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まえがき

清涼飲料水の自動販売機など，缶や瓶の飲料商品を取り

扱う機器の設計においては，飲料商品の損傷や詰まりが起

きないように，事前に機器内における飲料商品の挙動を把

握し，最適な設計を行うことが重要である。しかし，飲料

商品の容器は年々，形状，材質などが多様化していること

と，その容器内に液体が封入されているという特殊性のた

め，その挙動を定量的に予測することが困難である。

そこで，飲料商品の機器通路内における落下挙動を予測

して最適設計を行うため，シミュレーションを用いた商品

挙動解析技術を確立した。

実機の構成と課題

一般的な自動販売機における商品通路（収納部，ラック）

の構成を図１に示す。商品通路は，円弧状の通路部品を段

違いに向かい合わせて形成した通路と，その上方に傾斜し

て設置されたガイド板で構成されている。飲料商品はガイ

ド板の端から投入されると，ガイド板上を転がって通路部

に進入し，図２ のように円弧状部品の間で衝突を繰り返

しながら落下する。

落下中の商品は，通路部品や同時に投入された商品との

干渉により，図２ に示すような位置・速度・角度が刻々

と変化する。その際に，重心速度や起立角度が大きくなる

と，商品の破損や詰まりなどのトラブルが発生しやすくな

るため，これらの値が大きくならないように通路形状を最

適化することが設計課題となっている。

モデリング

商品の搬送過程における転がり，跳ね返りなどの挙動を

定量的に解析するためには，飲料商品の転がり特性，商品

と通路部品の接触時に働く力の計算が重要となる。今回は，

運動解析シミュレーション（245ページの「解説」参照）

を用いて，高精度かつ短時間で三次元挙動を解析する手法

を確立した。

３.１ 液体を封入した中空物体のモデリング

中空物体（缶容器）と液体（飲料）から成る飲料商品を
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図１　商品通路（収納部，ラック）の構成
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図２　商品の落下挙動
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運動解析シミュレーション上でモデリングするためには，

液体をどのように扱うかが課題となる。例えば図３に，液

体としての特性が顕著に現れる飲料商品の転がり特性を示

す。この図から，実機における速度は，液体が回転しない

と仮定した場合の理論速度よりも若干遅いレベルにあるこ

とが分かる。

このことから，商品の転がり特性には，容器が持つ質量

特性が支配的であることが分かる。ただし，理論速度より

若干遅いことから，液体の影響も考慮する必要があるため，

モデルには液体の粘性による摩擦力を想定した減衰項を設

けた。

図４には，液体が「ウーロン茶」「ミルクコーヒー」「ト

マトジュース」の場合における実機速度値を示す。これに

よると「トマトジュース」のように粘性が比較的高い液体

の場合は他の液体に比べ速度が低いことから，液体の影響

が大きいことが分かる。そこで，前述の減衰項に，液体の

種類（粘性）に対応した値を入力する必要がある。図４に

示した解析値は，各液体における減衰項を調整した結果で

あり， 10 ％の精度で実機挙動と整合した。

３.２ 接触力のモデリング

飲料商品とガイド板，通路部品との接触を解析するため

に，図５に示すように，接触する物体間にばね，ダンパ，

摩擦を用いてモデリングするペナルティ法を用いた。

ここで，物体間の距離 Lと相対速度 V（＝dL/dt）に対

するばね，ダンパ，および摩擦を以下のように設定してい

る。

L＞ 0の場合　ばね力　　　　　　Fk ＝ 0

（非接触時） ダンピング力　　　Fc ＝ 0

摩擦力　　　　　　Ff ＝ 0

L≦ 0の場合　ばね力　　　　　　Fk ＝－kL

（接触時） ダンピング力　　　Fc ＝－cdL/dt

摩擦力　　　　　　Ff ＝μ（Fk ＋ Fc）

k：ばね定数，c：ダンピング係数，μ：摩擦係数

ただし，実際の接触ばね・ダンパは，商品自体の剛性や

通路部品の剛性など，複数の要素から成るため，計算で算

出することは困難である。そこで，図６のように商品と対

象部品の衝突挙動を実測して，減衰自由振動と見立てるこ

とにより，接触ばね定数・ダンピング係数を同定する。
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図３　商品の転がり特性実験
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図４　飲料種間の転がり特性の差
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図５　接触計算モデル
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図６　接触ばね・ダンピング測定
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ラック内における缶商品挙動シミュレーション

前述したモデリング手法を用いて，商品通路内における

飲料商品（缶容器）の挙動をシミュレーションし，実機測

定値と比較した。ツールには，エムエスシーソフトウェア

（株）製の運動解析ソフトウェア「MSC，ADAMS」を使

用した。

４.１ 理想的な投入条件の缶商品挙動解析

投入口から初速度ゼロで水平に投入する場合（理想的投

入条件）の商品挙動を解析した。その結果，飲料商品の重

心軌跡，水平方向速度，回転速度の各シミュレーション結

果は，図７に示すように実機測定値と定性的に一致した。

（実機との誤差は，図８に示すように，重心位置で 16

mm以内，重心速度・回転速度において 20 ％以内）。

４.２ 商品姿勢が不安定となる投入条件の缶挙動解析

実際の商品補充作業においては，商品を 1 本ずつ投入す

ることはまれであり，2 ～ 5 本連続で投入されることから，

商品間の干渉や商品の投入姿勢などの影響が想定される。

そこで，商品姿勢が不安定となる代表的な投入条件を実験

から抽出し，同条件におけるシミュレーション結果と，実

機測定値を比較した。

４.２.１ 通路入口近傍からの傾斜投入

図９に示すように，商品を通路入口近傍から傾斜させて

投入すると，ガイド板端部から落下する際に商品が起立方

向へ回転する。さらに，商品は落下しながら通路部品と接

触することによって，起立角度が拡大する。この挙動変化

が，シミュレーションにおいても再現し，最大起立角度を

予想することが可能となった（実機との誤差は，図 に示

すように，最大起立角度値で 20 ％以内）。

４.２.２ 投入口からの2本連続投入

図 に示すように，商品を投入口から 2 本連続で投入す

ると，通路入口部で商品同士が干渉する。1 本目は 2 本目

に押し出されることによって水平姿勢で落下するが，2 本

目はガイド板上で回転し傾斜した状態で落下する。このよ

うな机上で予測が困難な現象でも，モデルに商品や通路部

品の詳細な形状特性を入力することによって，定性的な再
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図７　理想的投入による350mL太径缶の挙動例
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（a）重心軌跡図 （b）速度変化図 （c）回転速度変化図 

図８　実機挙動と解析結果の比較

（a）モデル俯瞰（ふかん）図 

（b）実機の高速度映像 

（c）解析結果 
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図９　傾斜させて投入した200mL細径缶の挙動例

（a）実機の高速度映像

（b）解析結果
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現が可能となっている（解析時間：1.5 ～ 2 時間）。

あとがき

以上，液体が封入された中空容器である缶商品の挙動解

を短時間で解析可能となるシミュレーション技術を確立し

た。今後は解析対象を，形状が複雑な瓶商品や PETボト

ル商品にまで拡張し，より適用範囲の広い解析技術として

確立していく予定である（図 参照）。１２
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図１０　商品起立角度の比較 図１２　瓶商品の挙動解析例

（a）モデル俯瞰図 

（b）実機の高速度映像 

（c）解析結果 

2本の商品を投入口から 
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図１１　2本連続で投入した200mL細径缶の挙動例
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