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まえがき

缶自動販売機は，2000年12月時点で，日本全国に約 217

万台が屋内外に設置されている。運用者は缶自動販売機を

使って，ペット（PET：Polyethylene Terephthalate）容

器や缶容器や瓶容器に入った清涼飲料，コーヒー，お茶な

どを，冷やしたり温めたりして販売している。飲料メー

カーは，毎年，新商品を続々と発売し，その容器も多様化

している。また，飲料メーカーのルートマンや店の人が販

売商品の補充や変更，現金の回収や補充を行っている。缶

自動販売機は，従来 6～ 7年で廃却されていたが，オーバ

ホールなどで，さらに長く約 7～ 8年もしくはそれ以上使

用されるようになってきている。

缶自動販売機の課題

２.１ 新商品の販売対応

容器を軽量化した商品や小容量の商品などの新容器が

次々に発売されているが，それらをより多く，缶自動販売

機で販売できることが求められている。

２.２ 消費者の使いやすさ

缶自動販売機は，子供から大人まで幅広く利用されてお

り，消費者が使いやすいように，表示が分かりやすいこと，

現金を入れやすいこと，商品を取り出しやすいこと，衛生

的であることなどが求められている。

２.３ 缶自動販売機の運用費の削減

缶自動販売機の運用者は，缶自動販売機を購入し，運用

し，廃棄するまでの経費の削減を求めている。運用におい

ては，商品の補充，商品を変更するときのラックの設定変

更，商品詰まりの解消，扉の部品や冷却ユニットのサービ

スなどに多くの経費が発生している。そこで構造を一新し，

商品購入者が利用しやすく，運用者が操作しやすい新シ

リーズ缶自動販売機を開発した。図１に新シリーズ缶自動

販売機の外観イメージを示し，以下にその概要を紹介する。

新シリーズ缶自動販売機の構造と特徴

缶自動販売機の構造は，①商品を展示し，消費者が対面

し現金を投入し，商品や釣銭を受け取るための扉部，②商

品を収納し搬出するラック部，③商品を冷却したり加温し

たりする本体部，④商品の販売や商品の温度を制御する電

装部の 4ブロックに分類できる。図２に缶自動販売機の扉
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を開けた内部の名称を示す。

