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まえがき

富士電機ではカップコンビネーション自動販売機を1981

年（昭和56年）に開発して以来，常に市場ニーズの変化に

対応しながら新機種，新機構の開発に取り組んでいる。

近年，各オペレーターでは屋外設置が飽和状態にあるこ

とから，学校や商業用ビルなどで新規需要を掘り起こして，

屋内設置型自動販売機での販売を強化させてきている。

こうした状況変化に対応させた設置スペースが小さい

ホット＆コールド小型カップ自動販売機を完成させた。

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

ここ数年，カップ自動販売機の市場は１台あたりの売上

げ収益の低下から，設置台数の伸びが鈍化してきている。

またその市場構成も従来の大型機・中型機中心の市場から

小型機へシフトする傾向が出始めてきている。その要因と

しては次の項目があげられる。

長引く不況により売上げが低下してきている。

缶自動販売機が屋内設置に進出してきている。

消費者の飲料に対する好みが多様化し，缶飲料を買う

人が増えている。

こうした背景により，カップ自動販売機の飲料販売の拡

大を狙い，設置の省スペース化により，既存のホット専用

機の置換えと，さらに市場の活性化が図れるホット＆コー

ルド小型カップ自動販売機「FRB151」の開発に取り組ん

だ。

２.２ 開発のポイント

シロップ飲料販売が可能なホット＆コールド機能を有

した業界最小機械幅

小規模ロケーションへの設置が容易な採算性のとりや

すい低価格での提供

取扱い性・清掃性などのルート作業の軽減

集客力のある明るい扉デザイン

特　長

本ホット＆コールド小型カップ自動販売機は，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。

以下にその主な特長を記述する。

冷却水槽と温水タンクの構造を改良したことで，販売

する飲料の種類を減らすことなく，業界最小の幅 765

mmを実現した省スペース機である。

販売杯数が少なく採算性のよくない小規模ロケーショ

ンにも設置できる水道配管が不要なカセット対応機であ

る。

シロップは BIB（Bag in Box）方式で，シロップ交換

などの操作性と衛生面を向上させた。

冷却水槽と温水タンクの小型化開発により，従来機よ

りさらに消費電力量を削減した。また，販売数量が増え

る時間帯を学習して各種機器の運転を制御する「学習省

エネルギー」機能を搭載している。

500カップ収容できるカップ直落下方式シングルカッ

プ機構を搭載している。

扉部は集金処理が容易に行えるワンタッチ開閉自在な

金銭処理装置カバー構造である。また，化粧枠などの部

品を必要としないキットレスビルバリデータの取付け対

応構造としている。

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

図１に本ホット＆コールド小型カップ自動販売機の外観

を示す。オフィスから一般ロケーションまで対応できる商
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ホット＆コールド小型カップ自動販売機

品選択がしやすい操作性の良いレイアウトとしている。ま

た電照板部は全面 1枚構造として一体感を持たせて，集客

力のある明るい基調のデザインとしている。

図２に内部構造を示す。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・取扱い性の向上を図っている。

５.２ 機構の小型化

従来機よりも設置面積を約１割小さくしたホット＆コー

ルド小型カップ自動販売機を完成するために，各機構の小

型化に取り組んでいる。

以下にその主な取組みを記述する。

５.２.１ 冷却水槽部

シロップ飲料販売が対応可能なホット＆コールド機能を

有した機械幅を実現するためには，冷却水槽部容積を従来

機より 30 ％小さくすることが重要な課題である。

また，飲料温度，連続販売可能杯数などの飲料規格を満
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図１　ホット＆コールド小型カップ自動販売機の外観

