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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬貨が投入された後のハンドルの操作動力によって排出商品保持部材を動作させて商品
を排出する自動販売機において、
　排出商品を検知しその検知信号を出力する排出商品検知手段と、所定時からの商品排出
総個数を外部から視認できる状態で表示可能な表示手段と、前記排出商品検知手段から出
力される検知信号に基づいて前記商品排出総個数を求めその商品排出総個数を予め設定し
た機会に前記表示手段に表示させる処理装置とを備えるとともに、
　外部のＲＦＩＤとの通信を行うリーダを本体に備え、前記予め設定した機会として外部
から前記ＲＦＩＤを近づけた際に前記リーダにてそのＲＦＩＤを検知しその検知信号に基
づいて前記処理装置によって前記表示手段に前記商品排出総個数を所定時間だけ表示させ
るようにしたことを特徴とする自動販売機。
【請求項２】
　前記排出商品検知手段は、次回排出商品の有無を検知しその検知信号を出力する排出商
品検知装置であり、前記硬貨の投入を防止する硬貨投入防止手段を備え、前記排出商品検
知装置から出力される前記検知信号に基づいて次回排出商品がないとされる場合に前記処
理装置が前記硬貨投入防止手段を制御して硬貨の投入を阻止することを特徴とする請求項
１に記載の自動販売機。
【請求項３】
　投入された硬貨が満杯になったか否かを検知しその検知信号を出力する硬貨検知手段と
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、前記硬貨の投入を防止する硬貨投入防止手段とを備え、前記硬貨検知手段から出力され
る前記検知信号に基づいて満杯とされる場合に前記処理装置が前記硬貨投入防止手段を制
御してそれ以降の硬貨の投入を阻止することを特徴とする請求項１に記載の自動販売機。
【請求項４】
　投入された硬貨が満杯になったか否かを検知しその検知信号を出力する硬貨検知手段を
備え、前記硬貨検知手段から出力される前記検知信号に基づいて満杯とされる場合に前記
処理装置が前記硬貨投入防止手段を制御してそれ以降の硬貨の投入を阻止することを特徴
とする請求項２に記載の自動販売機。
【請求項５】
　前記処理装置は、前記硬貨投入防止手段による硬貨投入阻止に連動させて前記表示手段
に売り切れ表示をさせることを特徴とする請求項２から４いずれか一項に記載の自動販売
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動販売機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動販売機として、硬貨が投入された後のハンドルの操作動力によって、商品を
保持するドラムを回転動作させ、その回転動作によって商品を１つずつ排出するように構
成されたものが知られている。（例えば特許文献１）
【特許文献１】特開２００３－１２３１３５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このようにハンドルの操作動力を機械的にドラムに伝達させて商品を排出するような自
動販売機は、デパートの階段における踊り場や、コンビニエンスストアや玩具店の店先、
ゲームセンター内に設置される。この種の自動販売機にあっては、外部電源を取らず、し
かも内部電源を持たない組み込んでいないため、表示手段を備えてはいなかった。そのた
め、ハンドルを操作するにあたり、どの種の商品が排出されるかを期待するという楽しみ
はあるものの、それ以外の楽しみに乏しいものとなっていた。一方において、商品が売り
切れたり、また、投入された硬貨が満杯となった場合でもそれを管理者に報知する術がな
かった。
【０００４】
　本発明は、かかる点に鑑みなされたもので、予め設定した機会に外部から視認し得る状
態で表示し得る自動販売機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の自動販売機は、
　硬貨が投入された後のハンドルの操作動力によって排出商品保持部材を動作させて商品
を排出する自動販売機において、
　排出商品を検知しその検知信号を出力する排出商品検知手段と、所定時からの商品排出
総個数を外部から視認できる状態で表示可能な表示手段と、前記排出商品検知手段から出
力される検知信号に基づいて前記商品排出総個数を求めその商品排出総個数を予め設定し
た機会に前記表示手段に表示させる処理装置とを備えるとともに、
　外部のＲＦＩＤとの通信を行うリーダを本体に備え、前記予め設定した機会として外部
から前記ＲＦＩＤを近づけた際に前記リーダにてそのＲＦＩＤを検知しその検知信号に基
づいて前記処理装置によって前記表示手段に前記商品排出総個数を所定時間だけ表示させ
るようにしたことを特徴とする。
　ここに「所定時間だけ」とは、ＲＦＩＤを近づけたらその後表示されたままの状態とな
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らないことを意味する。この場合の「所定時間」としては、表示された商品排出総個数を
メモ帳やその他の記録具又は記録機器に転記できる程度は少なくとも必要である。一方で
、商品総排出個数には一般的に秘匿性があるので、あまりにも長いとその表示が消えるま
でその場を離れられないこととなる。そこで、「所定時間」としては３０秒程度以内、長
くても１分以内とすることが好ましい。
【０００８】
　請求項２に記載の自動販売機は、請求項１に記載の自動販売機において、前記排出商品
検知手段は、次回排出商品の有無を検知しその検知信号を出力する排出商品検知装置であ
り、前記硬貨の投入を防止する硬貨投入防止手段を備え、前記排出商品検知装置から出力
