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まえがき

近年，個人消費が総じて減少している中にあって，缶飲

料およびペット（PET：Polyethylene Terephthalate）容

器入りの飲料は漸増している商品の一つである。その飲料

のうち，炭酸飲料や果実飲料などの販売は減少傾向にある

が，コーヒー飲料と日本茶やウーロン茶などの無糖茶飲料

は拡大し続けている。また，別の見方をすれば，1 年中冷

却して販売している飲料は減少し，夏は冷却，冬は加温し

て販売する飲料の量が増加しつつあるともいえる。

缶とペット容器用のホット＆コールド自動販売機におい

てはその販売飲料を冷却あるいは加温して販売する機能が

あり，これは利用者の利便性に合致した機能として，高く

評価されているところである。しかし，一方では飲料の賞

味や品質を考慮したとき，保冷はその賞味期限の延命機能

となっていることは明白である。しかしながら，加温につ

いてはその飲料賞味期間を短縮することが起こる可能性が

高くなっていることも事実である。さらに，加温販売から

冷却販売への切替え段階や，定められた加温販売期間を過

ぎた場合は廃棄処分されており，その量も年々増加しつつ

あると聞いている。

富士電機ではこれらの課題である長期加温維持による品

質低下を解決できる特殊機能を備えた自動販売機やその機

能部開発を具体化しており，今までに加温状態での保管か

ら，常に冷却または常温状態で保管し，販売段階で加熱す

る「販売時加熱方式」，加温状態で保管されている個数を

制限して管理する「二段分割保存方式」，さらには販売状

況により加温状態にする本数を事前管理する「投入数コン

トロール方式」などの機能やその機能を備えた機器を開発

している。

以下にこれらの内容とその特長を紹介する。

販売時加熱方式

２.１ 概　要

販売時加熱方式自動販売機（以下，IH 自動販売機とい

う）は従来のヒータにより加熱するのではなく， IH

（Induction Heating：電磁誘導加熱）の原理を用いて缶を

急速に加熱し，缶からの熱伝導にて中身飲料を温める自動

販売機である。

２.２ IHの原理

コイルに交流電流を流すと磁束が発生する。この磁束中

に缶を投入すると缶には発生した磁束を打ち消す方向に渦

電流が流れる。その電流によりジュール熱（P＝ I2R，

R：金属の固有抵抗）が発生し，缶が自己発熱する。

IHによる加熱は熱効率が高く，ヒータ加熱の代替熱源

用途に広く応用されている。

２.３ 開発の背景

前述の中身飲料の品質劣化の問題に加えてここ数年，環

境意識が高まり，省エネルギー機でないとロケーションを

維持・拡大しにくい状況にある。

こうした背景により中身飲料の品質劣化を防ぎ，消費電

力を大幅に削減した IH 自動販売機の開発に取り組んだ。

２.４ 開発のポイント

飲料の品質劣化防止

省エネルギー率の向上

ルートマンの負荷軽減と簡素化

２.５ 特　長

主な特長は次のとおりである。

IHによる加熱の導入で全商品のコールド保存もしく

は常温保存が可能となり，中身飲料の品質劣化が防止で

きる。

従来のヒータ加熱でなく，販売時に IHによる加熱を

行うことにより，消費電力の低減ができる。

全商品コールド保存の場合，季節による商品の入

替え作業が不要となるのでルートマンの負荷を軽減でき

る。

全商品コールド保存の場合，一つのコラムでホットと（4）
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コールド両方の商品を販売できる。

