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自動販売機の省エネルギー・新機能技術

富士電機の自動販売機事業は，
“街のオアシス創生企業”を目指して
社会に貢献するために自動販売機およびフード機器の開発を行っていま
す。自動販売機市場では，東日本大震災をきっかけとして，節電・省エ
ネルギーへの要求が高まっています。富士電機では以前から継続して
省エネルギーに取り組んできましたが，さらに 2011 年には，缶・ボト

エネルギー技術で、
社会の明日に応えます。

ル飲料自動販売機のハイブリッドヒートポンプ方式や，カップ式飲料自
動販売機のヒータレスペーパードリップ抽出機などにより，大幅な省エ
ネルギーを実現する技術を構築しました。また，従来の自動販売機には
ない機能を持ったデジタルサイネージ自動販売機などを展開して，利用
者の快適性と利便性も追求しています。これらの自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術について紹介します。

表紙写真
ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機・デジ
タルサイネージ自動販売機

クリーンエネルギーを生む「創エネ」、消費の無駄を抑える「省エネ」、
その両輪を活かす「エネルギーマネジメント」。
富士電機は、電気を自在に操る独自のテクノロジーで、
持続可能な社会に貢献していきます。
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特集に寄せて

社会に貢献する自動販売機技術へ
の期待
Expectation for the Vending Machine Technology of
Contributing to Society
丸山

直樹

MARUYAMA Naoki

三重大学 大学院工学研究科准教授 工学博士

特集
響の改善が行われてきた。さらに，2011 年 3 月 11 日に発

になり，
“エコ”に対する社会全体での取組みが行われる

生した東日本大震災以降，国内の電力供給体制が大きく変

ようになって久しい。これに対応して，新資源，新エネル

わり，電気製品の使用制限や製品開発における消費電力の

ギーの発見など，エネルギーの新たな創出技術に関する研

削減がより一層求められるようになった。自動販売機もそ

究が進められ，従来の環境問題や市場経済を超えた，創エ

の一つで，飲料自動販売機のみでもおよそ 250 万台という

ネルギーの可能性を求める流れが芽生えている。このよう

普及台数の多さから総消費電力量に関心が持たれ，省エネ

な可能性の追求については，企業においても，また，大学

ルギー化が社会的にも重要な課題となった。

のような研究機関においても長期的な視野での取組みが進
められている。

飲料メーカーの立場からすれば，飲料自動販売機の年間
消費電力量の削減は維持費の観点から大変望ましいことで

一方，これらの新しい取組みに加え，以前からの技術で

ある。一方，東日本大震災以降の電力需給の観点からすれ

ある圧縮機を用いた冷熱システムの省エネルギーについて

ば，いかに夏季のピークデマンドの低減に貢献できるかが

も著しい進歩がなされている。本特集で取り上げられる飲

重要となる。すなわち，ピークシフトなどの機能は，電力

料自動販売機においては，最大の電力消費要素である冷却

需要に対応する特に重要な機能であるといえる。ハード

ユニットの改良と機器の断熱性能向上が，省エネルギーの

ウェアの観点からの省エネルギー化と制御による省エネル

キーポイントとなる。この飲料自動販売機における省エネ

ギー化の双方を活用して，電力需給に対応することが重要

ルギーの推進は相当進んでおり，10 年前と比べると 1/5

である。

以下の消費電力量で機能することができるようになってい

ものづくり産業は，ここ数年大きな転換期を迎えている。

る。これは，工業製品として類い希な事例である。飲料自

地球温暖化対策，省エネルギー対策，熱・動力などエネル

動販売機は，商品を冷却すると同時に季節に応じて商品を

ギー転換対策，廃棄物や有害物処理をはじめとした環境問

加熱する機能も備えており，言うなれば，小さな冷熱シス

題への対応が不可欠な要素である。本特集のテーマである

テムと呼ぶことができる。そこで培った技術の応用範囲は

省エネルギー化をはじめとする時代に即した製品の提供は，

広い。

リーディングカンパニーの社会的責任でもある。製品の性

この省エネルギーが加速された背景としては，1997 年

能，機能向上は，製品そのもののみならず，その製造プロ

の気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3 京都会議）

セスに大いに関連する。製品の開発，設計，製造でこれら

で採択された温室効果ガス排出量削減への対応がきっかけ

にいかに配慮するかは，技術者の努力と判断に委ねられて

であることは言うまでもない。省エネルギー化の加速に加

いる。自動販売機の“省エネルギー”をさらに進展させる

えて省資源や有害物質の削減も着目され，環境に優しい工

とともに，社会貢献の見地からの“機能向上・付加”によ

業製品（ECP：Environmental Conscious Products）を求

る自動販売機の価値向上，普及を促進するための“経済

める社会的意識が高まりをみせている。大手企業を中心に

性”が技術者の“アイディア”によりバランスよく展開さ

製品のライフサイクル環境影響評価に関心が持たれ，製品

れていくことを期待する。

の構成材料や消費エネルギー等の詳細な分析と環境への影
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エネルギーや環境問題といった話題が紙面を飾るよう

特集

自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術

自動販売機の省エネルギー・新機能技術
の現状と展望
Energy Saving Technology and New Functions for Vending Machines:
Current Status and Future Outlook
北出 雄二郎

KITAIDE Yujiro

緊急無償提供ができる災害対応自動販売機がある。東

まえがき
特集

日本大震災でその機能を発揮し，利用者からはお礼が
東日本大震災をきっかけとして，電力の需給のバラ

多く寄せられた。

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

ンスに配慮した新しい技術が自動販売機に求められて

一方，わが国における普及台数の多さから，電力消

いる。本稿では，特に最近の自動販売機における省エ

費に対する影響を取り上げる意見があることも事実で

ネルギー（省エネ）技術について取り上げる。さらに，

ある。自動販売機のメーカーとして，自動販売機にお

自動販売機の特性を生かしたマーケティングを行う機

ける省エネの推進が最も重要な課題であるといえる。

器としての新しい機能について紹介する。

缶・ボトル飲料自動販売機と呼ばれるタイプの自動
販売機は，2002 年に「エネルギーの使用の合理化に
（＊ 1）

東日本大震災における自動販売機の状況と

関する法律」
（省エネ法）の特定機器 の指定を受けた。

省エネルギーへの対応

第一次目標到達年である 2005 年には，業界で約 37 %
の消費電力量低減を行ってきた。

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震

さらに，第二次目標到達年である 2012 年には，缶・

は，未曾有（みぞう）の大災害を引き起こすとともに，

ボトル飲料自動販売機で約 36 % の消費電力量の削減

東京電力福島第一原子力発電所の事故などによって東

に加えて，紙パック飲料自動販売機およびカップ式飲

北地方と関東地方は深刻な電力不足に陥り，計画停電

料自動販売機も特定機器に指定されることが決定し，

が実施された。東京では，駅の構内などが暗いと感じ

自動販売機のメーカーとして省エネ開発を限られた時

られたことは記憶に新しいところである。

間の中で加速する必要がある。

自動販売機についても電力消費の引き下げが求めら

これまで述べたように，自動販売機における最重要

れた。飲料メーカー各社はそれぞれ輪番制と称して自

課題は省エネの推進であり，富士電機は，業界のリー

動販売機をグループ分けし，順に運転を停止すること

ディングカンパニーとして継続的な取組みを続けて

により，電力需要の削減を行った。さらには，照明の

いる。図 1 は，富士電機における代表的な缶・ペット

停止なども行い，暗い自動販売機が立ち並ぶ姿が随所

ボトル自動販売機の消費電力量の推移を示したもので，

で見られた。

ここ 15 年間において自動販売機の消費電力量は 1/5

飲料自動販売機は，現在，全国に約 250 万台が設置

以下となっている。

され，飲料の主要な販売ルートとして欠かせない存在
となっている。通常時における飲料販売ルートの一つ

自動販売機における省エネルギー技術

であることに加えて，災害時においては被災地の方々
に商品を供給する手段でもある。先の震災においても，

現 在 で は， 飲 料 自 動 販 売 機 の 年 間 消 費 電 力 量 は

電力が回復した後に最も早く長蛇の列ができたのは，

790 kWh/年にまで低減している。自動販売機において

自動販売機であったといわれている。

大きく省エネの達成に寄与する技術は，ヒートポンプ

（＊ 2）

また，地震などの災害時には，自動販売機の飲料の

（＊1）省エネ法の特定機器

技術と断熱技術である。本章では，これらの技術を中

までに機器の区分ごとに定めた目標値に対する達成率

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
（省エネ法） の表示が義務付けられている。缶・ボトル飲料自動販
が 1998 年に改正され，1999 年 4 月に施行された。こ

売機および紙パック飲料自動販売機は，2002 年に省

の法律では特定機器を指定しており，製造者はエネル

エネ法の特定機器に指定され，カップ式飲料自動販売

ギー消費効率がそれぞれの機器について，定める年度

機は 2007 年に指定された。
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図

缶・ボトル飲料自動販売機の消費電力量の推移

心に述べる。

H
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に先駆け市場へ投入した。現在，出荷されている缶飲

C

排熱

いうヒートポンプ技術を適用した自動販売機を，業界

H

吸熱

着目し，排熱を外に捨てずに利用して飲料を温めると

C

吸熱

吸熱

販売機の庫外に捨てていた。富士電機は，この排熱に

C

排熱

C

吸熱

ヒートポンプ技術

従来は，商品を冷やすときに発生する排熱は，自動

吸熱

.

機械室

機械室

機械室

（a）C-C-C

（b）H-C-C

（c）H-H-C

料自動販売機の 9 割以上は，このヒートポンプ方式を
図

採用している。

運転モード

飲料自動販売機を他の冷熱機器と比較した場合の大
きな特徴は，商品を冷やすと同時に別の商品を温める
ことである。この技術は，冷蔵庫などの他の製品には
見られない自動販売機固有の冷熱技術である。

.

断熱技術

自動販売機の運転において，重要な技術課題は，加
熱室から冷却室への熱侵入の抑制である。ある室で商

図 2 に，三室構造の飲料自動販売機を例としてヒー

品を冷やす一方，その隣の室が商品を温めるような

トポンプ技術を用いた運転モードについて示す。温め

モードで運転する場合，それらの室の間で十分に断熱

る場合を“H（Hot）
”
，冷やす場合を“C（Cold）
”で

されていないと熱侵入が大きくなる。したがって，こ

示すと，春や秋においては，一室を温める

H-C-C

モー

ドで運転する。夏季には消費者は冷たい飲料を求め
るので，C-C-C

モードで運転する。冬季においては，

こで有用な技術となるのが，断熱技術である。
富 士 電 機 で は， 既 に 2003 年 に 断 熱 技 術 を 適 用 し
た「エコパネル」を製品化している（図 3）
。最近では，

温かい飲料を求める消費者の要求が増すので，H-H-C

実機を徹底的に測定し，さまざまな熱侵入経路を明確

モードで運転する。

にすることによって，扉部を通じた熱侵入を抑制する
技術を構築した。

（＊2）ヒートポンプ

ができるので，効果的な省エネルギーの手段として注

ヒートポンプは，低い温度部から高い温度部へ“熱” 目を集めている。富士電機の自動販売機のヒートポン
をくみ上げる。これにより低い温度部はより低く，高

プでは，冷却室の排熱を加熱室に利用し，さらには大

い温度部はより高くなる。この原理は冷蔵庫やエアコ

気の熱も加熱室に利用する。二つの熱源を必要に応じ

ンでも使われている。室内機と室外機の間で冷媒によ

て切り替えるので，
“ハイブリッドヒートポンプ”と

り熱を移動させ，
空気を冷やしたり暖めたりする。
ヒー

呼んでいる。

トポンプは圧縮機の仕事量以上の熱量を移動すること
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実機では，断熱効果の大きい真空断熱材と汎用の断
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ハイブリッドヒートポンプ方式

熱材を組み合わせた構成としている。自動販売機の熱

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

伝達特性を解析するシミュレーション技術の開発を研
究センターと連携して進め，この技術の完成度を高め

.

ることができた。この取組みは単年度のものではなく，
継続的に行っている。

ピークシフト技術

電力供給事情に対応した新たなピークシフト型自動
販売機のフィールドテストを始めている。従来のピー
クシフト型自動販売機は，電力使用量の多い夏の昼間

.

ハイブリッドヒートポンプ技術

富士電機は，商品冷却時の排熱だけではなく，外気

に商品の冷却を停止し，電力使用量の少ない時間帯に
商品の冷却を行うものである。夏季 7 月から 9 月まで

が持つ熱を熱源として取り入れるハイブリッドヒー

の間は午前に商品の冷却を行い，電力消費のピーク時

トポンプ方式を開発した（345 ページ“ハイブリッド

間帯である午後 1 時から 4 時までの間は冷却運転を停

ヒートポンプ飲料自動販売機”参照）
。この方式では，

止する。この間の消費電力をカットし，電力使用の平

商品の冷却と加熱を同期させ，圧倒的な低消費電力を

準化に貢献する。この自動販売機の設置は 1995 年か

実現した。図 4 にその原理を示す。

ら始まり，現在では全国に設置されている全ての缶・

従来は，冷却室と加熱室の運転を連携していなかっ

ボトル飲料自動販売機がこの機械である。

たため加熱単独運転が必要であった。ヒートポンプを

新たなピークシフト型自動販売機では，さらに長時

利用した加熱ではなく，ヒータにより飲料を加熱して

間の冷却運転停止を行い，日中の消費電力を大幅に削

いた。

減する。この技術は，夜間に集中的に冷却を行い，日

富士電機のハイブリッドヒートポンプ方式では，圧

中に効率的に使用する蓄熱技術に加え，高度な断熱技

縮機をインバータ駆動すると同時に，独自に開発した

術により，日中の冷却用電力を使用せずに，1 日中冷

電子膨張弁を制御し，負荷との整合性を考慮した冷熱

たい飲料の提供を可能にするものである。

制御を行った。その結果，冷却運転と加熱運転を同期
させることが可能となり，自動販売機の設置時などの
高負荷時に対応するとき以外ではヒータが不要となっ

.

ヒータレスペーパードリップシステム

カップ式飲料自動販売機は，小さな喫茶店とも呼べ

た。また，徹底した省エネを実現するために，加熱単

るようなものであり，例えば，ドリップによりコー

独運転が必要なときには，外気の熱を利用する方法を

ヒーを抽出する機能を組み込むなどして，カップで販

組み合わせている。

売するものである。味そのものが消費者に対する訴求

図 4 に示すように，冷却室内の熱をくみ上げて加熱

手段となっている。

室の加熱に利用する庫内熱利用方式と，冷却の必要が

このカップ式飲料自動販売機においても，地球環境

なくなったときに外気の熱を利用して加熱する大気熱

保全はもとより，ランニングコストの低減の観点から

利用方式とを切り替えて制御している。

省エネ技術の向上が求められている。カップ式飲料

自動販売機は，さまざまなロケーションに設置され

自動販売機は，缶・ボトル飲料自動販売機とは異なり，

るため，気温や直射日光，風雨などの影響を受けやす

湯を温める機能と製氷機能とが必ずしも同期するもの

く，自動販売機の周辺の外気温が朝や夜と日中で大き

ではないため，ヒートポンプ技術を使って省エネを行

く変化する。ハイブリッドヒートポンプ方式は，四季

うことは困難である。カップ式飲料自動販売機におけ

の変化をも考慮し，さまざまな環境変化に対応が可能

る重要な省エネ技術は，熱損失の低減である。図 5 に，

な冷熱制御技術である。

富士電機が開発したヒータレスペーパードリップシス
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小型ミル

図

特集

ヒータレス
ペーパードリップ
抽出機

デジタルサイネージ自動販売機

図

ヒータレスペーパードリップシステム

高度なマーケティング機能をデジタルサイネージネッ
トワークと組み合わせて活用することで，購入者と自

テムを示す（355 ページ“カップ式飲料自動販売機の

動販売機のコミュニケーションを実現しようというも

省エネルギー技術”参照）
。

のである（374 ページ“デジタルサイネージ自動販売

通常，おいしいコーヒーを提供するための飲料温度

機「JX34」
”参照）
。

は，68 ℃以上と定義されており，従来の抽出システム

この自動販売機では，購入しようとしている人の性

では飲料温度の低下を防止するためにヒータを搭載し

別，年齢などを判別するカメラおよび赤外線センサを

ていた。このヒータをなくすために，高速に原料と湯

連動させ，利用者の属性情報（性別・年齢層）を判定

を混合できる螺旋（らせん）シャワー方式を開発した。

する。利用者の属性情報，購入時の時間帯，購入日の

この方式では，短時間での混合を可能にし，その間の

気温を勘案して，ディスプレイに並ぶ商品から選んだ

熱損失を大きく低減することができた。また，飲料を

数種類の商品に“おすすめ”マークを表示する。大型

見直して，配管チューブ内の飲料の滞留を減らすとと

タッチパネルディスプレイでは商品を展示し，商品本

もに，飲料配管の長さを 50 % 削減することで，熱損

来の魅力を表現するとともに，利用者が商品を選択す

失を低減できた。このようにして，従来，不可能と思

ると商品画像を大きく表示して応える。タッチパネル

われてきたヒータレスペーパードリップシステムを実

式により，シンプルかつ楽しい操作を実現している。

現した。
.

セールスプロモーションマシン

自動販売機の応用として，消費者の動向を探るため

自動販売機における新たな機能の提案

（＊ 3）

のセールスプロモーション マシンを開発した（図 7）
。
.

この装置は，あらかじめ用意されたインターネット

災害対応自動販売機

新しい機能を盛り込んだ機種の一つとして，2011 年
の東日本大震災で活用された災害対応自動販売機があ
る。この自動販売機は，電源供給が止まっても，所定
の時間だけ自動販売機の中の商品を供給することがで
きる。内蔵した無停電電源装置（UPS）で電源供給を
行い，災害時における飲料のライフラインの確保に役
立つものである。国内の 2 万 2 千台はこの災害対応自
動販売機として設置されている。
.

