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図１　キャップ装着状態



キャッパー機構搭載カップ自動販売機

無人店舗など他の自動販売機と組み合わせた販売形態と

することができる。

売価引上げへの手段

現在，これらのメリットを生かし，主にオフィスビル，

病院，ドライブインなどに設置されている。

仕様，外観，内部構造

キャッパー機構搭載カップ自動販売機の仕様を表１，外

観を図２，内部構造を図３に示す。

３.１ キャップ有無の選択

ロケーションに応じて，キャップ有無を選択できるよう

にした。「キャップあり」を標準，または「キャップなし」

を標準に設定し，ファンクションボタンで消費者がキャッ

プの有無を選択できるようにした。

３.２ デザイン

商品選択をしやすいフレーバーカードデザインで，24種

類のフレーバーカードを配置している。一つのフレーバー

カードについて，二つの押しボタンを設け，カップの大小，

砂糖・クリームの有無などに使い分けができるようにした。

カップの取出し位置を高さ 830 mm，扉前面から 100

mmに配置し，カップを取り出しやすくした。

また，商品取出口に自動扉を設けることにより消費者に

安心感と衛生性をアピールするようにした。

３.３ 内部レイアウト

各機構の内部配置については，日常の原料およびカップ

の補充を行いやすく，保守点検が容易に行える配置にし，

操作性の向上を図った。

飲料調理工程

ホットパウダー飲料の調理工程を図４に示す。カップミ

キシングシステムによる飲料調理工程とキャップの装着工

程を同時に進行するシステムである。

キャップ装着システム

カップ搬送機構を搭載し，カップの受取り，原料の受取

り，飲料の調理を別々の位置で行うカップミキシング機に

下記の新しい機構を搭載することにより，キャップの装着

を自動的に行えるようにした（図５参照）。

キャップ収容機構

キャップの収容部であり，収容したキャップを販売のつ
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表１　キャッパー機構搭載カップ自動販売機の仕様�

外　形　寸　法� 幅 990×奥行 780×高さ 1,830（mm）�

422kg�

24 フレーバーカード：48 ボタン�

選択ボタン数：8�
氷なし（あり），コーヒー増・減，クリーム増・減，�
砂糖増・減，キャップあり（なし）�

シロップ　　：ポンプ方式＋BIB（Bag in Box）�
コーヒー豆　：スクリュー搬出式＋ミル�
パウダー原料：スクリュー搬出式＋粉一時保留機構�

対応カップ：6.5，7，8，9，12，16 サイズ�
（キャップ対応は 9，12 サイズ）�
収容数　　：最大 1,042 個�

収容コラム　：4 コラム（最大 590 個）�
キャップ梱包：1 袋 130 個入り�

シロップ 　　　　　　　   ：9.5 L×3�
コーヒー豆　 　　　　　　 ：3.0 L×2�
クリーム 　　　　　　　   ：3.6 L�
砂　糖 　　　　　　　　　 ：3.6 L�
コーヒー　 　　　　　　   ：3.6 L�
ミックス1～4 　　　　　 ：3.6 L×4�
トッピング（ミックス 5 ）：5.0 L

質　　　　　　量�

セレクション数�

ファンクション�

原 料 搬 出 方 式 �

原 料 収 容 量 �

カ ッ プ 機 構 �

キャップ収容機構�

図２　キャッパー機構搭載カップ自動販売機の外観
カップ機構�

カップ搬送機構�

〈本体〉� 〈扉〉�

コーヒーブリュア� 自動扉�
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キャップ�
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レギュラー�
原料箱�

図３　キャッパー機構搭載カップ自動販売機の内部構造
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ど下部の装着機構部に落下させる機構である。

