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まえがき

たばこ市場においては，自動販売機の展開台数が 60 万

台強あり，自動販売機でのたばこ販売ウェイトが非常に高

くなっている。たばこ販売店側にとっても，たばこ自動販

売機は不可欠な機材である。しかし，自動販売機の違法設

置問題，喫煙と健康に関する社会的意識の高まりによる喫

煙規制の強化およびたばこ税率アップなどの問題があり，

たばこ業界にとって，非常に厳しい状況となっている。

また，屋外設置の自動販売機においては，いたずら・破

壊問題があとを絶たず，自動販売機運営（ライフサイクル

コスト）経費も高まる傾向になっている。

このような問題に応えるべく，ライフサイクルコスト低

減を目指し，防盗性能強化および自動販売機オペレーショ

ン性を向上させた新搬出メック搭載 Shell-D（Shell De-

signの略）ドアのたばこ自動販売機を開発した。以下に

その概要を説明する。

特　徴

今回開発を行った Shell-D 型たばこ自動販売機（Shell-

D）の外観を図１に示す。主な特徴は以下のとおりである。

一体プレス加工の Shell-Dドア

™曲線的デザインで集客力向上

™一体プレス加工の継ぎ目なしドア構造およびヒンジを

上下ともに扉内側に配置し，防盗性能向上

™ 1 枚の鋼板をプレスにて成形したドアを貝にたとえ，

貝の持つ美しさと強度を表現

新搬出メック

™商品ごとのコラム設定を不要にした設定レスメカニズ

ムで操作性向上

（キングサイズ，スーパーキングサイズ対応）

™商品通路を中央に設定し，商品補充性および商品変更

時のコラム設定変更作業性を向上させたコラム構造

成人識別対応ユニット

™2008 年からの搭載に備えた設計配慮

集中小型販売口

™利用者の購入商品取出性を向上

™防盗性も向上

構造と機能

３.１ 全体構成

たばこ自動販売機の仕様を表１に，全体構造を図２に示

す。たばこ自動販売機の構成は，以下 4部分で構成される。

販売商品を展示し，消費者が商品を購入するために扱

うドア部

販売商品を収納し搬出するラック部

ドア部やラック部を支え，自動販売機全体を構成する

外箱部

商品の販売など自動販売機全体を制御するマスター

ボックスなどの電装部

３.２ Shell-Dドア構造

現在の自動販売機のドア本体は，自動販売機メーカー各
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図１　Shell-D型たばこ自動販売機の外観
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社とも，鋼板を NCT（Numerical Control Turret punch

press）で抜き，ベンダで曲げる汎用設備での加工を行っ

ている。この加工方法では普通，図３のようにドア本体に

ディスプレイ部分が大きくくり抜かれて，裏面から看板お

よびディスプレイ（販売商品サンプル）を取り付ける構造

となる。そのため，自動販売機のいたずら・破壊がこの結

合部から行われ，多額な修理費が発生している。

このような状況を一変させたのが今回開発した一体プレ

スドア構造の Shell-Dドアである。図４に Shell-Dドアの

構造を示す。 1 枚の鋼板をプレス加工することによってド

アを構成しているため，ドア前面に開放部も結合部もない，

いわゆるシームレス構造となっている。

この構造を実現するために，深絞り面を外観面に使用す

る難題へ挑戦した。

プレス加工は絞り形状，絞り深さなどの条件の違いに

よってしわや亀裂が発生する問題がある。そこで，この問

題を事前に検証するため，決定されたデザインをもとに，

成形シミュレーションを実施した。幅 800mmに 50 以上

の販売商品サンプルを展示し，PR 用のポスターを搭載す

る仕様のために，絞り形状の条件が厳しく，当初のデザイ

ンではしわや亀裂の発生が予見された。この問題を解決す

るために，コインメカニズム，紙幣識別装置などのレイア

ウトをすべて見直し，絞る部分にできるだけ曲面を設けて

亀裂を防ぎ，また，しわの発生箇所にはビードを追加した

ほか，材質，板厚，プレスの加圧力などの条件をいろいろ

変えていき，詳細形状を決めることができた。このシミュ
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表１　たばこ自動販売機の仕様 

項　目 

型　　　式 

外 形 寸 法 

販 売 種 類 

商品収容数 

製 品 質 量 

電　　　源 

消 費 電 力 

収 納 方 式 

販 売 方 式 

看 板 照 明 

制 御 関 係 

FC-040VN5SH 

幅800×奥行489×高さ1,830（mm） 

40種類 

187kg 

単相100V　50/60Hz 

67/67W 

直積方式 

新型シングルメック 

™液晶付き10キーリモコン 
™深夜販売規制対応 
™価格変更予約機能 
™販売内容確認機能 

™キングサイズボックス1,190個 
™キングサイズソフト　1,216個 

直管蛍光灯　15W×3本 
（インバータ方式） 

仕　様 

外箱 

ラック 

ドア 

成人識別 
対応ユニット 
搭載スペース 

紙幣識別 
装置 

コイン 
メカニズム 

マスター 
ボックス 

図２　全体構造

ドア本体 

図３　一般のドア構造

ドア本体 

図４　Shell-Dドア構造
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レーション解析によって，開発設計および金型製作期間の