デジタルサイネージ自動販売機

従来の自動販売機とはまったく違った顔を持ち，新
たな機能を持った次世代のデジタルサイネージ自動販
。タッチパネルを
売機を市場に投入している（図 6）

図

セールスプロモーションマシン
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兼ねた大型の高精細ディスプレイに販売飲料を表示し，

現状と展望

自動販売機の省エネルギー・新機能技術の現状と展望

サイトへ携帯電話などから情報を登録した消費者に対

て述べた。

し，試供品を提供するものである。消費者ターゲッ

革新的な省エネルギー製品の開発，製品化を目指す

トを絞った試供品の配布と，そこからの消費者ニーズ

とともに，従来にはなかった自動販売機を世の中に提

の吸い上げによる精度の高いマーケティング情報から，

案するため，研究開発を進めていく所存である。

より高い販促効果を得ることができる。
セールスプロモーションマシンは，富士電機が長年
にわたって培ってきた自動販売機における商品の貯
蔵・販売技術とデジタルサイネージ技術を活用した
ものであり，市場への展開を進めている（378 ページ
“セールスプロモーションマシン”参照）
。

あとがき
特集

自動販売機の省エネルギー技術や新機能技術につい

自動販売機の省エネルギー・新機能技術
（＊3）セールスプロモーション
生産者（企業）が生産した製品を消費者に知ってもら
い，購入につなげるための促進活動をいう。例えば，
テレビや新聞などを使った広告や街頭キャンペーンな
どがある。
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自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術

ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機
Hybrid Heat Pump Beverage Vending Machines
浩司 TAKIGUCHI Koji

滝口

高松

英治 TAKAMATSU Eiji

飲料自動販売機の省エネルギー（省エネ）技術の主流であるヒートポンプ技術の理想を追求し，究極の省エネ機“ハイブ
リッドヒートポンプ飲料自動販売機”を開発した。従来のヒートポンプは，冷却室の熱のみを加熱室に利用する庫内熱利用
方式であったが，外気の熱も利用して庫内と熱利用を切り替えるハイブリッドヒートポンプ方式を開発し，搭載した。また，
周囲環境の変化に応じて能力を調整するインバータ圧縮機と，各熱交換器の冷媒流量を調整する新型電子膨張弁を開発した。

functions, it is possible to greatly reduce power consumption throughout the year.

きる利便性を提供してきたが，今後は，社会情勢の変化に

まえがき

応じて大幅な電力削減に取り組んで社会にいっそう貢献す
自動販売機業界では，2002 年に缶・ボトル飲料自動販

る必要がある。

売機が ｢エネルギーの使用の合理化に関する法律｣（省エ
ネ法）の特定機器に指定されて以来，省エネルギー（省エ

開発の背景

ネ）の技術開発を積極的に進めてきた。さらに，2011 年
3 月の東日本大震災以降の電力不足によってピーク電力の

富士電機は，図

に示すように以前から省エネ技術開発

⑴

25 % 削減が求められ，自動販売機業界は，自動販売機の

を進めている。断熱技術や省エネ制御，冷却装置の効率向

消灯やグループ分けによる輪番制で冷却運転を停止し，節

上など広い範囲で省エネに取り組み，2008 年からは缶・

電を行った。自動販売機は，冷たい飲料をどこでも購入で

ボトル飲料自動販売機において冷却時に発生する熱を加熱
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In our pursuit of the ideal heat pump technology, which is the mainstream in energy-saving technology for beverage vending machines,
we have developed the“hybrid heat pump beverage vending machine”
, the ultimate energy-saving machine. Conventional heat pumps
employed an internal heat-using system that only uses heat of the cooling compartment for the heating compartment. However, we have
developed and installed a hybrid heat pump system that also uses external air heat and can switch between use of external heat and internal
heat. We have also developed an inverter compressor that regulates the refrigerating capacity according to changes in the environment and
a new electronic expansion valve that regulates the ﬂow of refrigerant through each of the heat exchangers. Through optimal control of these

特集

これらを最適に制御することで，年間を通して大幅な消費電力量を削減できる。

ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機

加熱

放熱 : 小

加熱

吸熱

放熱

侵入 : 大

熱交換器

特集

図

冷却

吸熱
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放熱

熱交換器
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冷却

侵入

熱交換器

放熱：大
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侵入：小

熱交換器

熱交換器

冷却

熱交換器

圧縮機

圧縮機

圧縮機

（a）周囲温度 25 ℃

（b）想定周囲温度 15 ℃

（c）周囲温度 5 ℃

周囲温度による熱の侵入と放熱のバランス

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

に利用するヒートポンプ技術を開発し，消費電力量を大幅

用い，膨張機構にはキャピラリを用いていたので冷却能力

に削減している。2012 年現在，ヒートポンプ技術を適用

は固定であった。ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売

した缶・ボトル飲料自動販売機の富士電機における出荷割

機では，周囲環境の変化に応じて冷却能力を調整すること

合は約 95 % を占め，省エネ機の主流となっている。

ができるインバータ圧縮機と，冷媒循環量を制御する新型

ヒートポンプの言葉の由来は，熱をくみ上げることから

電子膨張弁を開発した。圧縮機の能力と膨張弁の開度を可

きている。缶・ボトル飲料自動販売機のヒートポンプは，

変にすることで，運転中の冷却効率を最適に保つことがで

〈注 1〉

冷却室の熱をくみ上げて加熱室に利用する庫内熱利用方式

きる。

を採用している。この方式の利点は，冷却と加熱を同時に

⑵

冬季などの加熱設定のある運転モード

行うため高効率運転が可能な点である。しかし，冷却が不

これまで採用してきた庫内熱利用方式に加えて，冷却の

要な場合は従来の電気ヒータで加熱するため，消費電力量

必要がなくなったときに外気の熱を利用して加熱する外気

は周囲環境の影響を受けやすい。周囲環境は，気温や直射

熱利用に切替えが可能な，業界初のハイブリッドヒートポ

日光，風雨などにより大きく変化することがあり，自動販

ンプ方式を開発した。また，庫内熱利用のヒートポンプ運

売機の周囲温度の高低差が 25 度以上の日もある。自動販

転においても，インバータ圧縮機と新型電子膨張弁により，

売機の省エネを推進するためには，一年を通した周囲環境

環境変化に応じて効率が最大になる運転を行える。

の変化に応じて省エネが図れる機能を開発することが重要
である。

.

これまで考えられてきた改善可能な省エネ技術について，

運転制御のポイント
図

に周囲温度による熱の侵入と放熱のバランスを示す。

ほとんど適用してきた。そこで，既存技術にとらわれず，

従来の運転制御は，季節で想定した周囲温度を想定周囲温

自動販売機の冷熱システムのあるべき姿を追求し，究極の

度と呼び，これに合わせて温度範囲・動作時間などの設定

省エネ機“ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機”の

値を調整していた。この想定周囲温度と比べて，実際の周

開発に取り組んだ。

囲温度が高い場合には侵入が大きく放熱が小さくなり，低
い場合にはその逆となる。さらなる省エネを行うためには，
侵入・放熱などの負荷変動に合わせて冷却・加熱出力値を

開発の狙いと課題

制御する必要がある。そのための課題は次のとおりである。
.

冷熱装置の高効率化のポイント

⑴

自動販売機は，季節ごとに販売商品に応じて冷却・加熱

室間同期制御
自動販売機は，複数の室で冷却の必要がある場合には，

〈注 2〉

の運転設定を変えている。 ハイブリッドヒートポンプ 飲

全室の冷却を同時オン，同時オフして同期させることで冷

料自動販売機の開発では，季節ごとの各運転モードの高効

熱装置を効率良く動かすことができる。冷却・加熱設定や

率化および最適化によってさらなる省エネを図り，年間を

気温の変化により室ごとに冷却負荷が変動する一方で，冷

通して消費電力量を低減できるようシステム構成を検討し

却能力は固定であるため冷却速度が異なり，従来機は同時

た。

オフが困難であった。これらの課題を解決するためには，

⑴

各室の冷媒循環量を制御する必要がある。

夏季などの全室冷却の運転モード

従来機は，冷熱装置の圧縮機にはオン−オフ制御方式を

そのための電子膨張弁を各室に設置するには，既存の電
子膨張弁の制御流量範囲を小さくする必要がある。小流量

〈注 1〉
“庫”と“室”
：383 ページ ｢解説 1｣ 参照
〈注 2〉ハイブリッドヒートポンプ方式：383 ページ「解説 2」参照
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から冷媒循環量を制御できる新型電子膨張弁を各室に搭載
することにより，各室内の冷却スピードを調整できる“新

ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機

型電子膨張弁による完全同期制御”の開発を行った。

小流量から冷媒循環量を調節できる新型電子膨張弁を開発

⑵

した。小流量を制御するため，コイルに通電して磁気力で

負荷変動への対応
に示すように，周囲温度が変化して放熱と侵入のバ

弁を開き，細い流路を冷媒が膨張しながら流れる構造とし

ランスが崩れた場合，冷却・加熱効率が落ちるという課題

た。デューティ比（通電時間 /1 サイクル時間）を変えて

があった。侵入熱量が大きい場合，冷却能力が大きくなる

制御し，流量はデューティ比に比例して 0 % から直線的に

ように蒸発器の温度を低く調整できれば冷熱装置を効率良

変化する。

図

く動かすことができる。放熱が大きい場合も同様に，凝縮
器の温度を調整できれば加熱装置を効率良く動かすことが

最適運転制御

できる。
電力最小化を狙った最適制御は，この蒸発器と凝縮器に

.

温度センサを搭載し，周囲温度に応じて蒸発器と凝縮器の
目標温度を切り変えることにより実現した。

室間同期制御

同期制御とは，室の容積や商品数などの違いにより，冷
却に要する時間が異なり，圧縮機の運転時間を短くするた
めに必要な制御である。冷却室同士の温度状態を比較し，
た場合には，早く冷える室の冷却をいったん止め，温度差
が小さくなると再始動する方法である。従来の室間の同期

ハイブリッドヒートポンプ回路

従来のヒートポンプ機においては，ヒートポンプの加熱

方法を図

に示す。冷却室間の同期を取りながら室内を冷

熱源に冷却室から吸収する熱のみを利用していた。ハイブ

やしている。この方法では，機器の出力をいったん止めた

リッドヒートポンプ方式では，冷却の熱を利用して加熱す

ときに 2 室運転から 1 室運転に切り替えることで，蒸発温

る回路と外気の熱を吸収して加熱できるようにする熱交換

度が過度に低下して効率が落ちるという問題があった。

器を持ち，冷却の必要がない場合に外気の熱源に切り替え

そこで，新型電子膨張弁を各室に配置し，負荷の大きい

る（図 ）
。 この運転により電気ヒータによる加熱をほと

右室と負荷の小さい中室で，それぞれの負荷状況に合わせ

んどなくし，効率の良いヒートポンプ運転で加熱できるよ

て膨張弁の開度を制御し，流量を調整する方法にした。図

うにした。

に示すように，各室の冷却の時間差を監視しながら，時

冷熱システムの構成部品では，熱交換器に 2011 年度機

間の掛かる（負荷が大きい）室には膨張弁で流量を多く

から採用しているアルミニウム高効率熱交換器を採用した。
従来，膨張機構にはキャピラリを用いていたが，それぞれ
温度

の蒸発器の前に新型電子膨張弁を設け，各熱交換器に流す
冷媒循環量を最適に制御できるようにした。
.

中室

温度差を監視して周期を合わせる

新型電子膨張弁

空調機器では，一般にステッピングモータでニードルを
上下して弁の開度を調整するステッピングモータ式電子膨

右室
停止

冷却

停止

右室（冷却装置）

冷却

環量を正確に制御することができなかった。

停止

中室（冷却装置）

空調機器に比べて小さい。空調用の電子膨張弁では冷媒循

冷却

張弁が使われている。自動販売機では，必要な冷却能力は

停止

冷却

時間

停止

これを解決するために，自動販売機の冷却能力に適した，
図

C

C

5℃
吸熱

55 ℃
加熱

5℃
吸熱

加熱

55 ℃

H

温度

H

従来同期方式

平均を目標に流量比調整

右室

吸熱

キャピラリ

圧縮機
（a）従来ヒートホンプ機

図

ヒートポンプ回路

インバータ
圧縮機

吸熱源を
切替

中室

負荷大
負荷小

新型電子膨張弁

時間

（b）ハイブリッドヒートポンプ機

図

電子膨張弁応用同期方式
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早く冷える室と遅く冷える室の温度差がある一定以上離れ

冷熱装置の構成

ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機

し，時間の短い（負荷が小さい）室には流量をより少なく

（20 〜 25 ℃）とヒートポンプ中心の運転（15 〜 20 ℃）と

することで，平均時間が一致するように制御する方法であ

加熱運転（5 〜 15 ℃）の三つの状態で 説明 変数の曲線を

る。これにより，冷却運転中に冷熱装置を止めることなく

変えながら制御することにより，最小電力を維持できるこ

同期を取ることができ，高効率の冷熱装置運転を実現した。

とが分かった。

同期の調整には，各室の冷却時間と平均冷却時間の差を偏
差とする PID 制御によってハンチングの防止を行った。

ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機の特
性

.

負荷変動ヒートポンプ制御

従来は，オン−オフ制御のため冷却加熱装置の能力は
周囲温度の影響を受けて効率のよい運転を維持できな

図

に，庫内が 3 室に分かれている自動販売機における，

全室冷却運転時の蒸発器温度の実測値を示す。

かった。ハイブリッドヒートポンプ方式では消費電力を

従来機では，圧縮機が運転すると同時に各室の電磁弁を

最小にするために，冷却空気または加熱空気の目標温度

開けて冷却運転を行う。冷却速度の速い室から電磁弁を閉

設定を周囲温度によって変え，高効率運転を実現した。

じて 3 室冷却から 2 室冷却，1 室冷却運転となり，圧縮機

に，冷却加熱の負荷量と運転のバランスを示す。春・

が停止に至る。膨張機構が固定式のキャピラリであるため，
2 室冷却や 1 室冷却運転では蒸発器温度が必要以上に低下

なる夏季は冷却運転が多く，周囲温度が低くなる冬季には

し，効率の悪い運転状態となる。

加熱運転が多くなる。周囲温度が高いとき，または低いと

一方，ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機では，

きの周囲温度の変化に応じて，庫内熱利用のヒートポンプ

新型電子膨張弁で各蒸発器の冷媒循環量を制御することに

運転を減らし，外気熱利用に切り替えながら運転を行う。

より，各室の電磁弁を閉じるタイミングを合わせることが

この周囲温度に対して電力が最小になる目標温度設定は，
次のようにして行う。ヒートポンプ制御では，蒸発温度と

できる。また，各室の蒸発器温度を一定に保ち，安定して
最高効率点での運転が可能である。

凝縮温度の目標温度を説明変数として用い，それぞれの組

図

に，11 月の屋外に設置した自動販売機の一日の気

合せで実験値を基に応答局面法を用いて消費電力が最小に
なる最適点を求め，設定温度とした（図 ）
。
10

周囲温度を変えて実験した結果，冷却を主とする運転
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冷却加熱の負荷量と運転のバランス
図
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図

一日の気温と消費電力の変化の例
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秋にはヒートポンプ主体の運転を行うが，周囲温度が高く

自動販売機の外気温度（℃）

特集

図

ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機

温と消費電力の変化の例を示す。従来機は，気温が変化す

求し，さらなる環境負荷の少ない製品開発に取り組んでい

ると消費電力も増減する。ハイブリッドヒートポンプ飲料

く所存である。

自動販売機は，気温の変化に対して消費電力の変化が少な
く， この試験において 消費電力量 が 1 日当たり約 50 % 低
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しかしながら，地球温暖化問題はますます深刻であり，

自動販売機の制御開発に従事。現在，富士電機リ

特集

われ，すぐに効果が実感できるものと期待している。

特集

自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術

自動販売機の高効率熱交換器
High Performance Heat Exchanger for Vending Machines
土屋

敏章 TSUCHIYA Toshiaki

倉

馨 KURA Kaoru

自動販売機は，環境負荷の低減を図るため消費電力の低減が求められている。消費電力の低減には冷却ユニットの運転効
率向上が必須であり，高効率熱交換器を開発した。熱交換器の性能向上を図るため，フィンはルーバフィンを採用し，形状
を最適化した。また，配管は管内に細穴を複数持つ多孔管を用い，解析と実験で性能の検証を行い，最適化を図った。開発
した熱交換器を自動販売機に組み込んで実験した結果から，年間消費電力量を 7 % 低減できることを確認した。また，アル

特集

ミニウム管と銅管の接合は電位差から腐食が促進されるため，中間材料を介した新接合法で腐食を防止した。

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

To reduce the environmental impact of vending machines, it is necessary to reduce their power consumption. In order to reduce
power consumption, it is essential to improve the operating eﬃciency of the cooling unit, so that we have developed a high-performance heat
exchanger. To enhance the performance of the heat exchanger, we use louver ﬁns and optimize the shape of the ﬁns. For the pipe system,
we use perforated pipes which have multiple tiny holes within the pipes, and we optimize their performance through analysis and experiment.
From the results of experiments using our new heat exchanger in vending machines, we conﬁrmed that annual power consumption can be
reduced by 7 %. Also, as the diﬀerence in electric potential speeds corrosion of connections between aluminum pipes and copper pipes, we
implement intermediate materials in a new method of pipe connection to prevent corrosion.

気に伝熱することが必要である。そこで，従来のフィン

まえがき

& チューブ熱交換器と比較して冷媒から空気への熱移動
飲料自動販売機の主力である缶・ボトル飲料自動販売機
の国内の設置台数は，約 250 万台と幅広く普及している。

が容易で，熱交換性能を大幅に向上できるオールアルミニ
ウム熱交換器を開発した。

国内の電力使用量の 1 % 弱を占める飲料自動販売機には，
地球温暖化防止の観点から消費電力の低減が求められてい

自動販売機の構造と省エネルギーの考え方

る。その中で，缶・ボトル飲料自動販売機は，2002 年 12
月に ｢エネルギーの使用の合理化に関する法律｣（省エネ

.

自動販売機の構造

⑴

法）の特定機器に指定され，消費電力の低減が必須となっ
た。

缶・ボトル飲料自動販売機の内部構造を図

に示す。

缶・ボトル飲料自動販売機は商品を冷却または加熱して販

富士電機は，この缶・ボトル飲料自動販売機において庫

売するが，季節により冷却用と加熱用飲料商品では販売量

内の気流制御や断熱強化などのさまざまな改良を行い，消

の比率が変動する。このため，庫内を複数の室に分割する

費電力の低減を図ってきた。近年では，冷却ユニットの排

とともに，各室内で冷却・加熱を個別に行うことができる

熱を利用して商品の冷却と同時に加熱も行うヒートポンプ

構造にして，季節ごとの販売量に合わせて冷却用と加熱

方式を開発した。さらなる消費電力の低減を図るには，冷

用の商品の収容比率が調整できるようになっている。また，

却ユニットで生成される冷熱・温熱を効率良く，庫内の空

飲料商品の冷却や加熱には，各室内に設置された庫内熱交

商品
（缶・ボトル飲料）

商品

断熱材

空気循環経路

商品収納室
庫内熱交換器

吸気ダクト
商品販売シュータ
商品取出し口

庫内ファン

冷却ユニット室
庫外熱交換器
（凝縮器）

庫内熱交換器
ヒータ
膨張機構

庫外熱交換器

圧縮機
（a）正面

図

缶・ボトル飲料自動販売機の内部構造
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（b）側面

自動販売機の高効率熱交換器

換器やヒータで生成した冷熱・温熱を庫内ファンで空気を

Q＝ k・A・Δ T ………………………………………⑴

循環させることで行っている。

k：熱通過率（熱抵抗の逆数）

今回開発したオールアルミニウム熱交換器を，庫内熱交

A：空気との伝熱面積

換器と庫外熱交換器に適用することで，空気と冷媒の熱交

Δ T：空気と冷媒の温度差

換性能を向上し，冷却ユニットの性能向上を図る。

式⑴から分かるように，熱交換量を増加させるには，熱
.

