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まえがき

オフィス・工場あるいは病院などの売店は，福利厚生の

面から採算性をあまり問題にしない場合が多かったが，近

年は長引く不況による経費節減のため独立採算を求められ

てきている。しかし，採算性を重視して営業時間を短縮す

ることには利用者からの反発もあり，売店経営者は採算性

と利便性の板挟みが悩みの種となっている。

このような悩みに応えるべく，朝や昼の繁忙時はオープ

ンショーケース，その他の閑散時は自動販売機として運用

することにより，福利厚生の充実に加え，人件費削減によ

る経費の節減を狙ったデュアル店舗機を開発した。

本稿では，このデュアル店舗機についてその概要を紹介

する。

特　長

デュアル店舗機（図１）の特長を次に述べる。

２.１ 2モード販売機能

ガラス扉を本体側面収納部に可動式に収納できる新機構

とショーケース構造を基準とした冷却方式により，販売が

ピークとなる時間帯はショーケース（有人販売）として使

い，オフピーク時は自動販売機（無人販売）に簡便に切り

替えることができる。

２.２ 多様な販売商品

デュアル店舗機での，販売可能商品寸法を表１に示す。

３種類のコンベヤラックに収容されている弁当や菓子，雑

貨など，バラエティに富んだ商品を商品キャッチャシステ

ムに収容し，ソフトランディング（搬出衝撃吸収）機構を

備えた取出口により，商品に優しい搬出をする。

２.３ 簡易設定機能

一般ユーザーでもキーボードが簡単に扱える簡易設定機

能と，コラム別賞味期限設定機能，時間帯別割引機能を搭

載し，商品の売残りなどによる損失を最小限に抑えること

ができる。

２.４ インテリアデザイン

企業や工場の売店設置をにらみ，手売り感覚のショー

ケース感を前面に出しつつ，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。

仕　様

デュアル店舗機の仕様を表２に示す。
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図１　デュアル店舗機の外観