される前記検知信号に基づいて次回排出商品がないとされる場合に前記処理装置が前記硬
貨投入防止手段を制御して硬貨の投入を阻止することを特徴とする。次回排出商品の有無
を検知する方法としては次のような方法が考えられる。例えば、排出商品保持部材が次期
排出の商品をすでに保持するような構造となっている場合には、その排出商品保持部材の
次回排出商品の保持場所を監視すればよい。排出商品保持部材には次回排出商品は保持は
されていないがその他の場所に次回排出商品の滞在箇所がある場合、例えば通路を通じて
商品が排出商品保持部材に１つずつ供給されるような場合には、その通路中の次回排出商
品の滞在場所を監視すればよい。
【０００９】
　請求項３に記載の自動販売機は、請求項１に記載の自動販売機において、投入された硬
貨が満杯になったか否かを検知しその検知信号を出力する硬貨検知手段と、前記硬貨の投
入を防止する硬貨投入防止手段とを備え、前記硬貨検知手段から出力される前記検知信号
に基づいて満杯とされる場合に前記処理装置が前記硬貨投入防止手段を制御してそれ以降
の硬貨の投入を阻止することを特徴とする。この場合の「硬貨の投入の阻止」は例えば次
のようにして行うことが好ましい。例えば１枚の硬貨の投入で商品が排出される場合には
、それ以降の硬貨の投入を阻止する。また、複数枚の硬貨の投入で商品が排出される場合
で、硬貨を例えば１枚だけ投入したところで満杯になったときには、その回の複数枚の硬
貨の投入を許容し、それ以降の硬貨の投入を阻止する。なお、この場合、硬貨が満杯にな
ったことを報知するする手段を設けることが好ましい。例えば、上記表示手段に満杯であ
ることの表示をさせることが好ましい。
【００１０】
　請求項４に記載の自動販売機は、請求項２に記載の自動販売機において、投入された硬
貨が満杯になったか否かを検知しその検知信号を出力する硬貨検知手段を備え、前記硬貨
検知手段から出力される前記検知信号に基づいて満杯とされる場合に前記処理装置が前記
硬貨投入防止手段を制御してそれ以降の硬貨の投入を阻止することを特徴とする。この場
合の「硬貨の投入の阻止」は例えば次のようにして行うことが好ましい。例えば１枚の硬
貨の投入で商品が排出される場合には、それ以降の硬貨の投入を阻止する。また、複数枚
の硬貨の投入で商品が排出される場合で、硬貨を例えば１枚だけ投入したところで満杯に
なったときには、その回の複数枚の硬貨の投入を許容し、それ以降の硬貨の投入を阻止す
る。なお、この場合、硬貨が満杯になったことを報知するする手段を設けることが好まし
い。例えば、上記表示手段に満杯であることの表示をさせることが好ましい。
【００１１】
　請求項５に記載の自動販売機は、請求項２から４いずれか一項に記載の自動販売機にお
いて、前記処理装置は、前記硬貨投入防止手段による硬貨投入阻止に連動させて前記表示
手段に売り切れ表示をさせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、商品排出総個数を外部から視認できるため、ボックス
本体を開けずに、商品排出総個数つまり販売総個数の管理が容易となる。また、請求項１
に記載の自動販売機によれば、ＲＦＩＤを近づけた時だけ商品排出総個数が所定時間表示
されるだけなので、ＲＦＩＤを保有する者だけがそれを知ることができ、他の者に対して
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それを秘密状態に保つことができる。また、請求項２に記載の発明によれば、次回排出商
品がない場合には、硬貨の投入が阻止されてハンドルが操作できないので、いわゆる空打
ちが防止される一方で、商品排出総個数つまり販売総個数を誤って表示することもない。
また、請求項３及び４に記載の自動販売機によれば、投入硬貨が満杯に為ったときに硬貨
の投入が阻止されてハンドルが操作できないので、硬貨の回収が容易となる。また、請求
項５に記載の自動販売機によれば、硬貨投入阻止に連動して表示手段に売り切れ表示が出
るので、自動販売機の管理が容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（全体構成）
　図１に示した自動販売機１は、例えばカプセルに封入した商品Ａ（以下、カプセル商品
Ａという。）をボックス２内に収容しておき、ボックス２の前面に配設された硬貨投入口
３に所定の硬貨を投入した後、人がハンドル４を回転することによって、ボックス２内の
カプセル商品Ａを、ボックス２の前面に配設した商品排出口５から排出するものである。
同図に示す自動販売機１にあってはボックス２が２段に積み上げられ、下側のボックス２
の下側にはキャスタ付きの台座が取り付けられ、上側のボックス２の上には天板１０が取
り付けられている。
【００１４】
（ボックス２の構成）
　ボックス２は、図２に示されるように、ボックス本体６と、ボックス本体６の前面の商
品充填用開口６ａを塞ぐ蓋体７と、ボックス本体６の前面下部に配置される前面板８の一
部を構成し背面に硬貨選別ユニット９を備える操作盤８ａと、ボックス本体６の上面を覆
う天板１０を備えている。
【００１５】
（蓋体７の構成）
　蓋体７は透明樹脂製で、図３に示されるように、前方へ向けて凸となるように湾曲形成
されている。蓋体７には周縁部に後方に向けて突出する壁１１が設けられている。そして
、蓋体７の上端壁１１ａの幅方向中央部にはボックス２の幅方向に延設された長孔１２が
形成されている。また、蓋体７の上端壁１１ａには長孔１２を挟むようにして小孔１３が
形成されている。さらに、蓋体７の内面には、蓋体７と同様に湾曲形成された押さえ板１
５が蓋体７の基部（湾曲部の下端部）に対して回動可能となるように取り付けられている
。押さえ板１５の上端縁にはピン１６が上方に向けて突出して設けられている。また、押