通過率 k や空気との伝熱面積 A，空気と冷媒の温度差Δ

省エネルギーの考え方

成績係数 COP（Coeﬃcient of Performance）は，エア

T のいずれかを大きくすることが必要である。フィン &

コンや冷凍機などのエネルギー消費効率を示す指標である。

チューブ熱交換器とオールアルミニウム熱交換器の断面構

圧縮機の入力という入力エネルギーに対して，冷却・加熱

造の比較を，図

能力という出力エネルギーが何倍になるかを示すものであ

従来のフィン & チューブと構造が大きく異なる。この構

る。

造の違いによって次に示す効果が得られ，熱交換器の外側

従来の缶・ボトル飲料自動販売機に用いていたフィン

を流れる空気から配管内を流れる冷媒間の熱コンダクタン
スの増加を図ることができる。

ニウム熱交換器に代えることで，次に示す効果が得られ，

⒜

庫外熱交換器の高性能化

フィンを波型形状にしたことで，フィンと多孔管表

⒝

放熱量増加で冷却運転時の凝縮温度の低温度化
⒝

面の接触面積が拡大する。

庫内熱交換器の高性能化

⒞

™ 蒸発温度の高温化による圧縮比（高圧圧力/低圧圧

フィン & チューブ熱交換器は図

に示す冷媒配管

を内側から拡管してフィンと接合していたが，オール
アルミニウム熱交換器はフィンと多孔管をろう付接合

力）の低減

™熱抵抗低減による冷却，加熱能力の増加

で一体化したことにより，接触熱抵抗が低減できる。

アルミニウム熱交換器の高効率化
.

オールアルミニウム熱交換器の構造
図

にオールアルミニウム熱交換器を，図

に多孔管を

示す。オールアルミニウム熱交換器は，内部に複数の細い
流路を持つ多孔管を図

のように曲げ加工する。この多孔

管にフィンおよびヘッダーを組み付けて，炉中にて全体を
ろう付して製造する。

.

高効率化の原理

熱交換器の交換熱量は，式⑴で求められる。
図
ルーバフィン

多孔管

ヘッダー管
冷媒配管
フィン
（チューブ） −配管接合部
フィン
−配管ろう
付接合部

フィン
冷媒配管
（多孔管）

多孔管

図

オールアルミニウム熱交換器

冷却配管

（a）フィン & チューブ熱交換器

図

ルーバフィン

（b）オールアルミニウム熱交換器

熱交換器の断面構造
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るため，冷媒と配管内表面の伝熱面積が増加する。

COP の向上を図ることができる。
⒜

細い冷媒配管流路を複数持つ多孔管構造となってい

特集

& チューブ熱交換器を，熱交換性能の高いオールアルミ

に示す。オールアルミニウム熱交換器は

自動販売機の高効率熱交換器

⒟ ルーバフィン適用によるフィン表面の熱伝達率が向

流れ，図

⒝に示すように蛇行した流れとなるため，フィ

ン表面が空気で攪拌（かくはん）され，熱交換性能が向上

上する。

している。

熱交換器の設計時における性能向上

図

に，ルーバの基準迎角に対する迎角比（迎角/基準

迎角）とフィン表面の平均熱伝達率の関係を示す。この結
高効率熱交換器の開発では，熱交換性能に大きく影響す

果から，ルーバフィンの迎角により熱伝達率の最大値（最

るフィンのルーバ形状の最適化を図った。また，熱交換器

適値）が存在することが分かった。迎角比で平均熱伝達率

内で圧力損失が増大すると冷却ユニットの運転効率が低下

が変化する要因は，迎角比によりフィン間を流れる空気の

するため，多孔管の内部流路で冷媒の圧力損失が増大しな

流動状態が異なるためである。迎角が小さい場合は，ルー

いように，形状検討を行った。

バ間の距離が短くなるため，通風抵抗が増大し，ルーバ間
を流れる空気の流量が減少する。一方，迎角比を大きくし

.

すぎると，空気の流入量は増えるもののフィン下流側に流

フィンのルーバ形状検討

れの剝離が発生し，フィン表面の熱伝達率が低下する。こ

の流れを乱して熱伝達率を向上させることが可能なルー

の結果，適度にルーバフィン間に空気が流れかつ剝離が発

バフィンを選定した。図

に，ルーバフィンの外観およ

生しない条件の迎角比で熱伝達率が最大となる。
.

行い，熱伝達率に大きな影響を及ぼす迎角などの形状の最

多孔管内を流れる冷媒の圧力損失が増大すると，冷却ユ
ニットの運転効率が低下する。そのため，圧力損失が従来

適化を図った。
の解析結果から分かるように，従来の熱交換器に用

図

多孔管形状の検討

いていたフラットフィンはフィン表面の流れの乱れが少な

のフィン & チューブ熱交換器と同程度になるような流路
形状を検討した。

いので，フィン近傍を流れる空気の温度だけが低くなって
いる。一方，ルーバフィンでは流入した空気がルーバ間を

図

に，多孔管内の流路面積比と冷媒圧力損失の計算結

果を示す。流路面積比（流路面積/基準流路面積）を大き

80
平均熱伝達率（W/m2/K）

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

びルーバ部の断面図を示す。汎用熱流体解析プログラム
（STAR-CD）を用いて，ルーバフィン表面の流れ解析を

（a）外観

70
V=1 m/s
60
V=0.5 m/s

50
40
30
20

フラットフィン

10
0

0

1.0

迎角

1.5

2.0

2.5

基準角度に対する迎角比
（b）断面図

図
図

迎角比と平均熱伝達率

ルーバフィン
14
空気の流れ

フィン

温度
高

12
冷媒圧力損失（kPa）

特集

大幅な熱交換効率の向上を狙い，フィンには表面の空気

空気
入口
（a）フラットフィン
空気の流れ

フィン
低

4

フィン & チューブ熱交換器

フィン表面の流体解析結果
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6

0
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2.0
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冷媒流路面積比

（b）ルーバフィン
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8

2

空気
入口

図

10

図

多孔管内の流路面積比と冷媒圧力損失の計算結果

3.0

自動販売機の高効率熱交換器

くするほど冷媒の圧力損失は低下し，流路面積比 2.2 以上
12

が分かった。

10
圧力損失（kPa）

で従来のフィン & チューブ熱交換器と同程度になること

実験結果
章の検討結果を踏まえ，アルミニウム熱交換器の試作

8
フィン＆チューブ熱交換器
6
4

実験を行った。
2

.

オールアルミニウム熱交換器の単体実験結果

0
0.2

オールアルミニウム熱交換器
0.4

熱交換性能および空気側の圧力損失は，オールアルミニ

0.6

0.8

1.0

1.2

前面風速（m/s）

ウム熱交換器を風洞実験装置に設置し，内部に温水を流し
て実験を行った。前面風速を変えて空気側の圧力損失を測

図

空気側圧力損失の測定結果

図 0 に空気側圧力損失の測定結果を示す。空気側の

ニウム熱交換器を冷却ユニットに組み込んで，実際と同じ

圧力損失はフィン & チューブ熱交換器と比較して小さく

⑴

なっており，フィンピッチを大きくした効果が得られてい

熱交換性能の実験結果
に温水を用いた熱交換器単体での実験結果を示す。

図

る。

オールアルミニウム熱交換器はフィン & チューブ熱交換
器と比較して，全ての前面風速で熱コンダクタンス（熱伝

.

自動販売機組込み評価

オールアルミニウム熱交換器を，缶・ボトル飲料自動販

導能力）が向上した。また，フィン & チューブ熱交換器
に対して 2 〜 2.5 倍ほど熱通過率が向上した。

売機に組み込んで評価を行った。本評価では，冷却ユニッ

⑵

トの庫内および庫外の熱交換器のみを，フィン & チュー

多孔管内の冷媒圧力損失の実験結果
自動販売機にオールアルミニウム熱交換器およびフィン

ブ熱交換器からオールアルミニウム熱交換器に変更し，

& チューブ熱交換器を搭載した冷却ユニットを組み込み，

JIS に基づいて消費電力を測定した。この結果，オールア

実際の運転状態での圧力損失の比較を行った。その結果，

ルミニウム熱交換器は従来のフィン & チューブ熱交換器

冷媒の圧力損失はオールアルミニウム熱交換器で 9 kPa，

に対して，年間消費電力量は約 7 % 低減できることを確認

フィン & チューブ熱交換器で 3.5 kPa となった。オール

した。

アルミニウム熱交換器の方が圧力損失が 5.5 kPa 増加して
いるが，冷却ユニットの消費電力量の増加は 0.1 % 以下で，

製造方法の検討

性能に影響を及ぼさないことを確認した。
⑶

オールアルミニウム熱交換器は，フィン - 多孔管およ

空気側の圧力損失の実験結果
フィンをルーバフィンに変更することで，空気側の圧力

び多孔管−ヘッダー（冷媒出入口管）のろう付を，量産時

損失が増加し，庫内を循環する空気流量が低下することが

は連続炉で行う。なお，ろう付の品質を確保するため窒素

予想された。オールアルミニウム熱交換器は，フィンピッ

ガス雰囲気置換によるノコロック炉（アルミニウム材溶

チを従来のフィン & チューブ熱交換器より 1 mm 程度大

接）を用いた。フィンは心材の両面にろう材を圧着により

きくし，空気側の圧力損失増加を防止した。

クラッドした三層構造となっている。ノコロック炉で加熱
することによって表面のろう材が溶解し，その溶解したろ
う材が毛細管現象により，多孔管との隙間に充塡されてろ

熱コンダクタンス（W/K）

90

う付接合される（図 1 ）
。

80

また，オールアルミニウム熱交換器のヘッダーと冷却回

70
60
オールアルミニウム熱交換器

50
40
30
20

アルミニウム
熱交換器

フィン＆チューブ熱交換器

10
0
0.2

フィン
0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

多孔管

前面風速（m/s）

図

前面風速と熱コンダクタンス

図

フィン−多孔管ろう付断面
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運転を行いながら測定した。

特集

定した。また，多孔管内の冷媒圧力損失は，オールアルミ

自動販売機の高効率熱交換器

路配管（銅管）を接続する接続パイプは，ヘッダーと銅管

。
面の結露の付着を防ぎ腐食を防止している（図 2 ）
さらに屋外環境における多孔管の腐食を防止するため，

の間にステンレス管を介した配管接続を行っている。この
理由は，銅−アルミニウム間の電位差が 0.65 V と大きく，

多孔管表面に亜鉛溶射を行い，炉中ろう付の高温で亜鉛を

直接接合時に異種金属接触腐食による不具合発生の恐れが

表面から浸透させ，アルミニウムよりも電位が低い亜鉛で

あるためである。これを防止するため，銅−アルミニウム

電気化学的に保護し，多孔管の腐食を防止することができ

の中間電位材料のステンレス鋼管を，銅とアルミニウムの

る。このことは，屋外曝露（ばくろ）試験においてその効

間に挟むろう付接合構造とした。アルミニウムステンレス

。
果を確認している（図 3 ）

鋼−銅管の接合部を樹脂製の防水材料で覆い，管接合部表

あとがき
ヘッダー（アルミニウム材）

自動販売機の高効率熱交換器について述べた。缶・ボト

防水材料（収縮後作用）

ル飲料自動販売機において，オールアルミニウム熱交換器
を搭載することにより，従来の自動販売機に対して約 7 %

特集

の年間消費電力量低減が実現できた。
これまで進めてきた消費電力低減技術をさらに進化させ，

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

ステンレス鋼

図

銅配管

今後も環境にやさしい製品の開発に取り組んでいく所存で
ある。

接続管
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カップ式飲料自動販売機の省エネルギー技術
Energy-Saving Technology for Cup-type Beverage Vending Machines
江利川

肇 ERIKAWA Hajime

中島

規朗 NAKAJIMA Norio

牧野

道彦 MAKINO Michihiko

カップ式飲料自動販売機のレギュラーコーヒーの調理システムを中心に，省エネルギーと風味の向上を目的とした要素技
術の開発を行った。ヒータレスペーパードリップ抽出機を開発し，カップ式飲料自動販売機全体の消費電力量の 25 % に当
たる 713 kWh/ 年の削減を実現した。同時に省エネルギーと組み合わせた抽出回路の衛生性改善により，コーヒーの飲料品
質も向上させることができた。また，コーヒーミルにおいては，粉砕した粉の搬送経路の半減と静電気の低減により，1 回

まえがき

売を停止するという安全最優先の制御を行っている。カッ
プ式飲料自動販売機の省エネ化における一番の課題は，食

カップ式飲料自動販売機の市場では，環境意識の高まり
から，省エネルギー（省エネ）への取組みが最重要課題

の安全を最優先で確保しつつ，高効率な冷却，加熱，調理
機構をシステムとして確立することである。

になっている。カップ式飲料自動販売機は 2007 年に省エ
ネ特定機器の指定を受け，2012 年に消費電力の削減目標

省エネルギー技術の特徴

を 2005 年比で 17.9 % 減に設定し，省エネ技術開発を加速
してきた。その結果，主力機種では達成年度を前倒しして，

2011 年度以降の機種において上述の課題を解決するた

2010 年時点で削減目標を大幅に上回る 49 % 減の省エネを

め，飲料調理技術のコアとなるレギュラーコーヒーの調理

達成した。とはいえ市場からは継続的に，ランニングコス

システムを中心に，省エネと風味の向上を目的とした要素

トを低減した機材の提供が求められている。本稿では，今

技術の開発を行った。主な特徴を次に示す。

まで富士電機が取り組んできたカップ式飲料自動販売機の

⑴

コーヒー抽出システム
⒜

省エネ技術について述べる。

ヒータレスペーパードリップ抽出機

™世界初のヒータレスペーパードリップ抽出機
™高衛生性（新構造による衛生的な抽出容器）

カップ式飲料自動販売機の技術課題

™高効率混合抽出による短時間・高濃度の抽出
コーヒーや炭酸飲料などをカップに入れて販売するカッ

⒝

小型ミル

™ 高 効 率（ 従 来 機 比 3 倍 の 粉 砕 効 率， 消 費 電 力 量

プ式飲料自動販売機は，缶飲料などのパッケージ飲料にお
ける製造プラントから自動販売機による販売までのサプラ

1/4）

イチェーンが，一つの筐体（きょうたい）に入っている。

™高精度（長寿命ミル刃・高粒度再現性）

水と原料から完成飲料をその場で調理して提供するため，

™ 衛生性（帯電防止構造で汚れ防止，清掃作業の軽

自動販売機単体の消費電力量は大きい。この自動販売機で
の消費電力量を低減することは，生涯消費エネルギーの削

減）
⑵

（真空断熱部分採用，密閉度向上，ヒータ形状最適

持つ。
カップ式飲料自動販売機は，加熱においては 97 ℃の熱

化）

™制御の細分化（2 センサ化によるヒータ精密制御）

湯の生成，冷却においては氷塊の生成が必要であり，一般
的な缶飲料自動販売機のホット飲料 60 ℃，コールド飲料

⑶

は法令で規制され，その条件を外れた場合には自動的に販

衛生維持装置

™粉原料乾燥装置の構造の最適化

5 ℃の飲料温度と比較すると，保温・保冷の温度帯域が広
い。さらに食の安全のため，それぞれの制御温度や原材料

温水タンク

™高断熱構造を改善

減にもつながり，消費エネルギーの観点から大きな意味を

⑷

各種機能部品

™飲料冷却用水槽の攪拌（かくはん）の駆動制御，電
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We have developed component technologies of cup-type beverage vending machines, focusing on the system for preparing a regular
coﬀee, with the intent of improving both energy eﬃciency and ﬂavor. We have developed a heaterless paper drip extractor, and thereby
manage to reduce the total amount of power consumption for the cup-type drink vending machine by 713 kWh per year, or 25 %. In addition,
by improving the sanitation of the extraction ﬂow pass in combination with the improvement in energy eﬃciency, we can increase the quality
of the coﬀee. Also, by halving the conveyance path for the ground coﬀee and reducing static electricity in the coﬀee mill, we achieve a 25 %
reduction in energy consumption per purchase, compared to conventional cup-type vending machines.

特集

の販売当たりの消費エネルギーを従来比 25 % と大幅な削減を実現した。

カップ式飲料自動販売機の省エネルギー技術

工程の動作設定を変更することで，理論的には無限の組合

源容量の最適化
⑸

製品構成

せで味造りが可能である。抽出機は，嗜好（しこう）品で

™熱伝達に注目した，冷熱要素部品の内部配置最適化

あるレギュラーコーヒーには欠かせない機構である。
飲料温度は，ユーザにおいしいコーヒーを提供するため

コーヒー抽出システムの省エネルギー技術

の飲料品質の基準の一つであり，カップ式飲料自動販売機
から提供するコーヒーの温度に関しても具体的に定義され

省エネ技術の開発のポイントは，熱損失の低減とエネル

ている。従来の抽出システムでは飲料が提供するまでに冷

ギー変換効率の向上である。代表例としてカップ式飲料自

めてしまわないように，飲料回路にヒータを設置してい

動販売機の消費電力量の 25 % を占める抽出システム（図

た。飲料回路に 4 種のヒータを設けたカップ式飲料自動販

）の省エネに関して取り組んだ内容を述べる。

売機では，1 台当たり 713 kWh/年（年間電気代 16,000円
/年）を消費していた（図 ）
。抽出システムの大幅な省エ

.

ネと飲料品質の確保を同時に実現するために，従来機の熱

コーヒー抽出システムの課題

カップ式飲料自動販売機のレギュラーコーヒーの抽出シ

があった。

ギュラーコーヒー豆を粉砕し，抽出機で設定した手順に基

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

づいて豆と湯を混合・濾過（ろか）しユーザに提供する。

.