従来のヒータ加熱では対応が難しかった乳製品などの

新商品への対応が容易にできる。

２.６ 仕　様

本 IH自動販売機の仕様を表１に示す。

２.７ 構　成

本 IH自動販売機の加熱機構のブロック図を図１に示す。

商品販売時の手順は次のとおりである。

IH 制御部はモータにて缶を回転させ，缶温度センサ

にて缶表面の初期温度（≒中身飲料の初期温度）を測定

し，インバータを介して加熱コイルに通電し，加熱を開

始する。

缶温度センサにて缶の表面温度を測定し，中身飲料の

温度が選択した出来上がり温度になったと IH 制御部が

判断すればインバータを介して加熱コイルへの通電を停

止し，缶の回転を止める。

２.８ 制　御

IH 制御部を開発し，加熱部の制御は自動販売機本体の

制御とは独立して行うようにした。

IH 制御部はインバータと加熱開始信号，加熱終了信号，

それに各種の異常信号の交信を行う。インバータは受信し

た信号により加熱コイルへの通電を開始したり，停止した

りする。また，インバータが異常を検出したときは異常の

内容を IH 制御部に送信する。さらに IH 制御部はモータ

ドライブ基板を介して加熱中に缶を回転させるモータ，缶

表面の初期温度および加熱中の温度を測定する缶温度セン

サや表示部などの制御も行う。

缶温度センサは加熱中は一定時間ごとに缶表面の温度を

測定し，IH 制御部は初期温度からの温度上昇度合いによ

り所定の出来上がり温度までの加熱時間を計算し，表示部

にその時間を表示する。

また，缶の出来上がり温度については 3 段階の選択ボタ

ンを設け，好みの温度での加熱を行えるようにした。

二段分割保存方式

３.１ 構　造

この方式は，商品を収容する棚（以下，ラックという）

を販売待機ゾーン（加温する）と貯蔵ゾーン（加温しない）

の上下二つに分割したラック構造で，販売待機ゾーン（以

下，待機ゾーンという）のみを加温することにより商品劣

化を防止する保存方式である。

近年の自動販売機は販売に必要な商品のみを加冷もしく

は加温するゾーン冷却，ゾーン加温方式が採用されている。

しかし温められた空気は上昇するので，加温する場合には

庫内全体を加温してしまう傾向がみられた。

二段分割保存方式においては，待機ゾーンと貯蔵ゾーン

の間を断熱層で仕切り，上下間の熱の移動を抑制し，待機

ゾーンのみを加温する。また，貯蔵ゾーンには積極的に冷

気を導入し，待機ゾーン加温時の貯蔵ゾーン内商品の温度

上昇を防止する。図２に通常のラックと二段分割ラックの

比較を示す。

貯蔵ゾーンには待機ゾーンへ商品を搬出するための搬出

メックが，待機ゾーンには商品販売用の販売メックがそれ

ぞれ搭載されている。消費者の購入操作により，待機ゾー

ンの商品は販売メックにより搬出され，貯蔵ゾーンの商品

はそのときの売行きが好調なら，搬出メックにより待機

ゾーンへ搬出される。売行きが不調な場合には，待機ゾー

ンへの搬出はされない。

３.２ 制　御

設定された加温期間（通常 2週間）内に加温商品を販売

するため，売行きの好調，不調を自動販売機が自動的に診

断し，待機ゾーン内に搬出する商品本数を制限する制御を

行う。

制御部では，常に下記の 3 項目を記憶しておく。

（2）
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図１　加熱機構ブロック図

表１　IH 自動販売機の仕様�

項　目�

電　　　　　源�

電 源 コ ー ド�

�

販　売　商　品�
�
�

加熱対象商品�

加熱対象外商品�

出来上がり温度�

加熱制御方式�

仕　様�

本体制御・冷却�

IH 加熱�

�

コールド商品�

ホット商品�

2 本（AC100 V，AC200 V）�

�

�

コーヒー，お茶�

�
�

�
�

初期温度と温度上昇度合による加熱時間算出方式�

接着缶とたる缶などの特殊形状缶およびペットボトル�
商品�

熱め/普通/ぬるめの 3 段階選択�
各設定値は ROM 固定�

190 g，250 g，280 g，340 g，�
500 mL，500 mL ペットボトル�

190 g，250 g，280 g，340 g�
（溶接缶，鉄しぼり缶，アルミ缶）�

AC100 V，50/60 Hz�

AC200 V（単相），50/60 Hz
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各コラムの過去 2週間の販売状況