表１　ホット＆コールド小型カップ自動販売機の仕様�

型　　　　　　式� FRB151（M）�

外　形　寸　法� 幅 765×奥行 749×高さ 1,830（mm）�

製　品　質　量� 240 kg

電　　　　　　源� 単相100 V，50/60 Hz，15 A

販　売　飲　料�

71 種類/24 ボタン�

ファンクション�
　　　　　ボタン�

砂糖・クリーム・コーヒー増・減ボタン�
砂糖・クリームなしボタン�
氷なし（あり）ボタン�

原 料 収 容 量 �

原 料 搬 出 方 式 �

シロップ�

コーヒー豆�

クリーム�

砂　糖�

インスタントコーヒー�

ココア，ジュースなど�

シロップ�

粉　末�

コーヒー豆�

温 水 タ ン ク �
タンク容量：6 L�
ヒータ容量：950 W

冷　却　装　置�
呼称出力：175 W，R134a，封入量：170 g�
ロータリコンプレッサ（製氷機・水槽共用式）�

冷　却　水　槽� 11 L

製　　氷　　機� 貯氷量：2.1 kg

コーヒーブリュア� エアかくはん，エア抽出方式，紙フィルタ�

カ ッ プ 機 構 �
500 シングルカップ機構�
9 カップ　500 個収容�

給　水　方　式�
水道直結方式またはカートリッジ式給水タンク方式�
（19 L）�

表示機能・モニタ�
液晶表示器付き，各種動作・売切れ・故障検知モニタ�
付き�

サニタリー機能�

ホット系サニテーション，冷水・湯リンス機能付き�
オートリンス：1日1回毎日設定可能�
オートリンス（杯数別）�
オートブリュアリンス：1日1回毎日設定可能�

シロップ�

粉　末�

レギュラー�

1 種類�

インスタントコーヒー×1�

ココア，ジュースなど×2�

レギュラーコーヒー　×1

2.5 ガロン�

4.6 L（1.6 kg）�

3.6 L（1.8 kg）�

3.6 L（3.2 kg）�

3.6 L（0.7 kg）�

3.6 L（3.0 kg）×2�

バリアブルポンプ式＋BIB�

スクリュー搬出�

スクリュー搬出＋ミル�

搬出スレーブ�
ボックス�

電源ボックス�

500シングル�
カップ機構�

カップシュート�

ベンドステージ�

排水容器�

温水タンク�

製氷機�

水リザーバ�

ミキシングボール�

水ポンプ�

冷却水槽�

シロップポンプ�

冷却ユニット�

カセット式�
給水タンク�

キャニスタ（粉末）�

キャニスタ�
（コ－ヒ－豆）�

コーヒーミル�

コーヒーブリュア�

コーヒー�
かす入れ容器�

BIB

図２　ホット＆コールド小型カップ自動販売機の内部構造



ホット＆コールド小型カップ自動販売機

足し，冷却準備時間（プルダウン時間）の性能などを従来

機と大きく変えないことが要求された。

そこで小規模ロケーションに合った性能を有する冷却水

槽と冷却ユニットを開発することが必要である。

冷却水槽内の水の温度を 32 ℃→ 0 ℃に冷却するため

の必要熱量

連続販売に必要な蓄熱熱量（アイスバンク生成に必要

な熱量）

外部からの熱進入量（熱ロス）

を計算して，電動圧縮機（蒸発した冷媒蒸気を吸い込み，

その蒸気を圧縮して凝縮器にて液化しやすいように冷媒の

蒸気圧力を高める機能）の必要冷凍能力を算出した。

そして従来の 300W電動圧縮機から 175W電動圧縮機

へ，従来の 3 列 8 段小型凝縮器から 3 列 7 段の小型凝縮器

（蒸発器と圧縮機にて得られた熱量を放熱し液化させる機

能）へ，従来の 135mm角×16 段の水槽蒸発器を 100mm

角×16 段の水槽蒸発器（低圧液でまわりの比冷却物より

熱を奪い蒸発させる機能）へ新規開発し小型化を実現して

いる。図３に従来機の水槽冷却装置と比較した外形寸法を

示す。

５.２.２ 温水タンク

図４に示す温水タンクは，従来機より容量を 40 ％小さ

くすることで機械内有効容積を確保するとともに，さらに

従来の 2ヒータ加熱制御を１ヒータ加熱制御として小型化

と低コスト化を図っている。

1ヒータ加熱制御で飲料温度，連続販売可能杯数などの

飲料規格を満足させる課題は，温水タンク内の加熱湯の沸

上り温度分布を均一にさせることであり，ヒータ形状のあ

り方，ヒータコントロールセンサの取付け位置などにより

温度の均一化を可能にしている。図５に従来機の温水タン

クと比較した温水タンク内の温度分布を示す。

さらに 1ヒータ加熱制御により，保温時のヒータ通電率

も従来機の 1/3（周囲温度 10 ℃）となり，省エネルギー

化も図っている。

また，湯排出弁の取付け位置も従来機の側面配置から前

面 1列配置として，正面からの取扱い性と交換性を向上さ

せている。

５.２.３ カップ機構

機械内の有効容積を最大限活用して小規模ロケーション

対応向けのカップ収容数を実現した 500シングルカップ機

構を開発し，小型化とルート効率の向上を図っている。

最近のカップは紙質などを変えて低コスト化を図ってき
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図３　ホット＆コールド小型カップ自動販売機の冷却水槽
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図４　ホット＆コールド小型カップ自動販売機の温水タンク
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図５　ホット＆コールド小型カップ自動販売機の温水タンク内

温度分布図



ホット＆コールド小型カップ自動販売機

ている。このためカップ強度の低下があり，従来のスプリ

ング駆動方式では，スプリング力により急激にカップ切離

し動作が行われるため，カップかみなどが発生してカップ

が搬出されないことがあった。今回カム駆動方式を開発す

ることでカップ切離し動作における信頼性の向上を図って

いる。図６にその動作原理を示す。カップモータに取り付

けられた駆動カムにより，カップドロップリング機構のレ

バーが所定の位置まで回転し，同時にレバーに付けられた

スプリングも引っ張られた状態で，駆動カムにより位置固

定されて待機している。カップ販売要求がくると駆動カム

が回転し，レバーはスプリング力によって駆動カムの外周

形状に沿って徐々に戻されながら動き，カップ切離し動作

が行われてカップが搬出される。図７に従来機とのレ

バー回転角度とカップ切離し時間を比較したグラフを示す。

あとがき

ホット＆コールド小型カップ自動販売機の概要について

紹介した。

カップ自動販売機に求められることは，消費者からは味

覚の向上，飲料の多様化であり，オペレーターからは集客

力のある衛生的でルート効率のよい低コストな機械である。

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を含む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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図６　ホット＆コールド小型カップ自動販売機のカップ機構

駆動部の動作原理
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図７　ホット＆コールド小型カップ自動販売機のレバー回転角度

とカップ切離し時間

解　説 学習省エネルギー

従来の加熱装置および冷却装置の節電設定は，毎日

または日曜～土曜ごとに冷水および湯の設定温度と節

電の時間帯を最大 4回ずつ設定することができ，この

設定内容に基づいて各装置が運転制御されることによ

り省エネルギーが図られるものである。

「学習省エネルギー」とは，自動販売機自体が過去

の販売データを基に加熱装置および冷却装置の最も効

果的な運転制御を行うことで省エネルギーを図るもの

である。

具体的には，設置後28日間（4 週間）の曜日ごとの

0 ～ 23時までの 1 時間ごとのホット飲料とコールド飲

料の販売データを基に加熱装置は 4 段階，冷却装置は

2 段階の運転制御を自動的に実施するものである。



＊ 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。