抽出機の熱損失低減

インスタントパウダーの調理と異なり，自動販売機の調理

大幅な省エネを達成するために，熱損失の低減によって
ペーパードリップ抽出機からヒータをなくすという大きな
目標を掲げた。そのためには，従来機の熱損失の要因を抽
出し，その削減の方策を体系的に構築し，製品として成立

小型ミル

させる必要があった。
⑴

螺旋シャワー採用による熱損失の低減
抽出機は，抽出容器の中でコーヒー粉（原料）と湯を混

合させる。カップ式飲料自動販売機では，喫茶店のように
調理時間が十分確保できないため，香味成分を抽出するた
めに，短時間でいかに原料と湯を効率良く混合させるかが
重要なポイントとなる。
従来機の抽出容器は，原料の上から全体的に湯を注ぐ直
流シャワー方式（図

⒜）を採用していた。原料に満遍な

く湯を投入できるとともに，抽出容器壁面に付着する原料
ヒータレス
ペーパードリップ
抽出機

残渣（ざんさ）を湯で洗い流せるという利点がある。しか
し，チャンバーという湯加熱装置に一時的に湯をためてい
る間や，湯をシャワー状にゆっくり投入している間に冷め
ないようにヒータで加熱する必要があった。

図

そこで，ヒータレス抽出機の抽出容器には，湯を勢いよ

抽出システム

く投入して抽出容器壁面を利用し湯を流し入れる螺旋（ら
3,000

外気温：15 ℃
湯

チャンバー

湯

2,500
その他

電力量（kWh）

特集

ステムの核になるのが，ミルと抽出機である。ミルでレ

損失低減と効率向上に関する課題を根本から解決する必要

2,000

1,500

1,000

500

0

図

抽出機
713

温水タンク

08 年度中型機

10 年度中型機

年間消費電力量

2,909 kWh

1,631 kWh

年間電気代

66,907 円

37,513 円

年間消費電力量の推移
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(a) 直流シャワー方式
（従来機）

図

抽出容器と湯投入方式

(b) 螺旋シャワー方式
（ヒータレス抽出機）

カップ式飲料自動販売機の省エネルギー技術

⒝）を採用した。抽出容器の内

が，ヒータレス抽出機に採用した加圧方式では，チューブ

部にリング形状を設け，抽出容器の一点に勢いよく湯を投

が不要となる。また，自動販売機内の部品配置を，回路が

入し，内壁面を介して原料全体に湯を投入する構造にした。

最短になるように優先して再配置することで，従来機比で

また，投入する湯の勢いを増すことで，原料と湯の混合効

飲料回路の長さを 50 % 削減し，熱損失を低減している。

せん）シャワー方式（図

果が高まった。さらに，抽出容器の底面積（内径）を従来

また，ヒータレス抽出機は湯を導くガイドに熱的に有利

機の約 70 % に小径化し，抽出容器を縦長形状にすること

な樹脂部品を選択・小型化するとともに，湯を滞留させな

で，原料が抽出容器底面で積み重なる原料ベッド厚さを増

い構造を採用した。さらに，飲料回路内にある金属フィル

すようにした。これにより，抽出濾過時に湯がより多くの

タに関しても新精密成形技術による樹脂化を進め，熱損失

原料と通過接触しながら抽出するので，抽出効率が従来機

の主因となっていた回路上の金属部品を徹底的に排除した。

比で約 20 % 向上した。

⑶

この抽出効率の向上により，混合効率が良くなったので
原料と湯の空気攪拌による混合時間を短縮しても，飲料品

新除湿構造による熱損失の低減

原料であるレギュラーコーヒーの固着防止と，抽出機構
の乾燥状態維持を目的として除湿を行っている。
従来機は，抽出容器が外気にさらされていたため，その

は，同等の飲料を従来機比約 83 % にまで短くでき，熱損

外気温の影響を直接受ける構造になっていた。ヒータレス

失の削減に大きな効果を生み出した。加えて，原料ベッド

抽出機は，抽出容器を樹脂で構成した調理室の中に納める
構造とした（図 ）
。この樹脂製の調理室は断熱性が高い

まる雑味や嫌味成分を濾過するフィルタの役割を負わせる

ので，熱損失を低減する効果がある。

ことができる。雑味や嫌味成分の少ない，すっきりしたド

抽出機は，抽出容器内に原料とともに湯を投入するため，

リップコーヒーを提供でき，飲料品質の向上にもつながっ

湯気による湿気が原料投入口に逆流してくる。湿気の影響

ている。

で原料が原料投入通路内で詰まり，飲料が提供できなくな

カップ式飲料自動販売機のレギュラーコーヒー飲料は，

る。このため，湯気をファンで換気排出する構造となって

販売の都度原料残渣を排出しているため，抽出容器の下面

いるが，湯気とともに暖かい空気も同時に吸ってしまい，

にごく少量の原料残渣が付着して残ってしまう課題がある。

これが熱損失となる。従来機は原料詰まりを抑制するため

この原料残渣は低温環境では次の販売までに冷え切ってし

に，より原料投入口の近くから湯気を吸う必要があり，湯

まい飲料の熱損失の要因になる。そこで，ヒータレス抽出

気は抽出容器内を通過した経路で吸引されている
（図

⒜）
。

機では螺旋シャワー方式を生かし，毎回抽出後に 6 ml 程

一方，ヒータレス抽出機は，抽出容器外から湯気を引く

度のリンス湯を投入し，原料残渣と抽出容器間に水膜を作

構造とした。さらに加圧抽出方式の採用により，抽出容器

り，原料残渣の剝離性を向上させた。これらの工夫により，

にふたをする構造となっている。そのため，湯気引き時間

販売後の原料残渣付着量を従来機に比べて大幅に削減し，

や風量を抑えることができる。また，抽出容器内にある

熱損失の削減に加えて風味や衛生面の向上と，オペレータ

コーヒー液面上を，換気した空気が通過しないので気化熱

の清掃頻度を減らす効果が得られた。

の損失も少なくなっている（図

⑵

これら 3 項目の熱損失に対する課題に対処した結果，製

新抽出方式・新構造による熱損失の低減
抽出機は短時間で飲料を提供できるようポンプを使用し，

⒝）
。

品全体の消費電力量の 25 % に当たる 713 kWh/ 年の消費

抽出容器と飲料回路の差圧を利用して抽出するシステムで

電力量の削減を実現した。同時に省エネと組み合わせた抽

ある。その差圧発生方式は，大きく分類すると吸引方式と

出回路の衛生性改善により，コーヒーの飲料品質も向上さ

微加圧方式の 2 種類がある。

せることができた。

従来機は，チューブポンプによる吸引方式を採用してお
り，チューブと回転ピンチ機構により発生する差圧によっ
て飲料を吸引する方式である。この方式は，抽出容器上部
のふたを開放した状態でも抽出することができ，構造をシ
ンプルにできる利点がある。しかし，チューブのピンチ開
抽出容器収納

閉により，一部の飲料がチューブ内を往復し滞留するため，

抽出容器露出

チューブ内の飲料に熱損失が生じる欠点がある。
一方，ヒータレス抽出機では，新規にエアーポンプを開
発し，微加圧方式を採用した。湯と原料を抽出容器内に供
給した後，ふたをして密閉状態とした上でエアーを送り込
み，圧送抽出する方式である。この方式の採用で，抽出時
に飲料が回路内をスムーズに通過し，抽出時間を短縮した

調理室

ことで，熱損失を削減することができた。抽出機の飲料回

（a）従来機

（b）ヒータレス抽出機

路が長くなると熱損失が増大する。従来機ではチューブポ
ンプ内のチューブの長さだけでも 350 mm 程度必要だった

図

抽出容器の収納方法
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厚さが増すことで，原料自身に抽出時に飲料の上部にた

特集

質を損なうことなく飲料の提供が可能になった。販売時間

カップ式飲料自動販売機の省エネルギー技術

があった（図
湯気

⒜）
。今回，自社でミルを開発するに当た

り，省エネに加えてカップ式飲料自動販売機やコーヒー
ディスペンサの搭載スペースに収まるような省スペース化
による標準化展開の実現も考慮した。そのため，豆導入経

湯気

路の垂直化（図

⒝）という基本構造の変更に着手し，大

幅な小型化の実現に取り組んだ。
従来ミルは横導入方式という構造上，豆の搬送量のムラ
が大きい。さらにミル刃を 5,000 r/min と高回転で運転し
ているため，豆を導入する際に豆をはじいてしまい，粉砕
能力自体は高いが，粉砕時間のばらつきが大きいという問
題があった。そこで，豆の導入を垂直方式にして動線をシ
（b）ヒータレス抽出機

（a）従来機

ンプルにするとともに，搬送距離を 105 mm から 45 mm
と短くし，また，ミル刃を 1,000 r/min と低回転にするこ

抽出容器と湯気の流れ

とで，豆導入時のはじきをなくし，豆の搬送にムラをなく
して吐出量を安定化させることで根本的な解決を図った。

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

さらに，搬送経路の粉砕原料の静電気による付着を防止す
小型ミルの省エネ技術（エネルギー変換効率向上）

るため，経路の除電構造を構築するとともに，経路の曲折

ミルは，レギュラーコーヒー豆を限定された時間内に規

部には豆と同じ帯電傾向を持つ素材を採用し，吐出抵抗を

.

定の粒度に粉砕し，抽出機に受け渡す役割を持つ機構であ

減らすことでモータトルクを低減できた。

る。その省エネ開発はエネルギー変換効率の向上の視点か

⑵

ら，いかに効率良く高精度に豆を粉砕するかが重要である。
⑴

ミル刃豆粉砕効率の向上と負荷の安定化
一方，この施策の採用により，わずか 20 % となった回

転数 で抽出時間に影響しない豆粉砕量を確保する必要が

豆搬送効率の向上と吐出量の安定化
新たに自社開発した小型ミルと購入品である従来ミルで

大きく異なる点は，原料の導入方式・粉砕方法・粉砕回転
数である。カップ式飲料自動販売機は重力による自然落下

多段粉砕
プリ粉砕ギャザ
（1 段目：粗挽き）

を機構で制御する原料供給が主であるが，上下方向に機構
が系統的に並んでいるため，高さ方向にスペース上の制約

1 段粉砕断面

がある。従来ミルは大型であるため，カップ式飲料自動販

多段粉砕断面
多段粉砕
（2 段目：本挽き）

売機に搭載する場合，豆導入経路を横にして配置する制約

原料
（豆）

ミル刃

ミル刃

原料
（豆）

ミル刃
103
mm

105 mm

（a）横導入方式
（従来ミル）

充塡ロス

高密度充塡

(a) 従来構造

(b) 新構造

73
mm

ミル刃

粉砕原料
排出

図

1 段粉砕

45 mm

図

粉砕構造

粉砕原料
排出
（b）垂直導入方式
（小型ミル）

6.0

5.0

原料の導入方式

プリ粉砕ギャザ

ギャザ

4.0
ばらつき範囲
減
上 低
向 き
率 つ
効 ら
ば

豆

ばらつき範囲

粉砕量（g/s）
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図

3.0

2.0
小型ミル
吐出量

従来ミル吐出量

1.0

0

図

ミル刃に導入したプリ粉砕ギャザ
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効率アップ・省エネルギー化

消費エネルギー（kJ/ 販売）
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（a）従来ミル

図

（b）小型ミル

ミル周囲の汚れ

排気
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騒音

ギア駆動

帯電

いった効果も得ることができた。

粉砕
0

従来ミル

小型ミル

.

抽出システムとしてのシナジー効果

新抽出システムは，ヒータレス抽出機と小型ミルの組み
消費エネルギー

合わせによるシナジー効果も得ている。
従来の抽出システムでは，湯気の拡散による原料詰まり
防止のため，原料を抽出容器に全て投入した後に，湯を投
入する方法を採っていた。新抽出システムでは，小型ミル

部を設けて本粉砕と同時に粗挽（び）き工程を同軸上で行

の低飛散・低排気効果により，湯と原料を抽出容器に同時

。その結果，低
う，豆の多段粉砕構造を構築した（図 ）

に投入することが可能になった。その結果，原料と湯の接

回転領域における単位回転数当たりの豆粉砕量を，約 2.5

触時間が増え，従来機比で抽出速度 120 % の実現に寄与す

倍と大幅に向上することができた（図 ）
。

るとともに，ユーザのレシピ設定（味作り）の自由度を大

これらの効率向上策により，豆粉砕量のばらつきも少な

幅に増やすことができた。

くなり，負荷のピークが平準化されたため，低出力モータ

ミル効率向上および新抽出システムのシナジー効果によ

でも従来ミルと同等の時間内で豆を粉砕処理することが

り，省エネに加えて“濃く・熱く・早く・おいしく・きれ

可能になった。図 0 に，小型ミルと従来ミルの消費電力

いに”という付加価値を付けることができ，カップ式飲料

エネルギーの比較を示す。従来は 1 回の販売当たり約 2 kJ

自動販売機へのユーザニーズに応えることができた。この

必要としていたが，小型ミルでは約 0.5 kJ となり，従来比

省エネ抽出システムは，リデュースという環境側面でも，

25 % と大幅に低減（省エネ）している。

総質量 10.5 kg（抽出機 7 kg＋ミル 3.5 kg）を 4.5 kg（抽出
機 3.3 kg＋ミル 1.2 kg）に減量し，57 % 減という結果を出

コーヒー抽出システムのシナジー効果
.

ミル効率向上のシナジー効果

している。

あとがき

効率向上策として採用した豆の動線の短縮は，レギュ
ラー豆市場の動向にもマッチした。ここ 10 年でレギュ

カップ式飲料自動販売機の省エネルギー技術について述

ラーコーヒー豆の市場は，表面油量の多い，深い焙煎（ば

べた。この技術は，同じ思想の基に各種機能部品に展開さ

いせん）のコーヒー豆にシフトしており，ミル内部の油汚

れ，派生部品はカップ式飲料自動販売機だけでなく，フー

れが進行しやすい傾向にある。小型ミルで搬送効率改善の

ド機器にも展開する計画となっている。今後も市場の省エ

ため考案した新搬送経路（従来ミルの半分以下の全長，動

ネルギーニーズに俊敏に対応し，業界での主導的立場を維

線垂直化）は，耐詰まり性においても期待したとおりの効

持しながら，新しい省エネルギーの研究・開発に努力して

果を発揮し，従来の 2 倍以上の油分を持つ豆においても同

いく所存である。

等以上の閉塞（へいそく）耐久性能が得られている。さら
に，モータトルク低減のために採用したミルの除電構造は，
原料詰まりや汚れ飛散の原因である原料自体の帯電を低減
する狙いもあり，低回転粉砕による吐出風量の削減と併せ，
粉砕原料の帯電量・吐出風速で 1/10，周囲汚れ量で 1/5
〜 1/10 以下と衛生面で画期的な成果を得た（図 1 ）
。また，
1,000 r/min という低速粉砕は，粉砕工程での豆やカッター

江利川

の発熱を抑え，原料粉砕中のオフフレーバー（香味成分の

カップ自動販売機の機能部品の開発設計に従事。

散逸）を抑制する。その結果は，飲料品質の向上に直結し

現在，富士電機リテイルシステムズ株式会社生産

ている。さらに，粉砕原料が飛散しないことから，抽出機

肇

･ 開発本部三重工場設計部課長。

の抽出容器内に全原料が損失なく投入され，原料の節約と
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あった。そこで，豆をミル刃に導入する箇所にプリ粉砕
ギャザ（図 ）を構成し，豆導入経路に狭窄（きょうさく）

特集

図

カップ式飲料自動販売機の省エネルギー技術

中島

規朗

カップ自動販売機の機能部品の開発設計に従事。
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自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術

低 GWP 冷媒の自動販売機への適用
Use of Low-Global-Warming-Potential Refrigerant in Vending Machines
石田

真 ISHIDA Shin

起

賢一 OKOSHI Kenichi

環境配慮型社会を構築する上で，自動販売機における環境性能がいっそう重要視されている。富士電機では，低地球温暖
化係数（GWP）冷媒である HFO-1234yf を自動販売機へ適用し，その性能と環境への影響を現行冷媒の HFC-134a と比較
して評価した。HFO-1234yf を適用した自動販売機の年間換算の消費電力量は，1 % 低減してほぼ同等であった。また，総
合等価温暖化因子（TEWI）指標により評価した環境負荷への直接影響は，99 % の大幅低減であった。このように，HFO-

demonstrates that use of HFO-1234yf increases the environmental performance of vending machines.

れる冷媒の GWP にも注目が集まっている。先進的な環境

まえがき

政策を進める欧州連合（EU）は，加盟国に対してカーエ
日本国内における飲料自動販売機の普及台数は，日本自

アコンに使用する冷媒の GWP を規制している（EU 指令）
。

⑴

動販売機工業会の調査によれば，250 万台以上とアメリカ

冷媒メーカーの DuPont 社と Honeywell 社によって GWP

に次ぐ規模である。今日において，自動販売機は日本人の

が 4 の新冷媒 HFO-1234yf が共同開発され，カーエアコ

生活環境と極めて密接な関係を持つことになり，節電や環

ンを中心にさまざまな冷凍空調機器へ適用するための研究

境配慮型社会の構築など，よりいっそうの社会貢献が望

開発が加速している。既に General Motors 社は，2013 年

まれている。自動販売機における省エネルギー（省エネ）

にいくつかの車種への HFO-1234yf の採用を発表している。

⑵

〈注 1〉

や低 GWP などの環境性能が地域社会から重要視される

HFO-1234yf は，HFC-134a（GWP＝1,300） に 替 わ っ

ようになる中，富士電機では，低 GWP 冷媒である新冷媒

て自動販売機へ適用された冷媒であり，HFC-134a よりも

HFO-1234yf を適用した自動販売機を開発した。本稿では，

はるかに GWP が低く，自然冷媒（CO2：GWP＝1）にも

HFO-1234yf

搭載自動販売機の開発における課題と取組み

について述べる。

匹敵する。図

に，缶・ボトル飲料自動販売機において一

般的に使用されている冷媒とその GWP を示す。低 GWP
であることに加えて，HFC-134a と同等の優れた効率を発

自動販売機を取り巻く環境

揮する HFO-1234yf に着目し，富士電機は，缶・ボトル
飲料自動販売機用の冷媒としての適用技術の開発を進めて

.

省エネルギー化

缶・ボトル飲料自動販売機は，2002 年 12 月に「エネ
（GWP ）

ルギーの使用の合理化に関する法律」
（省エネ法）により，
HFC-404A

（3,260）

という目標が設定された。自動販売機業界は，この目標

HFC-410A

（1,725）

に対して 37.3 % の削減率で達成した。富士電機は，さら

HFC-407C

（1,525）

HFC-134a

（1,300）

“2005 年度の消費電力量を 2000 年度に対して 33.9 % 削減”

高

なる省エネ化に取り組んでおり，2012 年度の第 2 次目標
（2005 年の消費電力量に対し 36.3 % 削減）を達成する見通
しである。

.