表１　販売可能商品寸法�

ラック幅�
（mm）�

205�

180�

116

商品寸法（mm）�

幅�

～195�

～170�

～100

高さ�

�

～115

1ラック�
あたりの収容数�

�

3～6 個�

奥行�

�

～160

販売可能�
商品質量�

�

600 g 以下�
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構　造

４.１ 全体構成

デュアル店舗機販売ユニットの内部構造を図２に示す。

敷地面積の広いロケーションでは機械を大型化し多くの商

品を陳列することが要求される反面，設置スペースの小さ

いロケーションには対応できない。逆に設置スペースを考

慮すると商品収容数が物足りない。

そこで，商品の容量と設置スペース両方に対応するため

商品陳列部（本体ユニット）を大型化せず親機と子機に分

離し，商品購入選択ボタン（操作ユニット）を別ユニット

として開発することで対応した。

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

内で冷蔵（約 8℃）と弱冷（約 18 ℃）および常温の 3

モードでの保存ができる。

自動販売機モード時の商品収容庫前面は省エネルギー

構造の断熱ガラス扉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，選択ボ

タンを押すと商品キャッチャシステムが，目的の商品を

取出口まで搬送し商品を搬出する。

ガラス扉を本体右側面収容部に収納することにより

ショーケースモードに切替えでき，消費者は商品を手に

とって確認し，レジにて支払いをする。

４.２ 本体構造

４.２.１ 本体・外扉

インドア設置をにらみ，販売ユニットをドライバで分解

することにより「幅 1,070 ×奥行 775 ×高さ 1,913（mm）」

まで小さくでき，間口 800mmのエレベータに載せて設置

することができる構造とした。

外扉は，デザインを重視した左右 2枚分割構造としたが

左右にキーロックがあるとロックの外し忘れによる故障が

予想されるため，左扉のキーロックを解除しガラス扉を開

けると，右扉ロックがガラス扉と外扉の回転軌跡の違いを

利用し自動で解除される新機構を考案した。この右扉ロッ

クは施錠時には重力によりラッチが掛かり自動で施錠され

る。左扉ロックには自動販売機のスライダロックを流用し

た。

４.２.２ ガラス扉収納

ガラス扉は，商品の視認性向上と物量効果によるコスト

ダウンを考えて，現行の View 自動販売機のガラス扉を

ベースとして１枚扉とした。収納部はガラス扉の質量を支

え正確な姿勢制御を行う必要があるため，カップ自動販売

機で実績のあるスライドレールを機構部品とユニット化す

ることで，外箱側面に組立誤差がなく取付け可能とした。

これにより，ガラス扉を取り外すことなく，簡単な操作で

外箱側面に収納できる（図２矢印①②）。収納部は，外箱

に似せたカバーで覆うことで，美観と安全性向上を両立さ

せた。

４.２.３ トップハット

商品をより明るく照らすため，庫内内部の照明に加え外

部照明（トップハット）により，庫内だけでなく販売され

た取出口内の商品両方が照らされるように蛍光灯位置を設

定した。

このトップハットは，本体上部に取り付くため，組立性

を考えた構造とし，さらに本体側との接合強度を上げるこ

とで，照明部が本体よりも前方に突き出しているため，ぶ

ら下がりなどのいたずら対策も行った。

４.３ ソフトランディング機能付き取出口

販売商品として弁当などの中身が崩れやすい商品を想定

して，商品搬出時に取出口の底板が商品自重により下がっ

て衝撃を吸収する，ソフトランディング式取出口（図３）

を採用した。

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.4 2002

243（41）

トップハット� ガラス扉�

商品キャッチャ�
システム�

外扉（右）�

外扉（左）�

下部パネル�

コンベヤ式ラック�
取出口�

リターングリル�

A

①�
②�

図２　販売ユニット内部構造表２　デュアル店舗機の仕様�

項　目�

型　　　　　　式�

外　形　寸　法�

製　品　質　量�

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�

DUAL-P25F2A�

幅 1,144×奥行 1,320×高さ 1,986（mm）�

�

25セレクション�

キャッチシステム�

分散制御システム�

4ウェイ（10 円・50 円・100 円・500 円硬貨）�

1,000 円札 2 枚受入れ（1枚エスクロ）�

AC100 V　50/60 Hz�

800/820 W�

ロータリコンプレッサ　呼称出力 600 W�

R404A�

�

�

テンキー形選択ボタン�

フィルムヒータ付きペアガラス扉�

屋　内�

　　　　　　™キャノピー部　32 W×1本�
直管蛍光灯　™庫内上部　　　30 W×1本�
　　　　　　™庫内左側面　　32 W×1本�

450 kg（販売ユニット）�
80 kg（操作ユニット）�



デュアル店舗機

小さく軽い商品は底板が下がらず，いきなり底まで落ち

ないため視認性が向上した。大きな商品も軽い場合は底板

が下がらないが，取出口フラッパを押し開くと，フラッパ

の下部に取り付けたピンが案内版を回転させ，直結した底

板が自動的に下がるので，取出し性は損なわれない。さら

に，内部正面板が鏡面になっているので，取出し時に底に

下がった小さな商品も確認ができる。

また，取出口の清掃性を上げるため，下部パネルごと下

ヒンジで開くようにし，鎖にて止める構造とした（図２矢

印Ａ）。

４.４ 商品収容ラック

商品収容ラックは View 自動販売機のコンベヤラックに，

デュアル店舗機独自の次の機構を織り込んだ。

４.４.１ 多連ラック

バラエティに富んだ商品販売に対応すべく，右側 2列の

ラックを一体化させ，同じく一体化した３列のラックを完

全互換できるようにした。これにより総セレクション数が

20～25セレクションの範囲で変更でき，おにぎりやサンド

イッチなど小さい商品を効率よく販売可能とした。

４.４.２ 商品視認性・安全性

ショーケースモード時に商品の視認性・取扱い性を向上

させるため，ワンタッチで最上段棚を10°傾斜できる構造

とし，さらに最下段のラックを 80mm前方に引き出し，

庫内全体がひな壇構造に見えるようにした。また，最下段

のラックの下からリターングリルを引き出し，ショーケー

ス時のキャッチャ機構の目隠し効果を持たせた。

各ラックは，ショーケース時にはエンドユーザーが触れ

るため，いたずらなどでラックが前に飛び出さないように

ストッパを付け事故防止処置をとっている。

４.５ 冷却方式

ショーケースと自動販売機の 2モードの冷却をするため，

庫内の冷却方式は運転負荷の大きいショーケース構造を基

準とし，上部前面に配置された冷気吐出し口から下部前面

の吸込口へエアカーテンを形成し，外気の影響を遮断する

構造とした。さらにショーケース時のエアカーテン形成に

必要な吸込口は，リターングリルを引き出すことで庫内下

部前面に形成される構造とした。

４.６ 操作ユニット

ショーケースモード時のスペース効率を考え，金銭処理

部を自動販売機本体とは別機の操作ユニット（図４）を設

ける構造とした。これにより，一体構造では課題となる，

金銭処理部により商品が見えなくなる。

モード変更時に開閉する外扉の構造が複雑となる。

などを解決し，さらにスペースを取らない最小幅の中に，

本体ユニットにて使用するアタッチメントや周辺機械を収

納可能な構造とした。

制　御

デュアル店舗機の制御は，自動販売機・ショーケースと

いう二つの異なるモード切替えや，親機，子機対応といっ

たベース機種では存在しなかった新機能を開発した（図

５）。

（2）

（1）
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図３　ソフトランディング付き取出口
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図４　操作ユニットの内部構造
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５.１ 子機対応