（コラムとは，ラックの商品の入る棚番号のことである）

待機ゾーン各コラムの待機本数

待機ゾーンの各商品が貯蔵ゾーンに搬出された日時

制御部は商品が販売されるたびに，記憶した①過去 2週

間の販売状況，②当該コラムの待機ゾーン内の待機本数，

③貯蔵ゾーンからの搬出日時から，待機ゾーン内の商品が

設定された加温期間以内に売り切ることができるかどうか

を判断する。

売切り可能（売行き好調）と判断すると，貯蔵ゾーンか

ら待機ゾーンへ商品を搬出する。逆に売切り不可能（売行

き不調）と判断すると，待機ゾーンへは商品を搬出しない。

各コラムの販売ごとにこの演算を繰り返し，貯蔵ゾーン

から待機ゾーンへ搬出する商品の本数を自動的に調整する。

以上の制御により適切な加温期間が保持され，加温商品

の長期滞留による商品劣化を抑制することができる。

３.３ 庫内風回り構成

商品は 2 枚のラック側板に挟まれたセグメントを押し開

きながら落下する。このため，ラック側板とセグメントと

の間には数 mmのすきまが必要である。待機ゾーンと貯

蔵ゾーンの間の断熱層においても同様で，適切なすきまが

設けられている。待機ゾーンの商品を加温した場合，この

すきまから熱が貯蔵ゾーンへと流れていき，やがて貯蔵

ゾーンの温度も上昇し，商品劣化につながる。断熱層の詳

細を図３に示す

これを防止するためには貯蔵ゾーンへ積極的に冷気を導

く必要がある。そのため，冷却専用の部屋から，貯蔵ゾー

ンへ冷気を導く風の通路（ダクト）を配置する。図４に自

動販売機を斜め横から見たときの風の流れを示す。

この図に示すように，庫内の背面側に左の冷却専用の部

屋と右，中右の加温室の貯蔵ゾーンをつなげるダクトを配

置する。背面ダクトの冷却専用部屋側には貯蔵ゾーンの温

かい空気を吸い込むファン（ダクトファン）を配置する。

ラック前面の内扉内部にも左の冷却専用の部屋と右，中

右の加温室の貯蔵ゾーンをつなげるダクトを構成する。加

温側の貯蔵ゾーンには部屋の空気温度を感知する温度セン

サを配置する。貯蔵ゾーンが設定温度以上になると，冷却

専用の部屋のダクトファンが動作し，貯蔵ゾーン内の温か

い空気がラック背面のダクトを通じて冷却専用の部屋に吸

い込まれる。冷却専用の部屋に導かれた温かい空気はダク

ト内で，ある程度熱交換された後，シュータ下部で蒸発器

により冷やされた空気とかくはんされ庫内を冷却する。

貯蔵ゾーンにおいては，ラック背面のダクトから温かい

空気が吸い込まれるため，内扉内部に設けたダクトを通じ

て冷却専用の部屋から冷気が導かれる。

こうして加温室の貯蔵ゾーン内の温かい空気は冷却専用

の部屋で冷やされ，貯蔵ゾーン内に戻されることにより，

貯蔵ゾーン内の温度が商品劣化を起こさない温度に保持さ

れる。

（3）

（2）

（1）
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投入数コントロール方式

４.１ 概　要

自動販売機への商品の投入数を計数できれば，販売数と

の加減算でストック数を管理でき，多くの利点が生じる。

富士電機の投入数センサはコラムごとの投入数を自動的に

計数し，ストック数を管理するものである。この機能によ

り商品の販売予測を行い，保温ストック数を制限すること

が可能で，結果として確実に消費者へ賞味期限内での商品

の提供が可能となる。

４.２ 構成と機能

投入数センサは図５のように三つの光反射型センサと処

理部で構成される。商品補充時には近接して設置されたセ

ンサ 1， 2は互いの検出時間差から商品が投入されたか，

あるいは取り出されたのかを判断してストック数を加減算

し，センサ 3は商品の通過を検出したらストック数に加算

する。また，加減算処理のほかにも状況に合わせてストッ

ク数の確認，補正などの機能も備えている。

４.３ カウント処理フロー

投入数センサは扉の開閉，コインメック，ビルバリデー

タ，販売ボタンの状態により，商品補充時，販売時を検出

し，図６に示す処理フローに沿って各コラムのストック数

の加減算処理を行う。投入数センサは自動販売機のコント

ロールボックスと通信機能があり，商品補充時に扉が開か

れたことを検出したらセンサを起動し，各コラムの投入数

を計数し，ストック数に加算する。同様に販売時に入金さ

れたことを検出したらセンサを起動し，さらに販売ボタン

が押されたコラムのストック数を減算する。

４.４ 特　長

４.４.１ 誤差補正機能

投入数と販売数だけを計数していると誤差が発生しても

分からないが，センサ 3によりストックの絶対数を確認で

きる。センサ３の正面まで商品が積み上がった場合には，

連続的に商品を検出する状態になり，あらかじめこの位置

でのストック数を処理部に記憶しておくことで正しく計数

しているかをチェックでき，誤差がある場合にはストック

数を補正できる。同様に，ラックに収容可能な最大数まで

補充された場合や販売時の各センサの検出状態によりス

トック数が正しいか否かのチェックを行う。

４.４.２ 商品以外の物の誤計数の排除機能

人体は通常，反射率が低いが，センサ真近に手をかざし

たり，時計などで光が反射された場合には，センサが応答

する場合がある。特にセンサ 1， 2は商品投入口付近に設

置されるため上記のような問題が発生しやすい。このよう

な誤計数を排除するために，センサ 1， 2での検出時間，

検出パターン（オン・オフの時間のずれ）から投入された

商品とそれ以外のものとの区別をしている。

４.５ 表示機能

図７は投入数センサの結果表示例である。商品の投入中
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図７　投入数センサの結果表示例
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または販売中にリアルタイムに各コラムのストック数を表

示している。実用上は，商品補充時に販売予測などから決

定された目標ストック数となるように，各コラムの商品投

入口付近に設置した LED（Light Emitting Diode：発光ダ

イオード）を点灯または点滅させ，目標ストック数まであ

と何本必要かを指示し，目標ストック数に達したら LED

を消灯し作業者に知らせる。

以上のように投入数センサはコラムごとのストック数を

管理できるので，保温ストック数の管理だけでなく，マー

ケティング分析などに利用できるなど，多くの適用方法が

期待される。

あとがき

最近開発した飲料品質保持のための異なる３方式につい

て紹介した。

今後，新商品がさらに増加し多様化する中で，飲料の品

質保持だけでなく，省エネルギー性，操作性向上など顧客

ニーズにあった独創性のある自動販売機の開発に努力をし

ていく所存である。

最後に，本機構開発に際し，終始ご指導・ご援助いただ

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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＊ 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。