冷媒の低 GWP 化

HFO-1234yf

（4）

HC

（3）

CO2

（1）

低

近年では，自動販売機を含む冷凍空調機器全般に使用さ
〈注 1〉GWP（Grobal Warming Potential：地球温暖化係数）
：384
ページ ｢解説 3｣ 参照

図

缶・ボトル飲料自動販売機の冷媒とその GWP
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Amid eﬀorts to build an environmentally friendly society, even greater emphasis has been placed on the environmental performance of
vending machines. Fuji Electric has used HFO-1234yf, a refrigerant with low global warming potential (GWP), in its vending machines and assessed its performance and environmental impact in comparison to those of the HFC-134a refrigerant in current use. Converted annual power
consumption was almost the same, with a 1 % reduction for the vending machines using HFO-1234yf. As for environmental eﬀects measured
as total equivalent warming impact (TEWI) index, HFO-1234yf showed a massive 99 % reduction in direct environmental impact. This clearly

特集

1234yf の適用により，自動販売機の環境性能が向上することを明らかにした。

低 GWP 冷媒の自動販売機への適用

きた。

伴う潜熱の減少が HFC-134a に対して顕著であることか

欧州だけでなく，日本でも 2011 年 4 月に改正施行され

ら，加熱の能力が低下し，冷却装置のシステムとして効率

た「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

低下が生じることが考えられた。また，凝縮温度が大きく

（グリーン購入法）の中で，一部の自動販売機において，

異なる二つの運転条件として，冷却とヒートポンプの両方

GWP が 140 以下であることが冷媒選択の基準として設定

の効率と消費電力量を，HFC-134a と同等にすることも課

された。

題であった。

グリーン購入法の GWP への要求は世界的にみても高い。

この課題に対し，冷却装置単体の冷却能力や加熱能力，

また，同法は省エネ性能についても消費電力量での基準を

冷却加熱効率を冷却運転とヒートポンプ運転において測定

設けている。HFO-1234yf を採用した缶・ボトル飲料自動

し，それぞれの運転において最適な条件を出すことでこれ

販売機は，このグリーン購入法の基準に適合するものであ

を解決した。

り，低 GWP と省エネを合わせた最高水準の環境対応を実
現している。

低 GWP 冷媒を適用した缶・ボトル飲料自動販
売機の性能

特集

低 GWP 冷媒の適用における課題
富士電機の缶・ボトル飲料自動販売機に搭載している
ヒートポンプ冷却ユニットの冷却装置の回路を，冷却運
に示す。

転時とヒートポンプ運転時のそれぞれについて図

ある。季節により加熱室と冷却室の室数の配分を変えるこ

図の実線は冷媒が通過する回路を，破線は回路上存在する

とにより，顧客のニーズにあった飲料の提供を可能にして

が冷媒は通過しないことを表している。冷媒の流路の変更

いる。一つの機器において加熱と冷却を同時に行う缶・ボ

は，冷却装置の回路に組み込まれている電磁弁や三方弁に

トル飲料自動販売機には，ヒートポンプ運転が適しており，

より行っている。
章で述べたとおり，HFO-1234yf はヒートポンプ運転

大幅な消費電力量の低減を可能にしている。
低 GWP 冷媒

HFO-1234yf

を適用した飲料用ショーケー

スの冷却性能は，従来の HFC-134a と同等であることが

時に凝縮温度（凝縮圧力）が高くなり過ぎると，図

のよ

うに潜熱の減少が HFC-134a よりも顕著になり，加熱の

⑶

DuPont 社の Barbara MINOR らによって報告されている。

熱量が低下することが懸念された。そのためヒートポンプ

飲料用ショーケースは冷却運転のみであるが，缶・ボトル

運転では，補助熱交換器を通過する風量を調整することで，

飲料自動販売機は冷却運転だけでなくヒートポンプ運転も
効率が高くなければならない。缶・ボトル飲料自動販売機
の冷却装置において，凝縮温度は冷却運転では外気へ放熱

冷却室

するため約 40 ℃，ヒートポンプ運転ではホット飲料を約

蒸発器兼加熱
用熱交換器

冷却室

冷却室

蒸発器

蒸発器

55 ℃まで加熱するため約 70 ℃以上になる。このような高
い凝縮温度でのヒートポンプ運転は HFO-1234yf では前
例がない。
⑷

図

に，物性計算ソフトウェア REFPROPにより計算し

膨張機構

補助熱交換器

たモリエル線図を示す。HFO-1234yf は，凝縮温度 70 ℃
前後（縦軸の約 2 MPa）の高温領域において，圧力上昇に

凝縮器
ファン

機械室

圧縮機

（a）冷却運転
10
HFO-1234yf
HFC-134a

急な減少

冷却室

冷却室

緩やかな減少

蒸発器兼加熱
用熱交換器
圧力（MPa）
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一般的な缶・ボトル飲料自動販売機は，保管している飲
料を加熱する部屋（加熱室）と冷却する部屋（冷却室）が

冷却室

蒸発器

蒸発器

2
1
凝縮潜熱

補助熱交換器

膨張機構

凝縮器
0.1
150

250

350

機械室

450

エンタルピ（kJ/kg）

図

HFC-134a と HFO-1234yf のモリエル線図
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ファン

圧縮機

（b）ヒートポンプ運転

図

ヒートポンプ冷却ユニットの冷却装置の回路
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凝縮温度が上がりすぎることを防止した。このときの風量

表

冷却装置単体の能力と COP（HFC-134a 比）

調整は，凝縮器への送風ファンを流用し，そのオン−オフ
の割合を変化させて行った。

HFC-134a

HFO-1234yf

冷凍能力

1

1.09

冷却運転

.

冷却装置単体の性能

冷却装置単体での能力測定に用いた実験装置を図

に，

に示す。冷却装置単体での能力は，断熱箱

測定条件を表

ヒートポンプ
運転

内のヒータ熱量と冷却能力，水冷熱量と加熱能力をバラン

CO P

1

0.97

冷凍能力

1

0.98

COP C

1

1.02

加熱能力

1

1.13

COP H

1

1.17

スさせ，断熱箱内外の温度差が一定で安定した状態での熱
収支によって計算した。この実験から，冷却運転の冷却能

却装置の効率を表し，この三つの成績係数が全体として高

力と成績係数 COP，ヒートポンプ運転の冷却能力と加熱

くなるようにキャピラリチューブと冷媒封入量の調整を

能力，冷却成績係数 COPC，加熱成績係数 COPH をそれぞ

行った。
冷 却 装 置 単 体 を 調 整 し た 後 の 冷 却 能 力 と COP を，

れ求めた。COP はその定義（出力・入力）から，その冷

に示す。測定結果か

ら，冷却運転では HFO-1234yf は HFC-134a よりも若干
効率が低下するが，ヒートポンプ運転の効率が向上してい
る。ヒートポンプ運転の効率向上が冷却運転の効率低下よ
りも大きいため，総合的にみて HFC-134a と同等の性能
が出る見通しを得た。これらによって，缶・ボトル飲料自

断熱箱
冷却
熱電対
Q heat

Q eva

ヒータ
凝縮器

蒸発器

り，HFC-134a と同等であることが確認できた。
HFO-1234yf は， 同 じ 圧 力 に お い て は HFC-134a よ り
も凝縮温度が高くなる特性があり，この温度差は圧力が高
い方がより大きくなる。この特性により，凝縮圧力の高い

Q leak
P comp
Q eva ＝Q heat + Q leak
COP C ＝Q eva /P comp

圧縮機

動販売機の冷却運転とヒートポンプ運転の両立が可能であ

ヒートポンプ運転時に，HFO-1234yf の凝縮温度が HFC134a よりも高く，空気との熱交換量が増加したため，高
い COPH を得られたと考えられる。

（a）冷却運転

.

コントローラ・電源

缶・ボトル飲料自動販売機の性能

HFO-1234yf を適用した冷却装置を缶・ボトル飲料自動
販売機に組み込み，冷却運転とヒートポンプ運転の消費
電力量を測定した。図

断熱箱

断熱箱
加熱

は，冷却装置単体の COP 測定結果とほぼ同じ傾向であり，

冷却

Qw

熱電対
Q con

Q eva

に測定結果を示す。消費電力量

熱電対
Q heat

冷却運転で HFC-134a 搭載時よりも 5 % 増加し，ヒート
ポンプ運転で 6 % 減少した。HFO-1234yf 搭載機と HFC-

冷水

ヒータ
凝縮器

システムとしての効率もほぼ同等であることが確認できた。

蒸発器

Q leak
Q con ＝Q w + Q leak
COP H＝Q con /P comp

圧縮機

134a 搭載機の消費電力量がほぼ同等のため，冷却装置の

Q leak
P comp
Q eva ＝Q heat + Q leak
COP C ＝Q eva /P comp

1.2
HFC-134a

（b）ヒートポンプ運転

冷却装置単体での能力測定実験装置

表

冷却装置単体での能力測定実験の条件
冷却運転

1.0
1日当たり消費電力量

図

HFO-1234yf

ヒートポンプ運転

凝縮圧力（MPa）

1.2

2.1

蒸発圧力（MPa）

0.2

0.2

0.8
0.6
0.4
0.2

冷却室空気温度（℃）

3

3

加熱室空気温度（℃）

−

55

32

15

0
冷却運転

周囲温度（℃）

図

ヒートポンプ運転

1 日当たり消費電力量（HFC-134a 比）
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コントローラ・電源
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HFC-134a 搭載時との比較として表

低 GWP 冷媒の自動販売機への適用

として結果を図
1.2

に示す。

HFC-134a 搭載の缶・ボトル飲料自動販売機と比較した
結果，間接影響は，消費電力量がほぼ同等（約 1 % 低減）

1.0
年間消費電力量

であった。これに対して直接影響は，GWP による影響
0.8

が大きく，GWP の比が 4/1300 というほぼゼロに近い値
（99.7 % 低減）を実現した。

0.6
0.4

あとがき

0.2

HFO-1234yf を缶・ボトル飲料自動販売機に適用する
0
HFC-134a

HFO-1234yf

ことで，HFC-134a と同等の消費電力量を維持しながら，
GWP の大幅低減が可能なことを確認した。また，HFC-

図

年間消費電力量の推定（HFC-134a 比）

134a に適用できる省エネルギー技術が HFO-1234yf にも

特集

適用可能であると考えている。
今後は，この最高水準の環境対応技術を，缶・ボトル飲

180 日を冷却運転と仮定して，飲料自動販売機の年間消費

料自動販売機への適用を皮切りに，カップ式飲料自動販売

電力量を推定した（ 図 ）
。HFO-1234yf を缶・ボトル飲

機や食品自動販売機などへ水平展開していく所存である。

料自動販売機へ搭載した場合の消費電力量は，HFC-134a
搭載の缶・ボトル飲料自動販売機と同等であることが分
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図

TEWI による地球温暖化への影響評価結果
（HFC-134a 比）

〈注 2〉TEWI（Total Equivalent Warming Impact：総合等価温暖
化因子）
：384 ページ「解説 3」参照
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自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術

多品種対応 清涼飲料ディスペンサ
Multi-Product-Capable Cold Drink Dispensers
遠藤

伸之 ENDO Nobuyuki

富士電機では，多業種・多業態にわたるニーズに対応可能な清涼飲料ディスペンサの開発を行った。多様化したニーズに
対応するため，最大で 6 品種の飲料を販売できる新型ノズルを開発し，業界最小の製品寸法で多品種の飲料の販売を可能に
した。新型ノズルは，富士電機独自の空中ミキシング方式を採用しており，希釈液とシロップとの混合が空中で行われるた
め衛生性に優れている。さらに，炭酸水を利用したノズル洗浄機能を付加することで，ワンタッチで誰でも簡単に日常の清

可能である。無糖系飲料とは，ウーロン茶やコーヒーな

まえがき

〈注 2〉

どを指しており，BIB 内に封入された 4 L 弱のシロップが
外食産業は生活スタイルの変化などを背景に急速に拡大

ディスペンサ内の冷蔵庫で保冷され，チューブポンプによ

してきたが，近年では，少子高齢化や商品を購入して持ち

り吐出（としゅつ）される。一方，有糖系飲料は炭酸系飲

帰って食べるライフスタイルの変化などにより横ばい状態

料が大半を占めており，シロップは外部からディスペンサ

が続いている。外食産業が抱えている課題には，食の安全

内部の冷却水槽に圧送されてくる。図に示したディスペン

や健康志向の高まりが挙げられる。健康志向の高まりは清

サでは，有糖系飲料は一番右側の飲料ノズルから販売され

涼飲料水の分野においても，炭酸系飲料から茶系飲料や水

る。従来は，一つのノズルから販売可能な有糖系飲料は最

などの無炭酸・無糖系飲料への変化などという形で反映さ

大で 4 種類であった。店舗メニューの拡充に対応するため

〈注 1〉

れてきた。ここ数年ではゼロ系飲料 の登場により再び炭

には，有糖系飲料を最大で 6 種類まで販売が可能な新しい

酸系飲料が注目されてきており，これらの新商品を加える
ことで集客力の向上が狙えるため，限られたスペースでよ
り多くの品種を取り扱える機材が求められている。従来の
メニューにこれらの新商品を加えることで集客力の向上を
狙う店舗が増加してきている。
清涼飲料ディスペンサは，このような外食産業とともに
成長してきた。最近ではカラオケチェーン店や多目的カ
フェ，シネマコンプレックス（複合型映画館）などといっ
た多業種・多業態の施設において設置される例が増えてき
ており，これらの多様なニーズに対応可能な新しい機材が
要求されている。

開発の背景およびコンセプト
.

多品種対応可能な新ノズル
図

に多品種対応清涼飲料ディスペンサの外観を，図

に内部構造を示す。このタイプは合体機と呼ばれ，無糖系
および有糖系の異なる二つの方式の飲料を販売することが
図

多品種対応清涼飲料ディスペンサ

〈注 1〉ゼロ系飲料：カロリーゼロや糖質ゼロなどを特徴にしている
飲料をいい，炭酸系飲料が主流である。

〈注 2〉BIB（Bag in Box）
：384 ページ ｢解説 4｣ 参照
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Fuji Electric has developed cold drink dispensers capable of adapting to the needs of a variety of business types and conditions. To
cater to diverse needs, we have developed a new type of nozzle capable of dispensing up to 6 types of beverage, enabling the sale of a variety
of beverages from the industry’
s most compact drink dispenser. The new type of nozzle employs Fiji Electric’
s independently developed
mid-air mixing system, whereby the syrup and diluting liquid are mixed in mid air for superior sanitation. Furthermore, the addition of a
carbonated water nozzle cleaning function means that anyone can easily clean the nozzle routinely by the push of a button.

特集

掃作業を行うことができる。

多品種対応 清涼飲料ディスペンサ

シロップ

冷却水槽

冷蔵庫

シロップ
ノズル

チューブポンプ

希釈液
ディスペ
ンサ用
飲料ノズル

飲料
炭酸水ノズル
飲料

カップ

カップ

無糖系飲料販売部
有糖系飲料販売部

特集

図

飲料ノズル

多品種対応清涼飲料ディスペンサの内部構造

（a）清涼飲料ディスペンサ

図

（b）カップ式飲料自動販売機

従来のノズル方式

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

ノズルの開発が必要であった。

.

清掃作業の簡略化

清涼飲料ディスペンサの飲料ノズルは，炭酸の泡などに
よる飲料の飛び散りがあるため，毎日の分解清掃が必要で
ある。清掃作業は，清涼飲料ディスペンサを設置している

希釈水

シロップ

店舗の店員が清潔なブラシなどを用いて行う。近年では設

飲料

置ロケーションの多業種・多業態化によって店員も多様化

希釈水
（冷水・炭酸水）
ノズル
シロップ
ノズル

しており，毎日の清掃作業を簡単にできることが強く求め
られるようになってきた。

（a）ノズル構造

.

カップ

（b）流れ

開発のコンセプト

既存機種との置換え対応も視野に入れ，業界最小の設置

図

空中ミキシング方式

スペースで多品種の飲料が販売でき，かつ安全・安心でお
いしい飲料を供給可能とすることをコンセプトとした開発

注ぐことで混合を行う。希釈されたシロップがノズル部に

を行った。本稿では，清涼飲料ディスペンサの開発におい

残ることはないため，毎日のノズル洗浄は不要となるが，

て最重要部品である新型ノズルの開発について述べる。開

カップを保持するための機構が必要であり，カップサイズ

発のポイントは次のとおりである。

も制約される。また，飲料特性を出すためのノズルの調整

⑴

空中ミキシング方式による衛生性の向上

などは専門の業者にしかできない作業であり，一般の店員

⑵

省スペースで多種類の販売が可能な構造

が扱う清涼飲料ディスペンサには不向きな方式である。

⑶

ワンタッチ洗浄機能

図

は，2007 年度機から富士電機が業界に先駆けて採

用した空中ミキシング方式のディスペンサ用ノズルである。

新型空中ミキシングノズル

前述のディスペンサ用とカップ式飲料自動販売機用ノズル
の利点を併せ持っている。この空中ミキシング方式のノズ

.

空中ミキシング方式

ルの場合は，希釈液とシロップとの混合が空中で行われる

に従来のノズル方式を示す。清涼飲料ディスペンサ

ため，ノズル内部に希釈シロップの付着がなく，カップ式

の場合，希釈液（炭酸水または冷水）とシロップはノズル

飲料自動販売機と同様に衛生的に優れており，難しい調整

内部で混合される。カップサイズの制約なしに常に安定し

作業も不要である。

図

た希釈比率の飲料を注ぐことができるが，ノズル内に希釈

空中ミキシング方式のノズルは，1 本の希釈液の流れに

されたシロップの成分がわずかに残ってしまうため，毎日

向かって同一シロップの 2 本の流れを合流させることで，

の分解洗浄が必要である。

合流時の接触面積を大きくして流れの中で混合を行ってい

一方，カップ式飲料自動販売機の場合，希釈液とシロッ

ることが特徴である。しかし，この構造の場合，シロップ

プのノズルはそれぞれ独立して配置し，カップの内側の壁

をノズル内で分岐しなければならないため，複雑なシール

面に向けて斜めに吐出される。希釈液はカップ内で渦を巻

構造が必要となる。また，この方式ではスペースの制約に

くようにして注がれ，シロップをその水流に乗せるように

よって，4 種類の飲料までが限界となるため，要求される
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多品種対応 清涼飲料ディスペンサ

多品種販売を実現するために，衛生的に優れた空中ミキシ
ング方式を踏襲しつつ，新しい発想でのノズルの開発が必

本体との結合部

要であった。
.