さえ板１５の上端縁の直下中央には把手１５ａが後方に向けて突出して設けられている。
そして、押さえ板１５は、蓋体７との間にポップ等の表示体１７を挟み込み、ピン１６を
蓋体７の小孔１３に嵌合させることによって、蓋体７に添った状態で係止されるようにな
っている。また、表示体１７を取り外す場合には、一方の手で蓋体７を掴み他方の手を把
手１５ａに掛けて、その把手１５ａを引っ張れば、押さえ板１５の自由端側が蓋体７から
離反し、表示体１７を取り外すことができる。なお、蓋体７の湾曲部の下端には、下方に
向けて延びる屈曲部１４が設けられている。また、屈曲部１４の下縁には左右に突起１４
ａが形成されている。
【００１６】
　次に、蓋体７の取付構造について説明する。ボックス本体６の商品充填用開口６ａ脇の
両側壁は内部のカプセル商品Ａが外方斜め横から視認できるように透明板によって構成さ
れている。また、ボックス本体６の両側壁の内面には、図４に示されるように、上方に開
口する「Ｖ」字状の凹部１８ａが形成されている。この凹部１８ａは蓋体７の位置決めに
使用される。すなわち、蓋体７を取り付ける際には、正面手前側に倒した状態（蓋体７の
内面が上方を向いた状態）の蓋体７の屈曲部を凹部１８ａに落とし込み、屈曲部の前側部
分を凹部１８ａの手前側の壁に当接させればうまく位置決めされる。その状態で、蓋体７
の屈曲部の下縁を中心にして蓋体７を起こせば、蓋体７の屈曲部の後側部分が凹部１８ａ
の奥側の壁に当接する。この位置が蓋体７の閉塞位置である。また、操作盤８ａの上面に
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は幅方向に延設された長溝１８ｂが形成されている。この長溝１８ｂは、蓋体７の屈曲部
が落とし込まれる部分であり、蓋体７の起倒を許容する大きさ・形状に形成されている。
また、操作盤８ａの上面には幅方向中央に係止片１８ｃが設けられている。また、操作盤
８ａの上面には係止片１８ｃが設けられている。この係止片１８ｃは、閉塞状態にある蓋
体７の上動を阻止するためのものである。すなわち、蓋体７を起立させた際にその湾曲部
の下端部が係止片１８ｃの下側に潜り込み、閉塞状態にある蓋体７の上動を阻止する。こ
の蓋体７の上動を効果的に阻止するためには、係止片１８ｃによって蓋体７の屈曲部の下
端部がうまく係止される形状となるように、蓋体７の湾曲部の下端部を湾曲部のそれ以外
の部分とは異なる曲率に形成しておくことが好ましい。
　なお、蓋体７が閉塞状態にあるときには、蓋体７の屈曲部に形成された突起１４ａは操
作盤８ａの上壁の下側に潜り込む。これによって、蓋体７が操作盤８ａに係止される。ま
た、蓋体７はボックス本体６から取り外す際に、蓋体７を簡単に引き倒せるように蓋体７
の前面に手を掛ける部分を形成しておくことが好ましい。
【００１７】
（錠前１９の構成）
　図２に示されるように、ボックス本体６には商品充填用開口６ａの上の部分に錠前１９
が設けられている。錠前１９は図５に示されるように錠前本体１９ａとキー１９ｂから構
成されている。このうち錠前本体１９ａはシリンダ部１９ｃ、ロータ部１９ｄ及び係止片
１９ｅ，１９ｆによって構成されている。そして、この錠前本体１９ａは取付ブロック１
９ｇに着脱可能に保持されている。なお、係止片１９ｅ及び係止片１９ｆは、特に限定は
されないが、この実施形態では一体化されている。
【００１８】
　次に、取付ブロック１９ｇへの錠前本体１９ａの取付方法を説明する。取付ブロック１
９ｇへ錠前本体１９ａを取り付ける場合には、錠前本体１９ａから係止片１９ｅ，１９ｆ
を予め取り外しておく。この状態の錠前本体１９ａを取付ブロック１９ｇの前方の凹部１
９ｈに押し込む。すると、シリンダ部１９ｃの外周の係止部（図示せず）が凹部１９ｂの
底部に突き当たり、それ以上は錠前本体１９ａを押し込めなくなる。一方で、凹部１９ｈ
の底には取付ブロック１９ｇの後方に開口する貫通孔が開いているので、錠前本体１９ａ
が状態にあるときには、取付ブロック１９ａの後方からシリンダ部１９ｃの一部が突出し
ている。そして、この突出部分に形成されている雄ねじ部１９ｉにナット１９ｊを螺合さ
せる。そして、最後に、上記突出部分の後方から係止片１９ｅ，１９ｆをロータ部１９ｄ
の後端にねじ止めする。
　以上のようにして、取付ブロック１９ｇに錠前本体１９ａが取り付けられる。なお、取
付ブロック１９ｇから錠前本体１９ａを取り外す場合には、それを取り付ける場合とは逆
の手順となる。
【００１９】
　次に、取付ブロック１９ｇの取付構造を説明する。取付ブロック１９ｇには両側に爪片
１９ｋ，１９ｋが設けられている。一方、ボックス本体６には取付ブロック１９ｇを嵌合
可能な凹部１９ｌが形成されている。そして、凹部１９ｌの底部には孔１９ｍ，１９ｎが
形成されている。
　そして、錠前本体１９ａが取り付けられた取付ブロック１９ｇをボックス本体６に取り
付けるには、図５（Ａ）に示されるように、係止片１９ｅ，１９ｆを予め横に倒しておく
。次いで、図５（Ｃ）に示されるように、係止片１９ｅ，１９ｆを先にして取付ブロック
１９ｇを凹部１９ｌに嵌め込む。この場合、係止片１９ｅ，１９ｆと一方の爪片１９ｋの
先は孔１９ｍを通り抜ける。一方、他方の爪片１９ｋの先は孔１９ｎを通り抜ける。そし
て、爪片１９ｋ，１９ｋの外側に形成されている突起が爪片１９ｋ，１９ｋの弾性によっ
て凹部１９ｌ裏側部分に係止される。
　以上のようにして、ボックス本体６に取付ブロック１９ｇが取り付けられる。なお、ボ
ックス本体６から取付ブロック１９ｇを取り外す場合には、係止片１９ｅ，１９ｆを横に
倒しておいた状態でボックス本体６の内側から手で取付ブロック１９ｇを押し出して取り
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外す。
【００２０】