短縮を図れた。図５にシミュレーション解析の一例を示

す。 はドア全体のプレス加工後のシミュレーション結

果， は深絞りしている商品サンプル展示部のシミュレー

ション結果であり，数値は板厚減少率を表している。図６

は出来上がった金型のプレス加工機への組込み状態を示し

たものである。

ドアを 1 枚鋼板で構成したため，商品サンプル展示を自

動販売機の外側から，操作できるフロントオープンウイン

ドーとした。その結果，商品サンプルは前面から交換可能

となり，ドア本体は一体プレスとしたため継ぎ目がないの

で，清掃性も向上し，サービス・メンテナンス性の向上が

実現できた。

さらに，従来機の場合，ヒンジが外部に露出しているた

め，ヒンジ切断といういたずらも発生している。そこで，

Shell-Dドアでは，デザイン性と防盗性能の向上を重視し，

ヒンジを上下ともに本体内部に配置したインナーヒンジ構

造を採用した。

以上の対応により，今までにない美しい曲面デザインの

ドアと防盗性能の向上を盛り込んだ自動販売機となった。

なお，この Shell-Dドア構造は，缶飲料自動販売機にも

適用されており，好評を得ている。

３.３ 販売コラム構造

図７に販売コラムの構造を示す。販売コラムとは，搬送

メックベース上に商品を縦積みして収納する構造体である。

自動販売機外箱本体側にユニット化された本体コラムと，

ドア背面にユニット化された扉コラムで構成され，コラム

同士が対面した配置になっている。本体コラムにはシュー

タを兼ねる収納扉があり，扉コラムにもシュータ用の内扉

を設け，両シュータの間を商品通路として使用し，商品を

搬出して取出口に導く方式を採用している。この構造は商

品中落とし方式と呼ばれ，対面するコラムの商品通路を兼

用することで，製品奥行寸法が小さくでき，商品収容数増

に貢献する構造である。また本体コラムの収納扉には透明

な樹脂を採用しているため，ドアを開ければ商品の在庫状

況の確認ができるほか，収納扉をコラムごとの大きな 1 枚

の扉にすることで一度に多く商品補充が可能になり，より

一層使い勝手を向上させている。

３.４ 搬出メカニズム

従来のたばこ搬出メックと新たばこ搬出メックの販売動

作を図８に示す。従来の搬出メックは，商品プッシャを一

体成形したベルト搬送方式を用い，商品を搬出していた。

この方式では，最下段の商品が搬出される際，一つ上の商

品が出口部アタッチメントに寄り掛かり，販売コラム内で

商品立ちが発生しやすかった。そのため，商品を搭載する

メックべース部上に商品立ちを防止する逆回転カムが必要

だったり，一般的なキングサイズ，スーパーキングサイズ

の販売において出口部アタッチメントの奥行調整が必要で

あった。また，搬出メック前面と対面するシュータまでの

距離は商品対角寸法（約 120mm）を必要とするため，製

品奥行寸法が小さくならない原因の一つであった。

新搬出メックでは，商品プッシャの往復動作方式を採用

したことにより，コラム内での商品立ちを回避することが

できた。また，商品を搭載するメックベース部を短くし，

このベース部前方に商品プッシャに連動した可動式のベー

スフロントを設けた。この方式により，下降動作したベー

スフロントがシュータの一部となり，商品搬出姿勢を安定

させることが可能となった。この二つの方式の採用により，
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図５　プレス加工シミュレーション解析例
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図６　プレス加工金型
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図７　販売コラム構造
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市場販売商品の大半をアタッチメントの調整なしで販売す

ることができ，設定作業の削減と製品奥行寸法の縮小に成

功した。

３.５ 制御仕様

販売内容確認機能

たばこを購入したお客様からの問合せなどに対応するた

め，販売日時・投入金額・販売金額・つり銭をリモコンの

表示部に常時表示できるようにし，前販売から 200 回前ま

での販売履歴を確認できるようにした。

Edy
〈注〉

カードへの対応

最近，職域などでその利用が広まっている Edyカード

での販売に対応可能とした。富士電機で開発した業界初の

「かざし型」Edy 自動販売機CAD（Card Acceptance De-

vice）を，自動販売機の通信バスライン（VTS）に接続し，

自動販売機と CAD間で，シリアル通信のデータ授受を行

うことで，Edyカードでの販売に伴う決済・売上集計を

行うことを可能とした。

あとがき

新搬出メックを搭載した Shell-Dドアのたばこ自動販売

機の概要を紹介した。

本機は市場において，防盗性能向上と曲線的デザインに

よる集客力向上が図れるとして好評であり，今後の展開が

期待される。今後は，さらに防盗性能およびオペレーショ

ン性の向上を目指し，開発に取り組んでいきたい。

最後に，本機の開発に際し，ご指導・ご協力をいただい

た関係各位に対し，深く感謝する次第である。
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〈注〉Edy ：ビットワレット（株）の登録商標（a）従来の搬送メック （b）新搬送メック 
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図８　搬出メック販売動作
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