多品種対応清涼飲料ディスペンサ用新型ノズル

シロップノズル形状およびレイアウト

⑴
図

に，多品種対応清涼飲料ディスペンサ用に開発した

新型ノズルの外観を示す。限られたスペースの中でシロッ
プノズル先端部の断面積を維持しながら 6 品種を販売可能
とするための工夫として，シロップノズルの先端部をス
リット形状の長孔にした。このノズルの場合，6 種類のシ
ロップが縦方向に配置されているため，幅寸法をコンパク

炭酸水ノズル
保持部

トに抑えることができ，並列配置によるさらなるフレー

特集

バーの多様化やレモン風味の添加など，フレーバーのトッ
ピング機能の追加までも視野に入れた構造となっている。
シロップノズル部

シロップは，流れの速い中心部分に引き寄せられて収束し
てしまい，図

図

新型ノズルの一体成型部品

⒜のような一本の流れとなる。この状態で

希釈水と空中で衝突させた場合，衝突時の接触面積が少な

なければならない。これが大きな課題となっていた。この

いため十分な混合が行われない。十分な混合のためには，

課題を解決するため，ノズル先端部分の形状に工夫を加え，

ノズル出口形状と同じ平らな状態のままシロップを飛ばさ

ノズルから吐出された瞬間のシロップに回転方向の力を与
えて流れをねじらせる方式を考案した。これにより，図
⒝のように，シロップを平らな形状のまま，収束させずに
飛ばすことに成功した。シロップ流に加えられた回転力は，
⒞でも分かるように，希釈水との混合を促進させるた

図

めに有効に作用している。
⑵

一体成型技術による構造簡略化

新型ノズルでは，組立およびメンテナンスの作業性を向
上させるため，内部のゴムシールなどを一切なくし，さら
に一体成型技術や最新の樹脂成型技術を導入して，プラス
チック部品の多機能化による部品の徹底的な簡素化を行っ
た。図
希釈水（冷水・炭酸水）ノズル

シロップノズル

に，新型ノズルの一体成型部品を示す。シロップ

ノズル部，炭酸水ノズル保持部および本体との結合という
多くの機能を，一つの部品に集約させたものである。図

図

多品種対応清涼ディスペンサ用新型ノズル

に示す旧型のノズルでは，同様の機能を実現させるために
約 20 個の部品が必要であったが，これを一体成型部品と
することにより，組立およびメンテナンスの作業性を大幅
に向上させた。

.

ノズル洗浄機能

空中ミキシング方式の場合，ノズル内部での混合を行わ
ないため分解洗浄は不要である。しかし，清涼飲料ディス
ペンサはノズルとカップとの距離が近いため，炭酸飲料の
発泡や液面からの跳ね返りによる汚れがノズル側に付着す
ることがあり，毎日の洗浄作業はなくすことはできない。
そこで，ワンタッチで誰でも簡単に，洗浄できる機能を追
加した。
（a）単純形状

（b）先端ねじれ形状

（c）炭酸水との混合

図

にノズルに取り付けた洗浄用のカバーを示す。洗浄

時にこのカバーを下げてノズルを覆い，この状態で炭酸水
図

新型ノズルからのシロップの流れ

を吐出させることでノズル側に付着した飲料を洗い流すこ
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一般的に，管路内の流体の速度分布は中心部分が最も速
いため，単純なスリット形状のノズル先端から吐出された

多品種対応 清涼飲料ディスペンサ

水滴付着
洗浄カバー

（a）炭酸水洗浄後

（a）販売状態の位置

図

（b）洗浄状態の位置

図

（b）冷水洗浄後

洗浄後の水残り

にノズル表面に付着したまま落下せずに残ってしまう現象

洗浄カバー

が発生する。ノズル表面を衛生的に保つためには，洗浄後

特集

に速やかに乾燥させることが重要となるため，ノズル洗浄
タイムチャートの最後に冷水を吐出させて最後に残った炭

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

酸水を流すことで，図 0 ⒝のように，洗浄後の水残りを
なくして乾燥しやすくなるよう工夫した。
このノズル洗浄機能により，ノズルを常に衛生的な状態
に保ちながら店舗での毎日の清掃作業を大幅に簡略化する
ことを可能にした。

あとがき
（a）ノズル洗浄ボタン

（b）洗浄

多品種対応清涼飲料ディスペンサについて述べた。新型
図

ノズルによって，業界最小寸法で，有糖系飲料 6 品種と無

ノズル洗浄ボタンによる洗浄

糖系飲料 3 品種が販売可能な清涼飲料ディスペンサを実現
とができる。店員はこのカバーを洗浄位置にセットした状
態で，図

⒜の有糖ノズル洗浄ボタンを押すだけで毎日の

ノズル洗浄を行うことができる。図

遠藤

ノズル洗浄には主に炭酸水を使用する。炭酸水の場合，
水流に加えて炭酸ガスの発泡作用も加わるため，水だけで
洗浄した場合よりも洗浄効果が大きくなる。しかし，炭酸
ガスの気泡を含んだ炭酸水は全体の体積に対する比重が小
さくなるため，図 0 ⒜のように，表面張力により洗浄後

368（32）

新たな機種の開発に取り組んでいく所存である。

⒝に，洗浄状態を示

す。
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フードサービス機器の開発設計に従事。現在，富
士電機リテイルシステムズ株式会社生産 ･ 開発本
部三重工場設計部担当課長。
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自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術

汎用型食品・物品自動販売機 ｢FNX118NR｣
The General Food and Goods Vending Machine "FNX118NR"
市原

史基 ICHIHARA Shimoto

堀口

剛史 HORIGUCHI Tsuyoshi

富樫

大 TOGASHI Hajime

食品・物品自動販売機市場向けに汎用型食品・物品自動販売機 ｢FNX118NR｣ を開発した。省エネルギー（省エネ）を
進めるとともに，販売商品の汎用性の拡大を行った。省エネ達成のため，品質工学と流体シミュレーション（FLUENT）
を組み合わせて庫内の冷却性能の最適化を行い，従来機に対し，消費電力量を 30 % 削減した。また，構造シミュレーショ
ン（I-deas）により搬出ギアボックスの体積を半減し，商品収納棚を多段にした。さらに，棚段の設定を可能にしたことで

まえがき

よって，電力消費の低減や災害救援機能の充実など社会の
インフラとしてのさらなる対応が急務となり，現在もレベ

国内には，約 30 万台の食品・物品自動販売機が普及し

ルアップへの取組みを続けている。

ており，商品を直接視認して購入できるグラスフロント型

こうした市場要求に応えるための汎用型食品・物品自動

が主流である。近年，オフィスや駅構内における無人化店

販売機として，省エネ，販売商品の高い汎用性を特徴とし

舗や，広告効果を狙った販売ツールとしての自動販売機の

た ｢FNX118NR｣ を開発した。

活用など，その需要は高まる傾向にある。
食品・物品自動販売機には，パン，おにぎり，菓子など

｢FNX118NR｣ の開発の狙いと結果

の食品をはじめ，日用雑貨など形状の異なる幅広い商品群
を対象としており，高い搬出信頼性が求められている。ま

.

た，ランニングコストの低減はもとより，地球規模の環境

開発の狙い

に FNX118NR の外観を， 表

図

に基本仕様を示す。

意識の高まりを受けて CO2 削減や省エネルギー（省エネ）

汎用型食品・物品自動販売機を開発するに当たって大きな

対応の要望が強くなっている。さらに，東日本大震災に

課題は二つあった。一つは，省エネの実現であり，もう一
つは，汎用機として販売対象を広げるため多岐にわたる商

表

「FNX118NR」の基本仕様
項

目

棚段数
セレクション数
収容数
庫内冷却性能
設置環境

図

汎用型食品・物品自動販売機「FNX118NR」

仕

様

6段
18セレクション
180個
弱冷仕様（18 ℃）
屋

内

販売機構

減速エレベータ搬送

商品選択

テンキー式選択ボタン

冷

媒

R134a

寸

法

W856×D837×H1,830（mm）

質

量

260 kg

最大消費電力

201/201 W（50/60 Hz）

断熱ガラス

ペアガラス扉（ヒータレス）

照

明

LED
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We have developed the general-purpose type food and goods vending machine“FNX118NR”for the market of food and goods vending
machines. In addition to advancing the energy eﬃciency of the machine, we have also expanded its product versatility. In order to achieve
energy eﬃciency, we have combined quality engineering and ﬂow simulation (FLUENT) to optimize the internal cooling capability of the
vending machine, and thereby reducing 30 % of consumption compared to conventional vending machines. Also, through structure simulation
(I-deas), we have halved the size of the discharge gearbox and thus increase the number of product storage racks. Moreover, by enabling rack
conﬁguration setting, we can expand the versatility of the vending machine.

特集

汎用性の拡大を実現した。

汎用型食品・物品自動販売機 ｢FNX118NR｣

700
商品収納棚
年間消費電力量（kWh）

600

断熱ガラス
ガラス扉
ヒータ

500

本体断熱層

扉断熱層

照明

400

機械系
300
200
その他
100
0

図

従来機

「FNX118NR」
搬送部

年間消費電力量

取出し口底面

特集

品群に対応できるようにすることである。具体的目標を次

図

内部構造

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

に示す。
⑴

省エネルギー

™年間消費電力量の低減：従来機比 30 % 減

前

後

左

右

グラスフロント型の食品・物品自動販売機で“省
エネ性能 1 位”を目指す。
⑵

汎用性の拡大

™商品収納棚の多段化：4 〜 6 段の可変化
標準は 6 段仕様とし，大型商品の販売需要には 4，
5 段仕様を適用し，小型商品の販売需要には 6 段仕様
を適用して販売品種増，という細かな市場ニーズへの
対応を可能にする。

™商品搬送のソフトハンドリング化
やさしい商品搬送により，破損しやすい商品を販売
背面にダクトを構成し，
商品収納部は後から前の流れ

可能にする。

左右にダクトを構成し，
商品収納部は左から右の流れ

（a）改善前

.

結

（b）改善後

果

消費電力量を従来機比で 34 % 削減して目標を達成する

図

庫内ダクト構造と風回り

と同時に，庫内管理温度の高精度化を実現し，冷熱管理で
の汎用性拡大を達成することができた（図 ）
。

機時の消費電力を除くと，冷却系（圧縮機，防露ヒータ，

また，商品収納棚の棚位置と段数を調整可能な構造にす

庫内ファン）と照明（蛍光灯）が大きな割合を占めること

るとともに，商品をやさしく搬送可能な機構を実現したこ

が分かり，次に示す二つの改善策にターゲットを絞った。
⒜

ダクト構造の最適化による冷却システムの改善

⒝

LED 照明の採用による熱影響の改善

とにより，販売可能な商品群を増やすことができた。

シミュレーションによるダクト構造の最適化

⑴

｢FNX118NR｣ の特徴

従来機と FNX シリーズのダクト構造と風回りを，図
.

に示す。従来機は冷気が背面ダクトから吹き出し，商品搬

全体構成

に示す。冷却庫内は，商

送部の通路を通り，蒸発器へ戻る風回り方式であった。こ

品収納棚のエリアを囲む本体断熱層と，扉側の断熱ガラス

の方式では，ガラスにじかに冷気が当たることが原因でガ

および扉断熱層とで断熱される。商品を収納棚のらせん状

ラス面が冷えてしまうため，防露ヒータが必要となってい

に巻いたスパイラル部材によって収めていて，販売時には

た。本機はグラスフロント型であるため，ガラスの結露に

スパイラルを回転させて搬出し，縦方向の搬送エレベータ

より商品の視認性の悪化を防ぐ防露ヒータは，有効な手段

FNX118NR の内部構造を図

で自動販売機の下部にある商品取出し口に送る構造である。

ではある。その反面，商品温度への悪影響や消費電力量の
増加といったデメリットもある。

.

省エネルギー

また，従来の風回り方式では，商品収納棚の最上段の商

年間消費電力量を 30 % 削減するという大きな省エネ目

品および 2 段目以降の次に販売する商品にのみ冷気が直接

標を達成するために，従来機の消費電力量を分析した。待

当たる構造となっており，それ以外の商品には冷気が直

富士電機技報

370（34）

2012 vol.85 no.5

汎用型食品・物品自動販売機 ｢FNX118NR｣

ス扉の防露ヒータを不要にした。また，通風抵抗が小さく，
風の流れ

改善前

改善後

圧損の少ないダクト構造により，風回りロスの改善と庫内
ファンの小型化を実現した。結果として防露ヒータを削除
でき，冷却ユニットの運転率を抑えることができたため，
消費電力量を低減することができた。
風速
高

⑵

LED 照明の採用
従来機のように発熱量の大きい蛍光灯を庫内照明に使用

（a）平面断面図（商品収納棚 3 段目の風の流れ）

すると，庫内温度が上がる。これを冷やすために，冷却ユ
ニットの運転率が上昇し消費電力量が大きくなる。そこで，
発熱量の小さい LED 照明を採用して庫内の温度上昇を抑
低

え，冷却ユニットの消費電力量を低減した。さらに，1 ユ
ニット当たり 1.2 W の LED ユニットを庫内上部と左側面
にそれぞれレイアウトしたことで，少ない消費電力量でク

特集

リアな視認性を実現した。

.

汎用性の拡大

より大きいサイズの商品を販売できるようにするため，
図

可視化シミュレーションの例

段数の可変化を行った。また，商品への影響を軽減するた
め，搬送のソフトハンドリング化を行った。これらにより，

接当たらない構造であった。そのため，庫内の設定温度

商品の汎用性の拡大を図った。

18 ℃に対して商品温度の均一化が困難であった。さらに，

⑴

商品収納棚の多段化達成のための小型化技術開発

戻り側にダクトはなく，成り行きで冷気を蒸発器に戻す構

従来機の商品収納棚は，上下の棚間位置で制約を受ける

造としていたため，風回りにロスも発生しており，容量の

ため，高さ位置が限定され 5 段固定であった。これに対

大きいプロペラファンが 2 対必要であった。

して，4 〜 6 段の段数を可変の構造とすることで，セレク

風回りの改善を図ることにより，ファンの小型化や冷却
ユニットの運転率の抑制による省エネを図るとともに，設

ション増加へ対応するとともにより大きいサイズでの商品
を販売可能にした。
棚段設定の自由度を向上させるには省スペース化を図り，

定温度の管理範囲を厳密にできると判断した。
具体的には，次の 3 点を重点課題と考え，庫内ダクト構

で，ギアボックスの小型化（対従来機体積比 50 % 減）の

造の最適化による冷却システムの改善を行った。
⒜

上下の棚段同士が制約を受けなくする必要があった。そこ

ガラス面に当たる風量・風速の抑制による，扉ガラ
スの防露ヒータの削除

⒝

高精度な庫内温度管理

⒞

風回りロスの改善による，庫内ファンの小型化

①

①

〈注 1〉

可視化シミュレーション（熱流体解析：FLUENT ）と
②

品質工学（タグチメソッド）を組み合わせ，ダクト構造の

②

最適化設計を行った。ダクトの通風口の形状や大きさ，厚
みや仕切板の有無などの風回りに影響する因子に対して，

③

パラメータの割付けを行い，18 パターンの可視化シミュ
レーションを実施した。図

③

に，シミュレーションの結果

④

の例を示す。矢印の大きさと色は風速を，矢印の本数は風
④

量を示す。そして，シミュレーションの結果から品質工学

⑤

の手法に基づき感度を求め，影響度の高い因子から最適条
件を導き出し，ダクト構造を決定した。

⑥

⑤

FNX118NR では，全商品に冷気を均一にかつ効率良く
当てつつ，ガラス面に当たる風量・風速を最小限に抑える
ために左側面から吹き出した冷気を，右側面から吸い込
み，ダクトを通じて蒸発器へ戻す構造とした（図 ）
。こ
ギアボックスの小型化

れにより，いっそう高精度な庫内温度管理を実現し，ガラ
（a）従来機（５段）

（b）
「ＦＮＸ１１８ＮＲ」
（6 段）

〈注 1〉FLUENT：米国その他の国々における ANSYS, Inc. もしく
はその子会社の登録商標または商標

図

商品収納棚の側面図
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（b）正面断面図（ガラス面の風の流れ）

汎用型食品・物品自動販売機 ｢FNX118NR｣
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（a）縦方向エレベータの構成

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

周期固定

下限のＸパルス前からPWM駆動

スタート

下限
ON duty可変

PWM
IN1
H

IN2

100％

モータ

50％

30％

エンコーダ
パルス
（b）タイミングチャート例（上限⇒下降）

図

縦方向エレベータの構成とタイミングチャート例

。同時に棚を設定するときの作業性
開発を行った（図 ）
を改善するため商品収納棚の軽量化にも取り組み，主要な

直流モータ

部材に樹脂を採用し，構造を簡素にすることにより 1 段当

搬送レール

たりの質量 4.8 kg（対従来機比 50 % 減）を達成した。こ
のような小型化や軽量化において，3D-CAD

商品収納棚

搬送台

の簡易構造

〈注 2〉

解析ツールと I-deas による構造解析を併用して最適形状
を決定した。
⑵

商品搬送のソフトハンドリング
従来機は，商品を縦方向エレベーターで搬送した後に取

センサ２対

出し口へ受け渡す際に，搬送動作中の勢いのまま落下させ
る構造を採っていたため，商品への影響（損傷）が課題と
なっていた。
そこで，商品を受け取って搬送する中で段階的に減速し，
搬送台を低速で傾斜させて取出し口へ導く方式を考案した。

図

搬送部の構造

通常このような場合，ステッピングモータをパルス駆動さ
せる制御を用いるが，制御が複雑になってしまう。本機で

ルス信号を利用して動作軌跡の高さ位置を管理し，PWM

は，縦軸駆動部に直流モータを採用し，エンコーダのパ

（Pulse Width Moduration）によりモータの加減速制御を
行うことにより，シンプルな制御を実現した（図 ）
。

〈注 2〉I-deas：ドイツ Siemens Product Lifecycle Management
Software Inc. の商標または登録商標
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また，従来は販売口まで自由落下する商品を 18 対の
フォトセンサで販売を検知していたが，傾斜する搬送台を

汎用型食品・物品自動販売機 ｢FNX118NR｣

滑る商品を接地面近傍の 2 対のフォトセンサで検知する構
造にした。商品はフォトセンサの検知エリアを低速で通過

市原

史基

するので，通過時間が従来よりも長くなり，フォトセンサ

自動販売機の開発業務に従事。現在，富士電機リ

の削減と検知精度の向上を両立することができた（図 ）
。

テイルシステムズ株式会社生産 ･ 開発本部技術 ･
開発室基盤技術部主任。

あとがき
食品だけを考えても，現在，市場に流通している商品は，

堀口

剛史

形状，保存温度が多岐にわたっている。
“さらなる汎用性

自動販売機の開発業務に従事。現在，富士電機リ

の拡大”
“冷熱機能向上と省エネルギーの両立”を実現す

テイルシステムズ株式会社生産 ･ 開発本部技術 ･

ることは，食品・物品自動販売機市場の拡大につながる。

開発室基盤技術部。

今後も市場ニーズを見極めながら，ユーザ要求に沿った食
品・物品自動販売機の製品化に取り組んでいく所存である。

特集

富樫

大

自動販売機の開発設計に従事。現在，富士電機リ
場設計部主任。
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テイルシステムズ株式会社生産 ･ 開発本部三重工

特集

自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術

デジタルサイネージ自動販売機 ｢JX34｣
Digital Signage Vending Machine "JX34"
横田

義剛 YOKOTA Yoshitake

武藤

健二 MUTO Kenji

後藤

友宏 GOTO Tomohiro

近年，液晶ディスプレイや発光ダイオードを用いたデジタルサイネージ（電子看板）が活発に展開されている。この技術
を取り入れ，従来にない快適性と利便性を持つデジタルサイネージ自動販売機「JX34」を開発した。従来は飲料サンプル
展示部であった自動販売機前面に，タッチパネル付きの液晶ディスプレイを配置したことにより，商品を選択する機能だけ
でなく，広告や商品情報などの発信が可能となった。利用者の性別や年齢層を識別するカメラおよびネットワーク通信機器

特集

などを搭載したことによって，これまでの自動販売機では成し得なかった利用者とのコミュニケーションが実現できる。

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

In recent years, there has been a vigorous expansion in digital signage employing liquid crystal display and light-emitting diodes.
Incorporating this technology, we have developed digital signage vending machines“JX34”with unprecedented amenity and convenience. By
allocating liquid crystal display with a touch-panel on the front face of vending machine which was used as a sample display case previously,
we enable this area to be used not only for selection of products, but also for displaying advertising and product information. Through the
installation of equipment such as a camera system, enabling distinguishing a user’
s age group and sex, and network communication devices,
we have achieved a level of communication with users never before possible for vending machines.