　次に、この錠前１９による蓋体７の係止構造について説明する。錠前本体１９ａの係止
片１９ｅ，１９ｆを横に倒しておいた状態では、蓋体７はボックス本体６に係止されない
状態にある。一方、キー１９ｂで係止片１９ｅ，１９ｆを起立させると、係止片１９ｅは
蓋体７の長孔１２に入り込む。また、他方の係止片１９ｆはボックス本体６の上壁６ｂの
長孔（図示せず）に入り込む。これによって、ボックス本体６に蓋体７が係止されると共
に、取付ブロック１９ｇがボックス本体６に固定されることになる。
　なお、本実施形態の場合には、ボックス本体６に蓋体７を係止するのに、錠前１９の係
止片１９ｅによって直接的に蓋体７を係止したが、ボックス２に蓋体７の係止位置と係止
解除位置とを取り得る可動部材が設けられるものでは、錠前１９によって可動部材を係止
位置に係止することによって、蓋体７を間接的にボックス本体６に係止させる構造として
もよい。また、本実施形態の場合には、ボックス本体６に蓋体７を係止するのに、係止片
１９ｆをボックス本体６の上壁の長孔（図示せず）にも入り込ませる構造としたが、係止
片１９ｅを蓋体７の長孔１２に入り込ませるだけでもよい。また、係止片１９ｆをボック
ス本体６の上壁６ｂの長孔（図示せず）にも入り込ませるのに、上壁６ｂを上下２重構造
とし、その下側の上壁の長孔に係止片１９ｆを入り込ませるようにしたり、上壁６ｂの下
側に長孔が形成された係止部材を設けてもよい。、
【００２１】
（操作盤８ａの構成）
　操作盤８ａは、図２に示されているように、正面側から見た状態では逆Ｌ字状に構成さ
れている。操作盤８ａはボックス本体６に対して着脱可能に取り付けられている。
【００２２】
　同図は、操作盤８ａをボックス本体６から取り外した状態を示し、ボックス本体６の前
面板８には、操作盤８ａと同形の切欠き２０が設けられている。操作盤８ａの両側の壁面
には、上下方向に所定の間隔で凹条２３が形成されている。一方、ボックス本体６におけ
る切欠き２０を区画する壁面には、上下方向に適宜な間隔をもって、幅方向内方に向けて
凸条２２が形成されている。そして、ボックス本体６に操作盤８ａを取り付けるにあたっ
ては、蓋体７をボックス本体６から取り外した状態で、切欠き２０の底から浮かせた状態
の操作盤８ａを切欠き２０に正面側から嵌め込み、その操作盤８ａを下方にスライドさせ
ることで、凹条２３と凸条２２が嵌り込んで、操作盤８ａをボックス本体６の所定位置に
取り付ける。一方、ボックス本体６から操作盤８ａを取り外す場合には、それを取り付け
る場合とは逆の手順で行う。なお、操作盤８ａにはボックス本体６側のコネクタ６ｃと連
結可能なコネクタ（図示せず）が設けられており、操作盤８ａをボックス本体６に取り付
けた際にコネクタ同士が自動的に連結されて、操作盤８ａ側とボックス本体６側が電気的
に接続されるようになっている。
　以上のように、操作盤８ａをボックス本体６とは別に形成し、その操作盤８ａをボック
ス本体６から取り外すことができるように構成することで、操作盤８ａのメンテナンスだ
けでなく、ボックス本体６内部のメンテナンスが簡単に行えることになる。
　なお、図２及び図６に示されるように、操作盤８ａの左右の壁面には、操作盤８を切欠
き２０の底から少し浮かせた状態で保持する係止片８ｂが設けられている。この係止片８
ｂは、切欠き２０を区画する壁面の一方に設けられた、ばね８ｃで付勢された突子８ｄに
当接し、操作盤８ａが切欠き２０の底から少し浮いた状態で保持される。但し、この係止
片８ｂによる保持力はさほど強くない。つまり、この係止片のばね８ｃの付勢力は、操作
盤８ａの重さを支えるには十分であるが、操作盤８ａを人為的に下方へ押圧すればその付
勢力に抗して操作盤８ａは下動する。このような構造としたのは、操作盤８ａをボックス
本体６に嵌め込んだ際に、操作盤８ａが勢いよく下動するのを防止するためと、操作盤８
ａを切欠き２０の底から少し浮かせた状態で保持しておき、その状態で、後述の硬貨収集
箱２１を引き出せるようにするためである。
【００２３】
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　次に、操作盤８ａの固定構造を説明する。図２、図４、図７及び図８に示されるように
、操作盤８ａ及び後述する仕切り板２５には、それぞれ、その操作盤８ａをボックス本体
６に係止するための係止手段５７が設けられている。２つの係止手段５７の構造は同じで
あるので、仕切り板２５に設けられた係止手段５７を例にその構造を説明する。図７に示
されるように、係止手段５７には操作部５７ａの操作によって動作する係止ピン５７ｂが
設けられている。そして、操作盤８ａをボックス本体６に取り付けた際に、係止手段５７
の操作部５７ａを操作し係止ピン５７ｂを突出させれば、係止ピン５７ｂは操作盤８ａの
上側に位置することになる。この係止手段５７によって、操作盤８ａの上動が阻止される
。一方、操作盤８ａに設けられた係止手段５７では、操作部５７ａの操作によって突出さ
れた係止ピン５７ｂは、ボックス本体６に設けられた図示しない凹部に嵌合する。
　なお、上記係止手段５７を必ずしも設けなくてもよい。操作盤８ａを取り付けた後に蓋
体７を取り付け、キー１９ｂの回動によって蓋体７をボックス本体６に固定すれば、操作
盤８ａは蓋体７によって上方への移動が規制され、操作盤８ａは取り外せない状態となる
からである。但し、上記係止手段５７を設けることによって、操作盤８ａをより強固にボ
ックス本体６に固定できることになる。
【００２４】
（仕切板２５の構成）
　ボックス本体６内には、図４に示されるように、ボックス本体６を上下に区切る仕切板
２５が配設されている。この仕切板２５の上方が商品収容空間２６となっている。仕切板
２５には図４及び図７に示されるように円形状の凹部２７が形成されている。凹部２７の
底部には１つの商品排出用孔２８が形成されている。また、凹部２７には排出商品保持部