一般の自動販売機が，主制御部（マスタ）に対し商品を

搬出する制御部（スレーブ）が一つ（１：１）で構成され

ているのに対し，デュアル店舗機は子機を増設する形式を

とり，マスタとスレーブを１：２の構成としている。

５.１.１ 親機・子機独立制御

デュアル店舗機は二つのスレーブを制御する必要があり，

マスタでの親子独立の制御対応としている。

これらを可能にするため，マスタにて子機用の内部デー

タを設け，蛍光灯，冷却モード，庫内温度，故障，賞味期

限，品温管理，各種タイマ，LED（発光ダイオード）表

示機，キーボード項目などの親子データの独立化を行い対

応した。

これにより片方を自動販売機モード，もう一方をショー

ケースモードで運用する場合や，親子とも自動販売機モー

ドで運用する場合，片方のユニットが故障しても一方が動

作可能ならば運用を可能にした。

５.１.２ 多連ラック対応

従来のコンベヤラックに加え，スペース効率を考慮し，

完全互換できる 2 連ラックと 3 連ラックを新規に開発し，

自由にラック構成を変更できるようにしている。

ここでは，あらかじめすべての棚に 3 連ラックを使用し

た場合の最大コラム数を想定し，キーボードにより各棚段

ごとの実際のコラム数を設定する方式とした。また，ラッ

ク構成（2 連ラックと３連ラック）を交換しても，コラム

番号が重複したり，価格データなどの各設定値を設定し直

す必要がないよう別のコラム番号を割り付けることにより，

自動的にマスタにて販売可能コラムを算出することを可能

にした（図６）。

５.２ コンベヤラック制御

コンベヤラックの制御は，商品の形状や大きさの違いを

吸収するため，搬出メカコード設定を変更することで対応

している。

搬出メカコードとは，主に商品の大きさ（長さ）をもと

に，コンベヤラックを回転させ商品搬出後に次の商品がコ

ンベヤラック最前列まで移動して停止させるためのモータ

回転時間を設定する機能である。

５.２.１ おにぎり専用，大型弁当専用メカコードの採用

デュアル店舗機は，弁当やおにぎりを主販売商品と位置

づけていたが，当初はおにぎりのような小さい商品では，

立てた状態で販売すると 2 個落ち，弁当のようなサイズの

大きい商品では商品搬出後，次の商品がコンベヤラックの

最前列まで搬送されず奥で商品が停止するため，購入者は

弁当の中身を確認できなかった。

そこで，おにぎりは既存メカコードの最小設定値（商品

収納後のコンベヤモータ停止時間 200ms）をさらに短く

し即停止（メカコード 0ms）させ，キャッチャ機構の上

下微調整制御を追加することによりこれに対応した。

大型弁当は搬送時間をコラムごとにキーボードにて自由

に設定できる既存機能を拡張し停止位置を確保させ，さら

にコンベヤモータ逆転制御を追加することで，バケット内

の商品収容状態を安定させた。

５.３ ショーケース対応

自動販売機とショーケースモードの切替えは，頻繁に行

われることが予想され，モード切替えのたびに温度などの

設定操作をしていたのでは使い勝手が悪くなってしまう。

そこで，庫内内扉の操作（開閉，収納）だけで自動販売

機・ショーケースモードに容易に切り替えられるように，

ショーケースモード識別スイッチを内扉収納部に設けた。

これにより，蛍光灯や温度管理など，異なる操作やデータ

の設定をすべて各モードごとで用意することで，内扉を閉

鎖すれば自動販売機モード，内扉を収納すればショーケー

スモードに切り替えられるようにした。

ショーケースモード時は，扉が開放状態なので外気温度

や風の影響を受けやすい。このため，冷却ユニットのオ

ン・オフ保護時間，ファンコントロール，除霜回数・時間

などをショーケース用に設定した。また、消費電力を抑え

るため，各部ヒータなど必要以上動作させないよう省エネ

ルギー制御を盛り込んでいる。

５.４ 操作性

デュアル店舗機は，ある程度の専門知識を持った自動販

売機オペレーター以外のユーザーにも幅広く対応できるよ

う工夫している。

５.４.１ キーボード操作性の向上

デュアル店舗機は，自動販売機オペレーターのほかにも，

売店従業員やアルバイトなどの素人も操作対象とする機器

であるため，できるだけ操作を簡単に分かりやすくする必
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デュアル店舗機

要がある。

そこで，キーボードにて簡易設定機能を新たに追加した。

これは，コラム単位でそのコラムに関連する現金価格，

カード価格，割引価格，メカコード，賞味期限などすべて

の設定を一つの画面で可能にしたもので，より使い勝手を

向上させている。

５.４.２ モニタリング機能

賞味期限，品温管理などの販売不可状態を親子それぞれ

ランプにてモニタリング可能であり，異常発生コラムを

LCD（液晶表示）およびオプションの LED表示器にて確

認できる機能を追加し，どのコラムがどのような異常なの

か一目で確認できるようにしている。

あとがき

以上，自動販売機とオープンショーケースの二つのモー

ドで運用が可能なデュアル店舗機について，その概要を紹

介した。

本機は市場に投入して間もないが，売店経営者の注目を

集めており，多くの反響をいただいている。売店のような

小規模店舗で，利便性を損なうことなく採算性を確保する

ための機器としては画期的であり，今後新たな市場を開拓

できるものと期待している。

最後に本機の開発に際し種々の助言をいただいた関係各

位に対し深く感謝の意を表するとともに，今後もご尽力い

ただくことをお願いする次第である。
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