まえがき

に，屋外でも視認可能な高輝度の 47 インチ大型液晶ディ
スプレイ（LCD）を用いている。さらに屋外環境に強い

近年，都市部の公共スペースなどに液晶ディスプレイ
（LCD）や発光ダイオードを用いたデジタルサイネージ

静電容量方式のタッチパネルを LCD の前面に備えること
で，押しボタンによる商品選択をなくした。

（電子看板）が活発に展開されている。この技術を取り入

これにより，販売する飲料商品の銘柄を高精細な画像で

れ，駅構内において従来にない快適性と利便性を持つ自動

展示するだけにとどまらず，その展示位置を選択ボタンと

販売機として，量産機では初となる本格的なデジタルサイ

ともに画面上で自由自在にレイアウトすることができる。

ネージ自動販売機 ｢JX34｣ を開発した。

さらには，これまでの自動販売機ではまねのできない広告
画面をはじめとしたさまざまな演出や情報を利用者に提供

開発の背景と狙い

することができる。
また，商品販売価格などの設定や搭載機器の状態チェッ

駅構内は，非常に多くの人が往来することから，そこに

クなどの自動販売機の管理用にも LCD を活用できる。

設置した飲料自動販売機は，一般的な街中での設置に比べ
て中身商品の売り上げが数倍から数十倍にも高くなる。そ

図
表

にデジタルサイネージ自動販売機 JX34 の外観を，
に主な仕様を示す。

の駅構内を主な設置場所とし，売り上げを飛躍的に向上さ
せることを目的として JX34 の開発に着手した。顧客をは
じめ，搭載機器メーカー，映像コンテンツメーカーなど他
業種各社との共同開発により，JX34 は自動販売機の利用
者と，これまでにない豊かなコミュニケーションが実現で
きる。近年脚光を浴びるデジタルサイネージ技術の導入や
利用者の属性を識別するカメラを搭載することにより，利
用者に合わせた親近感のある情報提供を可能にした。その
ほかにも数々の高付加価値機能で富士電機の技術力を業界
に広くアピールするとともに，今後に向けた自動販売機の
新たな方向性を示して業界の活性化にも貢献する。

製品の特徴
.

デジタルサイネージ

従来の自動販売機では，飲料商品のパッケージを模した
サンプルの展示空間でしかなかった前面のディスプレイ部
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図

デジタルサイネージ自動販売機「JX34」

デジタルサイネージ自動販売機 ｢JX34｣

表

デジタルサイネージ自動販売機「JX34」の仕様
項

目

仕

商品展示

様

47インチ液晶ディスプレイ

商品選択方式

タッチパネル式

多用したデザインを採用した。これにより，これまでの自
動販売機の概念から一歩踏み出し，見る者に新鮮な印象を
与える造形や色彩感を持つものとなり，顧客の期待にも十
分に応えるものとなった。
また，47 インチの大型 LCD を搭載するため，従来の自

商品種類

34種類

収容・
販売方式

サーペンタインラック（30コラム）
＋直積みラック（4コラム）

収容本数

672本（250 ml細缶換算）
512本（350 ml太缶換算）

庫内冷熱

ホット&コールド（左室，中室）
，コールド専用（右室）

冷熱装置

レシプロコンプレッサ（冷媒R134a）
ヒートポンプ+シーズヒータ

売装置としてサーペンタインラックと呼ぶ蛇行式商品収納

外形寸法

動販売機より一回り大きく，デザインの新規性と合わせ大
きなインパクトを持つものとなった。

.

販売商品のバラエティ

缶・ボトル飲料自動販売機では，一般的に商品収納・販
庫を搭載している。サーペンタインラックは，信頼性や収

量

517 kg

容効率などにおいて既に成熟したものであるが，いまだに

電

源

単相100 V 50/60 Hz
（コンセント容量15 A×2系統）

販売できる容器の形状には制約も多い。そのため飲料メー

主要搭載機器

720/730 W
Suica* リーダ/ライタ，顔検出カメラ，近接検知センサ，
スピーカ，モバイルコミュニケーションリーダ/ライタ

＊Suica：東日本旅客鉄道株式会社の商標または登録商標

カーによっては同一銘柄の飲料の容器を，自動販売機用と
対面販売用に分けて対応していた。JX34 ではサーペンタ
インラックに加え，紙パック飲料の販売を主眼に開発した
直積み式ラックをベースに改良を施したラックを 4 銘柄分
搭載している。これにより，対面販売用の特殊形状飲料
ペットボトルも扱えるようになり，自動販売機そのものの

.

利用者の属性の識別

新規性に加え，搬出されてくる商品までもがこれまでの自

JX34 の正面上部には，スモークレンズの窓の中にカメ

動販売機とは異なる意外性を与えるものになった。

ラを備えている。カメラは人の顔を捉え，これと併用する
赤外線センサとともに人が自動販売機に近づいてきたこと

主要開発アイテム

を感知して，LCD の表示を“遠隔モード”と呼ぶ広告画
面を含む各種情報発信画面から，
“近接モード”と呼ぶ自

.

映 像 用 コ ン ト ロ ー ラ お よ び タ ッ チ パ ネ ル 付 き LCD

動販売機本来の販売商品展示画面に直ちに切り替える。カ

の開発

メラが捉えた人の顔から性別と年齢層を識別し，その情報
を利用して最大 34 種類の販売商品の中から利用者ごとに

⑴

“おすすめ商品”を画面上でアピールして購入を促す。
また，識別情報とともに実際に購入された商品や時間帯
などを記録して，貴重なマーケティング情報を蓄積するこ

映像用コントローラ
今回，季節，時間帯，環境に応じてタッチパネル付き

LCD に表示する映像や商品の切替えを行うための操作・
表示制御部として，映像用コントローラを搭載した。

ともできる。

.

に JX34 の制御部の構成を示す。

図

映像用コントローラと自動販売機マスタが役割を分担す

ネットワーク

電子広告の素材（コンテンツ）を配信するため，JX34

自動販売機部

デジタルサイネージ部

ユーザ I/F

〈注 1〉

は，高速モバイル通信である WiMAX により，ネットワー

リモコン

クに接続している。これにより，商品のパッケージ入替え

タッチパネル
付き LCD

商品
搬出部

やキャンペーン告知がタイムリーに実施でき，同時にマー

スピーカ

ケティング情報の収集ができる。また，災害時の飲料の緊

販売制御

急無料提供も可能である。

WiMAX ＊1
モデム

冷熱制御

さらに，電子マネーの決済端末に加えて，携帯電話と双

冷却 /
加熱部

方向通信を行うモバイルコミュニケーションリーダ/ライ

自動
販売機
マスタ

映像用
コント
ローラ

WiMAX
網

UPS

タを搭載し，キャンペーンサイトへの誘導や，利用者へ電

モバイル
コミュニケーション
リーダ / ライタ

Suica ＊2
リーダ / ライタ

子おまけを提供するなどの新たなコミュニケーションを可
紙幣識別

能にした。

コイン
識別

.

サーバ

アンテナ

顔検出カメラ
カメラ
PC
近接検知カメラ

製品デザイン
＊1
＊2

JX34 には，黒色のアクリルパネルやゆるやかな曲面を
〈注 1〉WiMAX：WiMAX Forum の商標または登録商標

図

WiMAX：WiMAX Forum の商標または登録商標
Suica：東日本旅客鉄道株式会社の商標または登録商標
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消費電力

特集

W1,460×D875×H1,950（mm）

質

デジタルサイネージ自動販売機 ｢JX34｣

ることで，従来の組込用コントローラのみを搭載した場合
と比較して，個々のコンテンツ表現力の向上と画面全体を

遠隔モード

近接モード

使用した商品訴求を可能にした。さらに映像用コントロー
〈注 2〉

ラに Windows ベースの OS を採用することで，デジタル

商品選択

近接センサ

サイネージに必要とされる周辺機器（タッチパネル付き

遠隔表示

陳列表示

決済結果

決済表示

搬出表示

〈注 3〉

LCD，カメラ，FeliCa モバイルコミュニケーションリー
ダ/ライタなど）との接続容易性を実現している。
⑵

表示終了
決済キャンセル

自動販売機搭載用タッチパネル付き LCD

タッチパネル付き LCD は，自動販売機として離れた位

購入感謝
表示

表示終了

置から販売商品を視認できること，および直射日光などの
外来光からの影響を最小限にするため，タッチパネルの表
面に反射防止のための AR（Anti-Reﬂection）処理を施し，

図

サイネージ画面の状態遷移図

写り込みの低減を図った。さらに，液晶画面には反射透過

特集

型ディスプレイを採用し，外来光も光源として利用するこ
とで，全て自発光で実現させる方式と比較し，低消費電力

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

化を実現した。
.

オブジェクト
間通信
サーバ

サイネージ・アプリケーションインタフェース

デジタルサイネージ自動販売機では，顧客の要望に沿っ

販売系

オブジェクト

オブジェクト

自動販売機アプリケーション

た画面の開発および自動販売機との連動した応答性が重要
となる。そこで，PC アプリケーションの開発期間を短縮

PC 間
通信

するとともに，従来の自動販売機の制御の信頼性や応答性

リモコン

…

金銭機器
制御

電子マネー
制御

通信ドライバ

を保持するために，サイネージ・アプリケーションインタ

OS

フェースを開発した。
図

管理系

に JX34 のソフトウェア構成を，図

ハードウェア

にサイネージ

画面の状態遷移図を示す。
自動販売機で発生するイベントは，物理インタフェー

図

自動販売機ソフトウェアのブロック図

スと自動販売機ライブラリを介して PC アプリケーション
に通知され，図

に示す各状態の画面制御は，PC アプリ

トの関連付けを行う。

ケーションが制御している。
図

自動販売機ライブラリを介し，自動販売機の各オブジェク

に，サイネージ・アプリケーションインタフェー

これによって，PC アプリケーションは，自動販売機ラ

スの自動販売機ソフトウェアのブロック図を示す。PC 間

イブラリを使用することであたかも各オブジェクトが PC

通信は，PC との通信制御全般を行う。これに対し，オブ

上にあるかのように制御でき，自動販売機との通信を意識

ジェクト間通信サーバは，PC アプリケーションに対して

せずに開発できるようになった。

.
自動販売機マスタ

映像用コントローラ

高輝度大型 LCD の搭載技術

高輝度 LCD を自動販売機に搭載するに当たり，反射透
過型にあっても LCD からの発熱量が大きいため，LCD 自

PC アプリケーション
自動販売機
ソフトウェア

体の冷却手段や，太陽光による自動販売機の扉内部の温度
上昇，さらに夏場は LCD や映像 PC から出る排熱が扉内

自動販売機
ライブラリ

その他の通信
ライブラリ
OS

にこもることによる他の搭載電装品への熱影響を考慮する
必要があった。
LCD は，自らの発熱や太陽光によって表面温度が 80 ℃
を超えるとブラックアウトと呼ばれる画面異常が発生す

物理インタフェース

る。LCD を冷却するために，その左右に吸気用ファンと
排気用ファンを配置した。これにより LCD 内部に画面幅

図

ソフトウェア構成

に渡って均質な横方向への冷却風の流れを作って対応した。
しかし，それだけでは自動販売機の扉内部で高温の空気が

〈注 2〉Windows ：米国 Microsoft Corporation の米国およびその他
の国における商標または登録商標
〈注 3〉FeliCa：ソニー株式会社の商標または登録商標
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循環するだけとなり，冷却性能が確保できない。吸排気の
経路と開口部を設ける必要が生じるが，自動販売機の外観
デザインに影響しないことが前提となる。

デジタルサイネージ自動販売機 ｢JX34｣

そこで，外気吸込み用のダクトと，LCD の排熱を自動

この結果，真夏の条件下でも目標とした 50 ℃以下になり，

販売機外部へ排出するダクトとを，自動販売機扉の両側面

屋外設置型自動販売機への大型 LCD，および関連機器の

に沿って機体の下部まで設け，冷却ユニットの吸排気口を

搭載を実現した。

利用して開口部を設けた。
具体的には，自動販売機内部にはダクトをレイアウトす

あとがき

るスペースがないため，扉両側面の筐体（きょうたい）補
強フレームの内部を吸排気経路とする気流循環ダクト内蔵

デジタルサイネージ自動販売機は，2010 年 8 月に東京
の品川駅に初めて設置され，2011 年から首都圏の主要駅

口から LCD に外気（冷気）を送るとともに，LCD から排

に順次設置が進み，駅構内ではよく見かけられるように

出された高温の空気は吸込み側とは対面側の扉内ダクトを

なってきた。設置開始当初は，テレビをはじめとしたマス

通って再び扉下部へ誘導することができた（図 ）
。さらに，

メディアにも多く取り上げられ大きな反響を得た。中身商

扉下部から排出される空気は，自動販売機本体（外箱）の

品を購入する利用者にも好感を持って受け入れられ，売上

下部に搭載された冷却ユニットの横に設けた専用の外箱ダ

本数がこれまで駅構内の同様のロケーションに設置された

クトから自動販売機背面に排出され，吸気と排気が混じり

自動販売機の数倍に達しているところもあると聞く。

合うことなく，LCD の温度を規定値以下に維持できる。

今後も，電力消費の低減や災害救援機能の充実など，社
会のインフラとしての調和と貢献へのさらなる取組みを続
けるとともに，世の中の変化を的確に捉え，市場ニーズを

60 ℃程度まで上昇し，各種搭載機器の動作に支障をきた

先取りする開発によって，自動販売機業界全体の活性化に

す。温度上昇を抑制する手段として，商品取出口からも外

貢献していく所存である。

気を吸い込む経路を設け，LCD のダクトに合流させるこ
とで扉内部にも気流を作り出した（図 ）
。
これらの対策により LCD の温度上昇を抑えると同時
に，自動販売機扉内部の温度上昇を平均 7.6 ℃に抑制した。

横田

義剛

飲料自動販売機の開発に従事。現在，富士電機リ
テイルシステムズ株式会社生産・開発本部三重工
場設計部担当課長。

LCD

武藤
冷気

健二

自動販売機全般機種の開発に従事。現在，富士電
機リテイルシステムズ株式会社生産・開発本部三

暖気

重工場設計部主任。
映像 PC
商品取出し口

後藤

友宏

飲料自動販売機の開発に従事。現在，富士電機リ
テイルシステムズ株式会社生産・開発本部三重工
場設計部主任。

外気吸入口

図

扉内部の風循環図
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次に，自動販売機の扉内部温度は，太陽光や LCD を
制御するための映像 PC からの発熱により，放置すれば

特集

型扉筐体を新たに開発した。これにより扉正面下部の吸気

特集

自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術

セールスプロモーションマシン
Sales Promotion Machines
柴田

義人 SHIBATA Yoshito

吉野

正洋 YOSHINO Masahiro

石原

雄大 ISHIHARA Yudai

近年，電子媒体のインターネットやモバイル機器を使う広告が多くなっており，デジタルサイネージ（電子看板）が注目
されている。自動販売機の技術とデジタルサイネージ技術を組み合わせ，新たな広告・プロモーションを実現する，セール
スプロモーションマシンを開発した。
市場導入に際して凸版印刷株式会社と共同で進めた“サンプリン”は，常設型で双方向のコミュニケーションが可能であ

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

In recent years, advertising using the digital media of the internet and mobile devices has become widespread, and digital signage has
gained a lot of attention. Combining automatic vending machine technology and digital signage technology, we have developed a sales promotion machine that makes new forms of advertising and promotion possible. “Samplin”
, which we developed in collaboration with Toppan
Printing Co., Ltd. at the time of introduction to the market, is a permanent in-store ﬁxture capable of interactive communication and can
prompt consumers to visit stores by oﬀering them advantageous opportunities.