材３４が載置される。さらに、凹部２７の底部には後述の次回商品検知手段７０が設けら
れている。また、凹部２７の底部には歯車４４を露出させる矩形状の孔４３が形成されて
いる。
【００２５】
（排出商品保持部材３４の構成）
１．全体
　図７に示されるように、排出商品保持部材３４はドラム３５とアダプタ３７とによって
構成されている。なお、ドラム３５は規制板３６を備えるものでなくてもよい。
【００２６】
２．ドラム３５
　ドラム３５には比較的径の大きな商品（例えばカプセルに封入された商品）を保持する
ための商品保持孔３５ａが周方向に複数個（実施形態では４個）等間隔で形成されている
。また、ドラム３５には、下面周縁にラック歯３８が形成されている。そして、ドラム３
５が凹部２７に載置された際にラック歯３８と上記歯車４４が噛合する。歯車４４は、図
４に示されるように、軸４５、歯車４６，２４、軸４ａを介してハンドル４に連結されて
いる。したがって、ハンドル４が回転すると、軸４ａ、歯車２４，４６、軸４５、歯車４
４及びラック歯３８を介して、ハンドル４の回転動力がドラム３５に伝達されて、ドラム
３５が回転する。この場合、ハンドル４の１回転によってドラム３５が回転する角度は、
３６０度／（商品保持孔３５ａの個数）であり、ハンドル４の１回転毎に、商品保持孔３
５ａが上記商品排出用孔２８に合致し、商品保持孔３５ａに保持されている商品が１つず
つ排出される。
【００２７】
　また、ドラム３５の周面にはラチェット歯と同様な機能をもった凹部３９が形成されて
いる。一方、凹部２７を画成する周壁の一部には、矩形孔２９が形成され、該矩形孔２９
には、ラチェット爪と同様な機能をもったラチェット片３０が出没自在に配設されている
。そして、このラチェット片３０は、図示しないばねによって突出方向に付勢され、ドラ
ム３５の凹部３９がラチェット片３０に係合し、該ラチェット片３０によってドラム３５
の逆転が阻止されるようになっている。
【００２８】
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３．規制板３６
　ドラム３５は規制板３６を備えている。規制板３６はドラム本体の上に設けられている
。そして、規制板３６はドラム３５の軸心を中心に所定角度範囲で回動可能に構成されて
いる。この規制板３６には上記商品保持孔３５ａと同形の孔３６ａが周方向に上記商品保
持孔３５ａと同数・同ピッチで形成されている。規制板３６の孔３６ａは規制板３６の回
動量に応じて上記商品保持孔３５ａの径を変化させる働きをする。また、規制板３６の中
央には、その上方にある商品をドラム３５の半径方向外方に導くためのリブ３６ｂが立設
されている。また、リブ３６ａには、ドラム３５の上方にある商品を攪拌するためのスプ
リング３６ｇが４本、外方斜め上方に向けて突設されている。
【００２９】
　次に、規制板３６の取付構造について説明する。図７及び図９に示されるように、ドラ
ム３５と規制板３６はねじ４０によって相互に組み付けられている。すなわち、ドラム本
体には、雄ねじ４０ａの軸が挿入される挿入孔３５ｂと、ナット４０ｂが着座する座ぐり
穴３５ｃとが形成されている。一方、規制板３６には、雄ねじ４０ａの軸が挿入され、且
つドラム本体に対して規制板３６の回動を許容する円弧状の挿入孔３６ｄと、雄ねじ４０
ａの頭及びワッシャーが着座し、且つドラム本体に対して規制板３６の回動を許容する円
弧状の座ぐり穴３６ｃとが形成されている。
【００３０】
　次に、商品保持孔調整機構について説明する。図１０に示されるように、ドラム本体に
は、摘み部４１の軸４１ａが挿入される挿入孔３５ｃと、摘み部４１の軸４１ａの下端部
に螺合されるナット４１ｂを下方に向けて付勢するコイルばね４２が着座する座ぐり穴３
５ｅとが形成されている。一方、規制板３６には、摘み部４１の軸４１ａが挿入され、且
つドラム本体に対して規制板３６の回動を許容する円弧状の挿入孔３６ｅと、円弧状の挿
入孔３６ｅの両端に形成され摘み部４１の鍔４１ｃが着座する座ぐり穴３６ｆとが形成さ
れている。
【００３１】
　次に、規制板３６による商品保持孔３５ａの調整の仕方について説明する。摘み部４１
の鍔４１ｃが一方の座ぐり穴３６ｆに落ち込んでいるときには、ドラム３５の商品保持孔
３５ａが規制板３６の孔３６ａに合致し、最大径の商品を通過させることができる。また
、摘み部４１の鍔４１ｃが他方の穴３６ｆに落ち込んでいるときには、ドラム３５の商品
保持孔３５ａと規制板３６の孔３６ａとがずれるので、小さな商品しか通過させることが
できない。
　摘み部４１の位置を一方の穴３６ｆから他方の穴３６ｆに移動させるには、摘み部４１
をコイルばね４２の付勢力に抗して引き上げ、鍔４１ｃを座ぐり穴３６ｆから一旦離脱さ
せ、その状態で、摘み部４１が挿通孔３６ｅに沿って移動するように規制板３６をドラム
本体に対して相対的に一方向に回動させ、他方の座ぐり穴３６ｆに鍔４１ｃを落とし込め
ばよい。
【００３２】
４．アダプタ３７
　ドラム３５にはアダプタ３７が着脱可能となっている。図７に示されるように、アダプ
タ３７は、上記商品保持孔３５ａよりも径が小さく外方の一部が切り欠かれた形状の商品
保持孔３７ａが周方向に上記商品保持孔３５ａと同数等間隔で形成されている。このアダ
プタ３７をドラム３５に取り付ける場合には、ドラム３５の商品保持孔３５ａと規制板３
６の孔３６ａとを合致させておいた状態で、スプリング３６ｇをドラム３５の上方で束ね
るようにし、それをアダプタ３７の中心の孔３７ｃに下側から入れ、孔３７ｃを上記リブ
３６ｂに外嵌させると、アダプタ３７の下面の円筒状部３７ｂが上記商品保持孔３５ａに
落とし込まれる。すると、図８に示されるように、アダプタ３７の商品保持孔３７ａとそ
の縁部がちょうど商品保持孔３５ａに嵌り合うような状態となる。このアダプタ３７を使