キャップ装着機構

収容機構部から落下したキャップをシュータ部で受け止

め，装着位置まで滑らせる。装着位置まで滑ったキャップ

をシャッタの動作により姿勢を直す。

カップ搬送機構によりカップが装着位置の真下に移動後，

シャッタを開きカップの上にキャップを落下させる。

シャッタを閉じ，そのとき，キャップをカップ上の中央

に寄せる。

キャップアシスト機構

キャップをカップにはめるために下から力を加え，装着

機構下部のシャッタ部に押さえ付けることにより完全に装

着する。

５.１ キャップ収容機構の開発

５.１.１ 新キャップの開発

キャップメーカーとの共同開発により実現したまったく

新しいキャップを使用している。従来の汎用のキャップに

おけるカップへの装着性，装着力，装着時の姿勢制御につ

いての課題を解決し，次の特長を持っている。

こぼれにくく密着性のあるキャップを採用しているた

め，一度外しても再度ふたをすることが可能である（リ

シール性）。

ふたをすることにより，飲料の温度や香りを保ち，衛

生的である。

ストローが差し込める穴が付いている

２～３個であれば，重ねて持ち運べる。

レギュラーコーヒー，ソフトドリンクなど，多彩な飲

料に対応している（ホット 9サイズ，コールド 9/12サ

イズ専用キャップ使用）。

５.１.２ 装てんのしやすさ

カップの場合は何十個も重ねた状態で取り扱いやすい形

状であるが，キャップは重ねた状態では取り扱いづらく，

装てん時に下に落としやすい。

そこで，梱包（こんぽう）（袋）のまま装てんし，装て

ん後に袋を引き抜き，装てん完了とする構造にした。

５.１.３ キャップの先入れ先出し

収容部に４列のキャップ収容部があるが，販売時に１列

ずつ交互に供給することにより，先に装てんしたキャップ

から優先して供給し，装着を行うようにした。

５.２ キャップ装着機構，アシスト機構の開発

キャップ装着時のキャップ装着機構，アシスト機構の動

作を図６に示す。

５.２.１ 装着機構のシュータ部

キャップの質量はわずか 1.5 gであるため，シュータ部

をうまく滑り落ちないという問題があった。

そこで，シュータ下部にファンを設け，シュータ表面に

穴を開け，その穴から風を送ること，およびシュータ表面

を滑りやすいように表面処理を行うことにより，キャップ

を確実にシュータ上を滑らせて導くようにした。

また，三次元 CADで落下ばらつきの解析を行うことに

より最適な通路形状の設計を行った（図７参照）。

５.２.２ 装着機構のシャッタ部

シャッタ形状をすり鉢形状の２分割形状とし，少しずつ

開閉動作を行うことによりキャップの姿勢を修正し，中央

に寄せる今までにないまったく新しい方式を開発すること

により，カップ上に落下する前のキャップの姿勢の安定化
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図５　キャップ装着システム
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図４　ホットパウダー飲料の調理工程
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を図った。

また，シャッタを全開してカップ上に落下させた後，

シャッタを閉じることにより，飲料の入ったカップおよび

カップ上のキャップを中央に寄せる方式にした。これによ

り，最終的にカップに対してキャップの位置をセンターか

ら 2mm以内のずれに規制することができた。位置ずれを

抑えた結果，アシスト機構により上下に 50 ～ 100Nの荷

重を加えるだけでキャップを完全に装着することができた。

あとがき

カップ自動販売機は，世の中で市民権を得て今日に至っ

ているが，カップ自動販売機に求められるものは，消費者

からは味覚や衛生性であり，オペレーターからは集客力，

取扱い性，清掃性，低コスト化である。

今後も市場ニーズに対応すべく技術力を結集して，消費

者やオペレーターなどカップ自動販売機にかかわる人達に

喜ばれるカップ自動販売機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。
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シャッタを半開き状態�
にし，キャップを保持，�
アシスト機構が待機位�
置から移動する。�

カップ搬送機構を�
下げ，シャッタを�
閉める。�

カップ搬送機構を�
押し上げシャッタ�
下部にキャップを�
押し当てる。アシ�
スト機構を押し上�
げキャップを装着�
する。�

装着位置センサ�

待機位置センサ�

原点センサ�

アシスト機構�

キャップ�1

シャッタが開閉動作�
を繰り返すことによ�
り，キャップの保持�
位置のずれを修正す�
る。�

調理後，キャップ�
装着位置にカップ�
搬送機構が移動。�
シャッタを開け，�
キャップをカップ�
上に落下する。�

カップ搬送機構を�
押し上げ，シャッ�
タ下部にキャップ�
を押し当てる。そ�
の後，カップ搬送�
機構を一度下げる。�

アシスト機構を待機位置に戻し，�
カップを取出口に移動させる。�

取出口�

シャッタ�
開閉検知�
センサ�

カップ�
搬送機構�

カップ�

2

3

4

5

6

7

8

キャップシュータ�
ファンによりシュ�
ータ内に風が送り�
込まれ，キャップ�
がシャッタに滑り�
落ちる。�

図６　キャップ装着工程 図７　キャップ落下軌跡

解　説 カップミキシング機

カップミキシング機とはパウダー飲料の調理時に

カップで直接パウダー原料を受け取り，湯を注いで，

パドルによりかくはんする方式のカップ自動販売機で

ある。従来はカップをベンドステージに落下させ，パ

ウダー原料はミキシングボールにおいて湯とかくはん

し，配管を通してカップに注ぎ込むミキシングボール

方式がほとんどであった。

カップミキシング機においては湯，原料，冷水，シ

ロップなどのノズルを同じ場所に配置することが困難

であるため，それぞれの位置までカップを搬送する

カップ搬送機構を搭載し，カップ内でかくはんするこ

とを実現した。

カップミキシング方式とすることによりミキシング

ボールが不要になり，衛生管理が容易になった。パウ

ダーコールド飲料については，カップ内でかくはんす

ることによりカップ内の飲料の上下温度差を少なくす

ることができる。また，ミキシングボール方式では販

売できないような粘度の高い飲料（シェイク，コーン

スープなど）を販売することができる。

ここ数年，カップミキシング機のメリットが市場に

おいて認められ，また，低価格化を図ることで売上げ

を伸ばしてきている。
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