３.１ ラック

従来から缶自動販売機に搭載しているサーペンタイン式

ベンドラックは，商品をラックの上部からまとめて転がし

て投入できることで，使いやすいといわれてきたが，商品

の外形（外径や高さ）によって，投入口や出口の設定変更

が必要不可欠であった。今回開発した新シリーズ缶自動販

売機では，出口の設定が不要で，さらに投入口の細い商品

の設定が不要なラックを搭載している。図３に新ラックの

側面図を示し，特徴を説明する。

３.１.１ 商品出口

旧ラックでは太い商品（φ 69mm）の通路のまま，細

い商品（φ 53mm）を販売すると，商品がすり抜けたり

詰まったりするトラブルが発生するため，ラック出口のベ

ンドメック（搬出装置）部分の商品通路寸法を細い商品に

合わせて狭くしなければならなかった。通路寸法を調整す

る方法として，出口寸法のアジャスタ（調整板）を操作す

るか，アタッチメント（別部品）を取り付けなければなら

なかった。ラックの商品通路は缶自動販売機の手前から奥

方向に 1 列に並んでおり，商品通路の数が４→５→６→７

と大きくなると，ラック出口のアジャスタやアタッチメン

トの位置が手前から最大で約 800mmとなり，設定作業が

困難になり，専門技術が必要な作業となり費用が多く発生

している。そこで，これらの課題を解決するため，太い商

品と細い商品を販売するときに，商品出口の操作が不要な

「出口設定レスラック」を開発した。図４と図５に旧ラッ

クの販売動作を示し，図６に新ラックの販売動作を示す。

旧ラックの販売動作

図４は旧ラックの太い商品の販売動作を示す。待機時は，

約 70 mmの商品通路に約 22 mm 突き出ている下のス

トッパで全商品を支えている。販売時には，ソレノイドに

通電し，下のストッパのロックを解除し商品通路を開放す

ると最下段の商品が搬出されるとともに，上のストッパを

商品通路に約 14mm突き出して，2 本目以降の商品を保

持する。ソレノイドの通電を絶つと，下のストッパが商品

通路に突き出すとともに，上のストッパが商品通路を開放

し， 2 本目以降の商品が下のストッパの上に移動し，待機

状態に戻る。上のストッパは最大約 8kgの加重を支える

ため，下のストッパの回転軸と太い商品の中心を結んだ線

の方向に突き出ているため，その突出し寸法は約 14mm

（1）

富士時報 Vol.75 No.4 2002

252（50）

商品投入口の操作性の改善�
　太缶・細缶の切替えレス化�

ラック内での商品立ち防止�
　縦進入防止ガイド�
　姿勢制御ダンパ�

稼動側板の剛性向上�
　小型商品がアタッチメントなし�
　で販売が可能�

新販売機構�
　出口の無調整化　�

図３　新ラックの側面図

細缶設定�

図５　旧ラックの販売動作（細い商品φ53mm）

下ストッパ� アジャスタ� 上ストッパ�
太缶設定�

図４　旧ラックの販売動作（太い商品φ66mm）

（a）細い商品φ53 mm

（b）太い商品φ66 mm

待機� 販売� 保持� 待機�

待機� 販売� 保持� 待機�

下ストッパ� 上ストッパ�

図６　新ラックの販売動作（細太設定なし）



新シリーズ缶自動販売機

に制限される。この状態で，細い商品（φ 53mm）を入

れると，細い商品は上のストッパをすり抜ける。そのため

細い商品を販売するときは，通路のアジャスタを移動した

り，アタッチメントを取り付けて，図５に示すように通路

を細缶設定（約φ 56mm）にして販売している。

新ラックの販売動作

図６に新ラックの販売動作を示す。待機→販売→保持→

待機の動作は旧ラックと同等である。新ラックでは，下の

下ストッパの突出し寸法を約 54mmとしほぼ水平に突き

出し，上のストッパはリンク機構の工夫で，太い商品の通

路のまま，細い商品を止めることができる位置まで約 25

mm突き出した。

そのため，太い商品を販売する通路のままで，細い商品

を販売することができるようになり，ラック出口の設定作

業をしなくてもよくなり，商品変更時の作業が大幅に軽減

された。

３.１.２ 商品投入口

旧ラックでは，ラック出口が細い商品の設定で太い商品

を投入すると，出口部の細い通路の入口で太い商品が詰

まってしまい販売不能のトラブルになる。またラックの基

本通路は，太い商品（φ 66mm，350mL 缶など）を販売

するコラムで，細くて小さい商品（φ 53mm，200mL 缶

など）を販売すると，商品通路で縦になり詰まるトラブル

が発生し販売不能になることがあった。これらのトラブル

を解消するためには専門的な技術が必要で，多くの作業費

が発生している。そのため細い商品を販売するときは，商

品をラックの中で真横に積み上げるため，基本通路の入口

を狭く設定する必要があった。これらの課題を，出口設定

レス機構と基本通路入口の姿勢制御機構で解消した。姿勢

制御機構は基本通路の入口にダンパを設けて，斜めに投入

された商品でも姿勢を真横にする機構である。ダンパの

モーメントを大きくすると姿勢制御機能は大きくなるが，

モーメントが大きすぎると太くて軽い商品が詰まる。また

ダンパのモーメントを小さくすると詰まらないが，姿勢制

御機能が働かない。そこでワーキングモデルを活用し，ダ

ンパの適正モーメントを決め，販売実験のビデオ解析で信

頼性を確認し，市場で初めて缶自動販売機に「投入口細太

設定なしラック」を搭載した。基本通路の入口に設けたダ

ンパ構造を図７に示す。図８にワーキングモデルの事例を

示す。左の図形はラックに投入する商品とラックの基本通

路と基本通路に突き出したダンパの三次元データを示し，

右のグラフは商品が落下を始めてから落下速度の変化と商

品の姿勢の変化のデータを示す。ダンパのモーメントを変

動させ，故意に角度を付けて投入した商品や，太くて軽い

商品の落下のシミュレーションを行い，ダンパの形状と

モーメントを決定した。

３.２ 扉

３.２.１ 分かりやすい表示

販売中を示す「販売中表示」と，商品購入者が投入した

金額を示す「投入金額表示」の文字を約 2倍の大きさにし，

（2）

富士時報 Vol.75 No.4 2002
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コイン投入口とコイン返却レバーには「点字表示」を設け，

商品の取出口や現金の投入口には自動販売機共通の「消費

者用表示」を表示し，消費者がさらに利用しやすくしてい

る。図９に表示機とコイン投入口部の点字表示を示し，図

に消費者用表示を示す。

３.２.２ 商品を取り出しやすい取出口

お客様が商品を受け取る商品取出口は商品を複数購入し

ても取り出しやすく，衛生的でなければならない。底面を

従来より約 70mm高くし，取出口の商品を左右に移動で

きる通路を設けた仕切板で構成する取出口を開発した。商

品の停止位置を上げたことによって，商品がよく見え，取

り出しやすくなった。また，商品のラック出口からの落下

高さが小さくなったことにより，炭酸飲料のフォーミング

を大幅に改良できた。図 に取出口部の三次元 CAD図を

示す。

３.２.３ 分解しやすい構造

扉部はいたずらなどで破損した部品を分解して交換する

頻度が高い。またオーバホール時には扉部を分解し再塗装

したり，部品を交換する。そのため，より簡単に交換でき

作業費を軽減したいという要求がある。操作部，電照板部，

取出口部などをユニット化し，ブロック単位で交換できる

構造とし，図 ，図 ，図 に示すように，各ブロック

の固定用のねじ本数を半減したことで，扉の全部品を外す

作業が 7 ～ 8 分でできるようになった。

３.２.４ Java
〈注〉

アプリケーションのオプション対応

缶自動販売機の制御には，インターネット利用に適した

Javaを搭載可能とし，表示機などをオプション対応でき

る。図 に扉部のオプション対応について示す。

あとがき

2001年に物品自動販売機が省エネルギー特定機器に指定

され，大幅な省エネルギーが求められることや，オゾン層

保護法で2004年に HCFC-141bの全廃，2020年に HCFC-

22の全廃が決定されており，缶自動販売機の冷却装置や

断熱材に使用しているフロンの代替化が求められている。

これらの課題は従来から研究し，毎年製品を改良してきた

が，今後はさらに高い目標を掲げて，研究開発に力を入れ，

地球環境に配慮するとともに，消費者が商品を購入しやす

く，運用者が操作しやすい缶自動販売機を開発する所存で

ある。
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〈注〉Java：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標
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