用すれば、規制板３６を使用するよりもさらに径の小さい商品に適用できる。
【００３３】
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５．ドラム３５の取付構造
　図７に示されるように、凹部２７の上縁には切欠き３１が形成されている。この切欠き
３１には、係止片３２が突出自在に配設され、該係止片の移動域上方には、係止片３２の
上方への変位を規制するガイド片３３が配設されている。この係止片３２は、ドラム３５
を凹部２７に載置した状態で、ドラム３５の上面位置まで突出させることによって、図８
に示されるように、ドラム３５を凹部２７内に拘束させる。一方、係止片３２は、ドラム
３５の上面位置から退避させると、ドラム３５は拘束を解かれ、凹部２７からドラム３５
を取り出させることになる。
【００３４】
（ガイドプレート４７の構成）
　図１及び図４に示されるように、ボックス本体６の内部にはガイドプレート４７が設け
られている。ガイドプレート４７は屈曲形成されている。このガイドプレート４７の下端
はコイルばね４９を介して仕切板２５に取付けられている。一方、ガイドプレート４７の
上端の起立部には、内方に向けて開口する凹部４７ａが形成され、この凹部４７ａは、商
品充填用開口６ａ脇の両壁内面に設けた突起４８に係合されるようになっている。この凹
部４７ａと突起４８との係合によって、ガイドプレート４７は、商品充填用開口６ａの中
間部から仕切り板２５に向け傾斜した状態に保持される。また、ガイドプレート４７は、
凹部４７ａと突起４８との係合を解除すれば、正面手前側に倒すことができ、商品充填用
開口６ａを拡げることができる。これによって商品の充填やボックス本体６の内部のメン
テナンスが容易となる。
【００３５】
（商品の排出機構）
　図１１には商品排出口５の内部の構造が示されている。ボックス本体６の前面板８には
商品排出口５を開閉する蓋５ａが設けられている。この蓋５ａは軸５ｂを中心回動可能と
なるように前面板８に取り付けられている。蓋５ａはボックス本体６の内方に向けて回動
するように構成されている。ボックス本体６における蓋５ａの内方にはカプセル商品Ａの
排出機構が設けられている。この排出機構は、底壁６ｄに載設されたストッパ５ｆと、ス
トッパ５ｆの上部に設けられたシュータ５ｃとを備えている。このうちシュータ５ｃは軸
５ｄを中心に回動可能となるようにボックス本体６に取り付けられている。このシュータ
５ｃは略Ｌ字状の底壁５ｅを有している。そして、仕切り板２５の凹部２７に形成された
商品排出用孔２８から落下されたカプセル商品Ａを下方で受止め、それを商品排出口５ま
で案内する。
　図１１（Ａ）に示されているように、蓋５ａからストッパ５ｂまでの奥行き寸法は、２
つのカプセル商品Ａが収容される程度となっている。また、商品排出口５の幅寸法は、１
つのカプセル商品Ａが収容される程度となっている。そして、２つのカプセル商品Ａが商
品排出口５に溜まった後に蓋５ａ内方に回動させると、図１７（Ｂ）に示されているよう
に、手前のカプセル商品Ａが蓋５ａによって掬い上げられる。そして、図１７（ｃ）に示
されているように、途中から、シュータ５ｃの側壁先端が蓋５ａに当接し、蓋５ａととも
にカプセル商品Ａを掬い上げて、商品排出口５を完全に解放する。そこで、底壁６ｄ上に
存在するカプセル商品Ａを取り出す。次に、蓋５ａを一旦閉めると、先に掬い上げられた
カプセル商品Ａが蓋５ａから落下するので、再び蓋５ａを開ければそのカプセル商品Ａを
取り出すことができる。この商品排出機構によれば、図１７（Ａ）に示される状態のよう
に、即ち、カプセル商品Ａが複数個存在しても、蓋５ａを確実に開放することができ、商
品を確実に取り出すことができる。
　なお、上記実施形態では、蓋５ａの下部をボックス本体の内方に向けて湾曲させている
が、蓋５ａの内面にリブ（突片その他の突出部）を形成し、該リブの内面を湾曲させたり
、リブに引っ掛け部を形成することによって、該蓋５ａを内方に向けて湾曲させた場合と
同様の機能を持たせることができる。
【００３６】
（硬貨収集箱２１の構成）
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　図２及び図４に示されるように、ボックス本体６内の底であって切欠き２０の後方には
、硬貨収集箱２１が設けられている。硬貨収集箱２１はボックス本体６から前方へ引き出
して取り外せるようになっている。この硬貨収集箱２１は錠前２１ａによってボックス本
体６に固定できるようになっている。この硬貨収集箱２１の取付け・取外しは、操作盤８
ａをボックス本体６の底から少し浮かせた状態で保持したままで行うか、操作盤８ａをボ
ックス本体６から完全に取り外した状態で行う。
　なお、ボックス本体６に取り付けた硬貨収集箱２１は、操作盤８ａが取り付けられた場
合には完全に塞がれ、前方からは視認できない状態となる。
【００３７】
（天板１０の取付構造）
　図１には天板１０をボックス本体６に取り付けた状態が示され、図２には天板１０をボ
ックス本体６から取り外した状態が示されている。なお、図２では天板１０が裏返されて
示してある。この天板１０の下面には、下方に向けて舌片（差込部）５３が垂設され、該
舌片の先端部には孔（係止孔）５４が形成されている。一方、天板１０を取り付ける上壁
６ｂには例えば矩形状の孔（差込孔）５２が形成されている。そして、上壁６ｂの孔５２
に天板１０の舌片５３を差し込むことによって、天板１０がボックス本体６上に着座する
ことになる。
　また、ボックス本体６には上壁６ｂに係止部材５８が取り付けられている。この係止部
材５８は孔５２に差し込まれた舌片５３の孔５４に挿脱可能となっている。すなわち、図
１２に示されるように、係止部材５８は軸部５８ａと操作部５８ｂとを備えている。この
係止部材５８は、天板１０の舌片５３の差込方向と直交する方向に往復動作可能となるよ
うにボックス本体６に取り付けられている。この場合の動作方向は軸部５３ｂの軸線方向
と合致している。また、係止部材５８は軸部５８ａが孔５４に挿入された状態で該軸部５
８ａの軸線を中心に回動可能となっている。そして、軸部５８ａが孔５４に挿入された状
態で係止部材５８を一方向に回動させると、操作部５８ａが係止部５８ｃに係止されて係
止部材５８の軸線方向の移動が阻止されるようになっている。これによって、係止部材５
８がロックされた状態となる。
　以上のような天板１０の取付構造とした場合には、次のようなメリットもある。すなわ
ち、本実施形態では２つのボックス２を積み上げているが、上側のボックス２の下面に上
記天板１０におけると同様な舌片５３を設けることによって、天板１０を取り付ける場合
と同様に簡単にボックス２を積み上げることができる。また、ボックス２以外にディスプ
レイボックスの下面に上記天板１０におけると同様な舌片５３を設けることによって、天
板１０を取り付ける場合と同様に簡単にディスプレイボックス（ディスプレイケース）を
載設することができる。自動販売機１のボックス２には操作盤８ａや表示体１７などが設
けられてるので内部が視認しにくいが、ディスプレイボックスを用いれば内部の商品を展
示できるので、購入者にとってはその自動販売機１の商品を知ることができる。
【００３８】
（自動販売機１の連結構造）
　自動販売機１は図２、図１３及び図１４に示されるような連結ブロック５６を備えてい
る。連結ブロック５６はに２つの孔（嵌合部）５６ａを有している。そして、自動販売機
１を並べ、それらを互いに連結する場合には、連結ブロック５６の孔５６ａをそれぞれの
ボックス本体６の切欠き５０に嵌め込み、それぞれのボックス本体６のボス（嵌合部）５
１に嵌合させた後に、それぞれの天板１０を取付ける。
　また、自動販売機１を単独で使用する場合に、１つの孔５５ａを有するブロック５５を
ボックス本体６のボス５１に嵌合させることによって、端板１０の切欠き１０ａを塞ぐこ
とができる。
　ブロック５５，５６を使用しないときには、天板１０の裏面に立設されたボス１０ｂに
孔５５ａ，５６ａを嵌装させたり、天板１０の裏面に立設させたリブ１０ｃ間に嵌装させ
て保管される。
　なお、連結ブロック５６で隣り合う自動販売機１を連結する場合、台座部分でも連結す
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ることが好ましい。この場合の台座同士の連結は台座の側壁を同時に挟持し得るクリップ
などが使用される。
【００３９】
（内部回路構成）
　図１５に示されるように、自動販売機１は、排出商品を検知しその検知信号を出力する
排出商品検知手段７０と、投入された硬貨が満杯となったか否かを検知しその検知信号を
出力する硬貨検知手段７１と、排出総個数その他各種の表示を行うための表示手段７４と
、排出商品検知手段７０及び硬貨検知手段７１から出力される検知信号に基づいて硬貨投
入防止手段７２を制御すると共に排出商品検知手段７０から出力された検知信号に基づい
て排出総個数を求めて表示手段７４に表示させる処理装置７３と、リセット手段７５とを
備える。
【００４０】
　排出商品検知手段７０は例えばフォトセンサ等によって構成されている。排出商品検知
手段７０は上述したように凹部２７の底部位置に設けられている。その位置は、現在は商
品排出用孔２８に合致していないが、次回のハンドル４の回転に伴ってドラム３５が回転
した際に商品排出用孔２８に合致する商品保持孔３５ａの真下位置である。以下、この位
置にある商品保持孔３５ａを次回商品保持孔３５ａとして説明する。次回商品保持孔３５
ａに商品が保持されていれば、次回のハンドル４の回転に伴ってドラム３５が回転した際
に、その次回商品保持孔３５ａと商品排出用孔２８とが合致した際に商品が確実に排出さ
れる。したがって、次回商品保持孔３５ａに商品が保持されているかどうかを、ハンドル
４の回転操作毎に検知すれば、処理装置７３によって商品の排出総個数を求めることがで
きる。また、次回商品保持孔３５ａに商品が保持されていなければ、次回のハンドル４の
回転に伴ってドラム３５が回転した際に商品が排出されないこととなるので、その空打ち
を防止するため、処理装置７３は硬貨投入防止手段７２を制御して硬貨の投入を阻止させ
るようにする。
　なお、上記した次回排出商品を検知して空打ちを防止するための排出商品検知手段７０
とは別個に、排出商品検知手段を設けておき、商品排出用孔２８を通って実際に排出され
る商品を検知するかドラム３５の回転を検知しこの検知信号に基づいて排出個数を求めて
もよい。図７に示されるように、本実施形態では、ばねによってドラム３５の周面に当接
しドラム３５の回転に伴って該ドラム３５の周面に摺接する突子を持つ排出商品検知手段
を取り付けることができるように蓋付きのポケット２５ａが設けられている。
【００４１】
　表示手段７４は例えば液晶表示手段から構成されている。表示手段７４は、操作盤８ａ
の所定箇所ＲＦＩＤ(Radio Frequency Identification）７８を近づけると、リーダ７７
がＲＦＩＤ７８のＩＤを読み取り、そのＩＤがその自動販売機１に適合するときには処理
装置７３は表示手段７４に商品排出総個数を所定時間（例えば３０秒）表示させる。なお
、表示手段７４には排出総個数以外の表示をさせることができる。例えば、ハンドル４の
回転を検知する回転検知手段を別個設けておき、そのハンドル４が回転した際に所定の動
画表示をさせたり、例えば本日の占いを表示させたりすることができる。また、次回排出
商品がない場合には「売り切れ」などの表示をさせることができる。また、ＲＦＩＤ７８
を近付けて商品排出総個数を表示させる場合、ＲＦＩＤ７８を近づけるだけでなく、他の
スイッチの投入を必要とさせることもできる。例えば、上記商品排出口５にスイッチを設
け、蓋４ａを必要以上に（商品を取り出す場合よりもさらに）奥側に回動させたときだけ
蓋４ａが当接してそのスイッチが投入されるようにしておくこともできる。
【００４２】
　リセット手段７５は操作盤８ａの裏側に設置され、ボックス本体６の外側からは操作で
きないようになっている。このリセット手段７５を操作すると、それまで計数され、処理
装置７３の記憶部に記憶されていた排出総個数がリセットされる。処理装置７３はリセッ
ト手段７５が操作された時点からの排出総個数を再び計数する。
【００４３】
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　硬貨検知手段７１は例えばフォトセンサ等によって構成されている。硬貨検知手段７１
は、図１６に示されるように、操作盤８ａに付設され硬貨収集箱２１に硬貨を導入するた
めの硬貨導入路に設けられている。そして、硬貨検知手段７１は硬貨導入路に硬貨が滞留
したかどうかを検知する。この硬貨検知手段７１は、硬貨導入路に硬貨が滞留した際には
満杯を示す信号を処理装置７３に向けて出力する。そして、処理装置７３はその信号を入
力したときに硬貨投入防止手段７２を制御して硬貨の投入を阻止させる。
【００４４】
　硬貨投入防止手段７２は、図１７（Ａ），（Ｂ）に示されるように、モータ８０と、モ
ータ８０によって動作する歯車機構８１と、歯車機構８１によって動作して硬貨通路８２
を閉塞する突子８３ａとを含んで構成されている。歯車機構８１は歯車８１ａから８１ｊ
及びラック歯８１ｋから構成されている。そして、モータ動力が歯車８１ａから８１ｊ、
ラック歯８１ｋを通じてラック部材８３に伝達され、ラック部材８３に付設された突子８
３ａが硬貨通路８２内に突出して硬貨通路８２を閉塞する。これによって硬貨の投入が阻
止される。一方、リセット手段７５を操作した際にモータ８０が逆回転して突子８３ａが
硬貨通路８２から退出して硬貨の再投入が可能となる。なお、同図（Ａ）において符号８
４はクラッチを示し、歯車８１ｉは、コイルばね８５の付勢力によって、歯車８１ｈに押
し付けられ、これによって、歯車８１ｉは歯車８１ｈと一体的に回転するように構成され
ている。そして、歯車８１ｉに過負荷が作用した際に、コイルばね８５の付勢力に抗して
歯車８１ｉは歯車８１ｈから離れ、突子８３ａ側とモータ８０側との連結を解除する。
【００４５】
　以上本発明の実施形態について説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定されるも
のではなく、その発明の要旨を変更しない範囲で種々の変形が可能であることはいうまで
もない。
【００４６】
　また、ボックス２に、排出商品総個数その他の商品データをボックス２内に設けたＲＦ
ＩＤの半導体メモリに記憶し、外部のリーダによって、半導体メモリに記憶されている排
出商品総個数その他の商品データを読み出すことによって商品管理を行うように構成され
ていてもよい。例えば、上記排出商品検知手段によって排出商品を検知し、その検知検知
信号によって求められた商品排出総個数を上記半導体メモリに記憶させておくこともでき
る。この場合、上記処理装置によって計数した結果を半導体メモリに記憶させておいても
よいが、それとは別の計数手段を設けてもよい。さらに、商品データとしては商品の販売
時間を記憶させておいてもよい。
　上記実施形態では、このＲＦＩＤを後付けできるように、図４に示されるようにガイド
プレート４７の上端の起立部の裏側に取付ボックス４７ｂを設けている。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係る自動販売機を２段に重ね状態の斜視図である。
【図２】本発明に係る自動販売機の分解斜視図である。
【図３】蓋体に添設させた押さえ板を開いた状態を示した斜視図である。
【図４】自動販売機の概念的な断面図である。
【図５】蓋体をボックス本体にロックするための錠前本体及びキーを示す斜視図である。
【図６】操作盤の落下を防止するための緩衝手段を示す斜視図である。
【図７】仕切り板と排出商品保持部材を分解して示した斜視図である。
【図８】アダプタを取り付けた状態のドラムの載置状態を示す斜視図である。
【図９】ドラム本体と規制板との組付構造を示す図である。
【図１０】商品保持孔の調整機構を示す図である。
【図１１】商品排出口における商品の排出機構を示す図である。
【図１２】天板の取付構造を示す図である。
【図１３】ボックス本体を並べて結合する場合を示した分解斜視図である。
【図１４】ボックス本体を並べて結合した状態を示した斜視図である。
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【図１６】硬貨検知手段の取付け位置の一例を説明するための図である。
【図１７】硬貨投入防止手段の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００４８】
１　自動販売機
２　ボックス
３　硬貨投入口
４　ハンドル
５　商品排出口
５ａ　商品排出口
５ｃ　シュータ
６　ボックス本体
６ａ　商品充填用開口
６ｅ　凹部
７　蓋体
８ａ　操作盤
９　硬貨選別ユニット
１０　天板
１２　長孔
１５　押さえ板
１５ａ　把手
１７　表示体
１９　錠前
１９ａ　錠前本体
１９ｇ　取付ブロック
２１　硬貨収集箱
２２　凸条
２３　凹条
３４　排出商品保持部材
３５　ドラム
３５ａ　商品保持孔
３７　アダプタ
３８　ラック歯
４４　歯車
５２　孔（差込孔）
５３　舌片（差込部）
５４　孔（係止孔）
５８　係止部材
５８ａ　軸部
５８ｂ　操作部
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