まえがき

セールスプロモーションマシンの開発の背景と
狙い

近年，モバイル機器やインターネット環境の急激な成長
セールスプロモーションマシンの外観を図

により，ネットショッピングが定着し，消費者の購買手段
に示すように，6 兆

に大きな変化をもたらしている。図

な仕様を表

に，その主

に示す。

円規模といわれる国内の広告市場においても，主力であっ

市場への導入に際しては，新聞折込みチラシの電子化

たマスコミ四媒体の新聞・雑誌・ラジオ・テレビを使った

（電子チラシ）を主軸とした電子媒体事業を推進する，凸

広告から電子媒体のインターネットやモバイル機器を使っ

版印刷株式会社のビジネスモデルがセールスプロモーショ

⑴〜 ⑶

た広告へと大きく変化をみせている。

ンマシンの基本仕様とマッチした。そのため，凸版印刷株

広告市場の約 40 % を占めるプロモーションメディア
広 告 に お い て も デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ（ 電 子 看 板 ） が 注

式会社の運営する会員向けサービスの機材として共同開発
を行った。

目 さ れ て い る。 そ こ で 人 手 を か け な い 試 供 品 配 布 と し

セールスプロモーションの一つの手段である試供品の配

て，自動販売機のコア技術である商品の貯蔵・販売技術
とデジタルサイネージ技術を組み合わせて新たな広告・
〈注 1〉

プロモーションを実現する，セールスプロモーション

ＡＲ用カメラ

マシンを開発した。

ＡＲ用
ディスプレイ

媒体別広告宣伝費の伸び率
30
10

−20

4.9
−11.5 −14.3

1.2

−11.6 −10.2
−18.6

−11.8

商品取出し口

プロモーション
メデイア広告費

インターネット
広告費

衛星メディア
関連広告費

テレビ

ラジオ

−25.6

雑誌

新聞

マスコミ
四媒体広告費

総広告費

−30

図
構成比
11.4 5.1
（%）
2.3

デジタル
サイネージ用
ディスプレイ

会員コミュニ
ケーション部

0
−10

視聴率取得用
カメラ

商品陳列部

2007 年
2008 年
2009 年

20
（%）

特集

り，消費者にお得な体験を提供することで来店を促進できる。

29

11.9

セールスプロモーションマシン

39.1

1.2

出典：株式会社電通「2009 年日本の広告費」
http://www.dentsu.co.jp/books/ad̲cost/2009/media.html

〈注 1〉セールスプロモーション：生産者（企業）が生産した製品を消
費者に知ってもらい，購入につなげるための促進活動のこと
である。例えば，テレビや新聞などを使った広告や街頭キャ

図

日本の広告費
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ンペーンなどがある。

セールスプロモーションマシン

表

セールスプロモーションマシンの仕様
項

形

目

仕

式

に送信される（図

様

〈注 2〉

ションマシンにかざす（図

15インチタッチパネル液晶ディスプレイ

デジタルサイネージ

を受け取ることができる（図

32インチ液晶ディスプレイ
*1

認証機能

⒟

*2

QRコード リーダ，FeliCa リーダ

庫内冷熱

屋

配布種類

［商品寸法

⑤）
，会員が回答する（図

⑥）
。

ト（配布数量，アンケート結果，マーケティング情報

最大で6種類

商品収容数

④）
。

これらの情報を，クライアントに対して実施レポー

⒠

内

③）ことにより，試供品

後日，試供品についてのアンケートメールが送付さ
れ（図

常温専用

設置環境

②）
。

会員は，取得した QR コード をセールスプロモー

⒞

SPM20-T

接客機能

会員登録後，試供品交換用の QR コードが携帯電話

⒝

など）として報告する（図

700個
L100×W67×T23（mm）
］

⑦）
。

上述のようなセールスプロモーションマシンの運用によ
り，次の三つの料金をクライアントが支払うというもので

販出機構

単列積みスライド式プッシャ押出し方式

制御方式

PC（Windows XPe*3）
＋専用コントローラによる分散制御システム

⒜

アンケート結果やマーケティング情報の情報提供料

外形寸法

W830×D648×H2,000（mm）

⒝

デジタルサイネージの広告料

⒞

会員登録者に試供品（食品・雑貨など）を提供する

305（kg）

源

単相100 V，50/60 Hz，15 A

消費電力
照

際の商品配布料

180/180 W

明

LED（ディスプレイ部・販売口）

その他搭載機器

製品の特徴

UPS，スピーカ2ch×2

＊1 QRコード：株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標
＊2 Felica：ソニー株式会社の商標または登録商標
＊3 Windows XPe：米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商標ま
たは登録商標

.

システム構成

ハードウェア構成

⑴
図

にハードウェア構成を示す。2 台の組込み型 PC を

布は，街頭で不特定多数の人に行うのが一般的である。こ

搭載し，機能と負荷の分散化を図ったことが特徴である。

れに対しセールスプロモーションマシンは，消費者ター

セールスプロモーションマシン制御部の主な機能は，商品

ゲットを絞った試供品の配布による高い販促効果と，そこ

搬出，電源監視など機器全体のシステム管理である。デジ

から得られる消費者ニーズのフィードバックにより，精度

タルサイネージ制御部はディスプレイなどデジタルサイ

の高いマーケティング情報を得ることを狙ったものである。

ネージ関連機器で構成し，主な機能は会員認証・デジタル
サイネージ管理である。商品搬出部などに自動販売機の部

サンプリン

を用いた広告モデル

品を活用することでメンテナンス性の向上を図っている。
⑵

図

ソフトウェア構成

に凸版印刷株式会社が展開する，セールスプロモー

ションマシン“サンプリン”を用いた広告モデルを示す。
⒜

試供品の配布を希望する場合，消費者は携帯電話か

セールスプロモーションマシン制御部

らサーバに空メールを送信し，返信メールのガイダン
スに従い，携帯サイト上で会員登録を行う（図

デジタルサイネージ制御部
（ユーザＩ/Ｆ）
コンテンツ映像

商品展示部
ＬＥＤ照明

①）
。

自動販売機
マスタ

スピーカ

①会員登録（携帯サイト）
⑦実施
レポート報告
情報提供料

商品搬出

②QR コード発行

リモコン

⑤アンケート依頼
サーバ

システム
管理ＰＣ

会員認証・
デジタル
サイネージ
管理ＰＣ

15 インチ
タッチパネル
液晶ディスプレイ
スピーカ
＊2

⑥アンケート回収

FeliCa リーダ
＊1

広告依頼

デジタル
サイネージ

クライ
アント 広告料

ＱＲコード
リーダ

③会員認証
QR コード＊1
FeliCa＊2

コンテンツ映像
42 インチ液晶
ディスプレイ

UPS

FeliCa リーダ

携帯電話
試供品提供
商品配布料

④試供品搬出

試供品
箱詰め

試供品

凸版印刷
株式会社

セールス
プロモーション
マシン

ＡＲ用
カメラ

32 インチ液晶
ディスプレイ

サンプリン
会員

＊1 QR コード：株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標
＊2 Felica：ソニー株式会社の商標または登録商標

図

ハード構成

＊1 QR コード：株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標
＊2 Felica：ソニー株式会社の商標または登録商標

〈注 2〉QR コード：株式会社デンソーウェーブの商標または登録商

図

サンプリンを用いた広告モデル

標
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量

電

特集

質

ある。

セールスプロモーションマシン

試供品配布の消費者ターゲットを絞り込むと同時に，会
＊1

員へのプレミアム感を高めることを目的として，QR コー

Flash コンテンツ

〈注 4〉

各種システム監視
アプリケーション

Ruby アプリケーション

QR コードリーダ
通信ライブラリ

うにした。会員認証により，試供品の種類や個数などを限
定し配布を行うことができる。

＊2

自動販売機通信
ライブラリ

ドリーダや FeliCa リーダを搭載して会員認証を行えるよ

UPS 通信
ライブラリ

⑵

簡易アンケート機能
期間イベントなどでのマーケティングデータの収集方法

OS

＊1 Flash：アドビシステムズ社の商標または登録商標
＊2 QR コード：株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標

として，事前の会員登録による運用以外にタッチパネル液
晶ディスプレイを使用した選択式の簡易アンケート機能を
設けた（図 ）
。アンケート内容は，ロケーションや試供

図

ソフトウェア構成

品などにより変わるため，変更が容易にできる必要がある。
そこで，アンケート関連ファイルをフォルダにまとめてお
き，そのフォルダの入替えだけでアンケート内容の変更を

特集

可能にした。
サンプリンの付加機能

⑶

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

サンプリンでは，消費者への訴求を高めることを目的に，
いくつかの独自の付加価値機能を実現している。
デジタルサイネージ機能

⒜

サイネージ用ディスプレイに商品広告とは別に，天気
予報や料理レシピなどの情報番組を放映する。
⒝

視聴率情報取得機能（顔認証）
デジタルサイネージの視聴者映像から，視聴者数・視

聴時間・性別・年齢情報を取得し，視聴率を集計する。
ネットワーク機能

⒞

デジタルサイネージのコンテンツ入替えやマシン管理
図

メンテナンス画面イメージ

は，管理サーバと高速モバイル通信網を利用したネット
ワークを通じて行い，データ収集をリアルタイム化して

にソフトウェア構成を示す。会員認証やアンケート

図

いる。
〈注 5〉

をはじめとするコンテンツなどは，設置先での入替えを容

⒟

AR 機能

易にするため，カスタマイズ性に優れたものにする必要が

試供品（箱）のマーカ印刷を付属カメラにかざすこと

あった。そこで，プログラム言語には，テキスト処理・

により，会員の映像に 3D アニメーションや商品情報を

ファイル操作・システム管理に優れ，可読性やメンテナン

AR 用ディスプレイに付加して表示し，商品を訴求する

ス性が高く，組込みソフトウェアの分野で高い支持を得て
いる Ruby 言語を採用した。主な特徴は次のとおりである。
Ruby アプリケーション

⒜

アンケート機能に代表されるタッチパネル液晶ディス
〈注 3〉

プレイの画面制御（Flash コンテンツ）や自動販売機マ
スタ，QR コードリーダ，無停電電源装置（UPS）など
との通信を行う。
⒝

メンテナンス性
PC ログ，アンケートなどのデータ収集，プログラム

の書き換え，各種 PC ファイルの取得などの頻繁な日常
作業は，タッチパネル液晶ディスプレイの画面上での操
作を可能とし，メンテナンス性の向上を図っている（図
）
。

.

⑴

機

図

能

アンケート画面イメージ

会員別配布機能
〈注 5〉AR（Augmented Reality：拡張現実）
：実際の映像と CG で

〈注 3〉Flash：アドビシステムズ社の商標または登録商標

作られた画像をリアルタイムに合成し，情報を提供する技術

〈注 4〉Felica：ソニー株式会社の商標または登録商標

をいう。
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。
（図 ）

品が重心の影響を受けずに落下可能となる位置まで保持す
るガイド部品を設けた。そのガイド部品を開放することで，

.

商品を自然落下させる搬出機構にした（図 0）
。

デザイン

図 11 に搬出機構の動作フローを示す。商品を押し出し

セールスプロモーションマシンは，従来の自動販売機と
は異なり，商品の販売ではなく新たな広告媒体として消費
者への商品訴求を目的とした製品である。そのため外観デ
ザインは製品キャラクター“サンプリン”をイメージさせ，

押出し部品

製品の好感度の向上や口コミによる情報の拡大を狙いとし
た。また，運用に合わせて外観デザインを容易に変更でき
るよう，モジュール構成とし，現地での交換を可能にした
ガイド部品

（図 ）
。
.

商品搬出機構

特集

本製品で配布する試供品は，菓子類から化粧品や日用品
まで多岐にわたっているため，搬出機構は不定形な試供品
図

搬出機構

式の搬出機構を採用し，試供品を定形の箱に入れることで
汎用性と収容効率の向上を両立させた。
押出し部品

不定形の試供品を定形の箱に入れたもの（商品）は，重
商品

心位置が異なる。商品を安定した姿勢で搬出するため，商

商品

ガイド部品

図
図

①待機状態

②搬出時まで商品を保持

③2 個搬出の防止と
商品姿勢の安定

④商品を整列

搬出機構の動作フロー

AR 機能イメージ

搬出位置
外郭化粧
モジュール

モニタモジュール

（a）直線動作

外郭化粧
モジュール

電照板モジュール

図

回転動作を加える
ことで押し出す
ストロークを増幅

セールスプロモーションマシン本体

モジュール構成

（b）直線動作＋回転動作

図

押出し部品の動作
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に対応可能な高い汎用性が求められた。そこで，直積み方

セールスプロモーションマシン

た（図 1 ②）後，押出し部品を先端側でせり上げること

現に貢献していく所存である。

で，次に搬出する商品を保持し（図 1 ③）
，2 個搬出して
しまうことを防止すると同時に，商品を傾斜させることに

参考文献

。
より，収容部内の商品を整列できるようにした（図 1 ④）

⑴

さらに，押出し部品の動作に直線動作だけではなく回転

2010デジタルサイネージソリューション市場. 株式会社矢

動作を加えることで，商品を押し出すストロークの増幅を

野経済研究所, 2010, 245p.
⑵

実現した。図 2 に動作過程を示す。
これらの工夫により，搬出機構の小型化を実現し，収容
効率の向上を達成した。

デジタルサイネージ市場総調査2011. 株式会社富士キメラ

総研, 2010.
⑶

2009年日本の広告費. 媒体別広告費. 株式会社電通.
http://www.dentsu.co.jp/books/ad̲cost/2009/media.html,

.
（参照 2012-05-11）

セールスプロモーションマシンの成果
2010 年 1 月の生産開始以降，首都圏を中心に大手小売

特集

りチェーン 40 店舗に設置展開を行った。そこでの会員ア
ンケートの結果から“高い利用意識”
“集客力”
“売り上げ

柴田

義人

自動販売機 ･ 新商品開発に従事。現在，富士電機
リテイルシステムズ株式会社生産 ･ 開発本部技術

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

･ 開発室マネージャー。日本機械学会会員。

効果”が認められ，セールスプロモーションマシンを使っ
た試供品配布ビジネスが受け入れられたと判断している。

あとがき

吉野

正洋

自動販売機の開発業務に従事。現在，富士電機リ

本稿では，新たな広告・プロモーションを実現するセー

テイルシステムズ株式会社生産 ･ 開発本部三重工
場設計部。

ルスプロモーションマシンについて述べた。確立した技
術・ シ ス テ ム を 自 動 販 売 機 あ る い は 富 士 電 機 の 製 品 に
フィードバックすることで，新規市場への参入のみならず，
既存の事業製品に新たな価値を創造し，市場の活性化に貢
献できるものと確信する。
今後は異業種技術との融合を進め，日本国内にとどまら
ず海外までも視野に入れた，潜在需要の喚起につながる製
品を開発し，市場へ展開することにより，豊かな社会の実
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石原

雄大

自動販売機の開発設計に従事。現在，富士電機リ
テイルシステムズ株式会社生産 ･ 開発本部三重工
場設計部。

解

説

解説 1

庫 と 室

p.346

自動販売機における構造の呼称に，
“庫”と“室”があ
庫

る。図の缶・ボトル飲料自動販売機を例に，これらを示す。
⑴

庫
温度管理の対象となる商品を収容するスペースを表す

（破線内）
。
右室

中室

室

左室

⑵

冷却と加熱を制御・管理する区分を表し，主に“左室”
“中室”
“右室”に分かれている。冷却，加熱の目的に応じ
て“冷却室”
“加熱室”と呼ぶ。季節により，冷却室と加
熱室の数を変えることで，購入者の利便性を向上させる。

正

解説 2

缶・ボトル飲料自動販売機の構造

ハイブリッドヒートポンプ方式

p.346

ハイブリッドヒートポンプ方式は，庫内の熱と庫外の熱

冷却室から吸収した熱を加熱室で利用する（A1 → A2

を切り替えて利用する熱交換器を持ったヒートポンプ方式

部分）
。

。
である（図 ）

⑵

図

解説

図

面

に示すように，冷却室が冷却停止の時でも，ヒート

庫内外ヒートポンプ
庫外から吸収した熱を加熱室で利用する（B1 → B2 部

ポンプ運転ができるというメリットがある。

分）
。

⑴

⑶

庫内間ヒートポンプ

ハイブリッドヒートポンプ
庫内間ヒートポンプ と 庫内外ヒートポンプの両方の機

能を併せ持ったヒートポンプシステムをいう。

加熱室

冷却停止

冷却停止

加熱

冷却中

A2

冷却室
冷却中

加熱

A1

B2

A2
B1

（a）庫内間ヒートポンプ

図
図

A1

B2

B1

庫外

（b）庫内外ヒートポンプ

運転の切替えイメージ

熱の移動
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解

説

解説 3

GWP と TEWI

■ GWP（Grobal Warming Potential：地球温暖化係数）

p.361, 364
〔定義式〕
TEWI＝直接影響 + 間接影響
直接影響＝ GWP × L × N ＋ GWP × M ×（1−α ）

地表から放射された赤外線の一部を吸収することで温室
効果をもたらす温室効果ガスについて，CO2 を基準（=1.0）

間接影響＝ N × E ×β

としてその影響の度合いを示すものである。数値は，小さ

GWP： 1 kg 当たりの CO2 基準の温暖化係数

いほど温室効果が少ないことを意味している。

積分期間 100 年間（kg-CO2/kg）
L： 機器からの年間漏れ量（kg/年）
N： 機器の運転年数（年）

■ TEWI（Total Equivalent Warming Impact： 総 合 等

M： 機器への充塡量（kg）

α ： 機器廃棄時の回収率

価温暖化因子）

E： 機器の年間エネルギー消費量（kWh/年）

β ： 1 kWh の発電に要する CO2 発生量（kg-CO2/

対象機器の評価において，直接影響と間接影響の二つの

解説

観点を適用する。

kWh）
［出典：日本フルオロカーボン協会，用語集，http://

直接影響は，温室効果ガスの漏れによる温暖化影響を

www.jfma.org/yougo.html,（参照 2012-06-21）
］

意味する。温室効果ガスの漏れた量に応じた温暖化影響
は，同等の温暖化影響をもたらす CO2 の相当量として数
値化される。CO2 の相当量は，温室効果ガスの漏れた量に
GWP を乗じることで算出できる。
間接影響は，電力消費による温暖化影響を意味する。

解説 4

BIB（Bag in Box）

p.365

ワンウェイで使用する段ボール箱に入ったバッグをいう。
チューブ付きのバックからチューブポンプなどの定量吐

冷蔵庫

出ポンプの吸引力を利用して，ウーロン茶やコーヒーなど

トレイ
BIB

の飲料シロップを引き出して圧送し，カップに注ぐ。

チューブポンプ

図

富士電機技報

384（48）

2012 vol.85 no.5

BIB とチューブポンプ

略語（本号で使った主な略語）
AR

Anti-Reﬂection

反射防止

AR

Augmented Reality

拡張現実

BIB

Bag in Box

COP

Coeﬃcient of Performance

成績係数

GWP

Grobal Warming Potential

地球温暖化係数

LCD

Liquid Crystal Display

液晶ディスプレイ

LED

Light Emitting Diode

発光ダイオード

PWM

Pulse Width Moduration

パルス幅変調

TEWI

Total Equivalent Warming Impact

総合等価温暖化因子

UPS

Uninterruptible Power Supply

無停電電源装置

商標（本号に記載した主な商標または登録商標）
ソニー株式会社の商標または登録商標

Flash

アドビシステムズ社の商標または登録商標

FLUENT

米国その他の国々における ANSYS, Inc. もしくはその子会社の登録商標または商標

I-deas

ドイツ Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. の商標または登録商標

QR コード

株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標

STAR-CD

英国 CD-adapco 社の商標または登録商標

Suica

東日本旅客鉄道株式会社の商標または登録商標

WiMAX

WiMAX Forum の商標または登録商標

Windows

米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標

Windows XPe

米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標

略語・商標

FeliCa

その他の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標または登録商標である。
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新製品・新技術紹介
建物の振動計測用センサ
ビルなど大型構造物の振動計測用に，独自開発の加速度
質量約 600 g

センサデバイスを搭載した振動計測センサを開発しました。
この振動計測センサは，構造物の振動計測に必要な性能と
低コストを両立させ，災害時の迅速な診断を実現するもの
です。構造的な劣化や災害時の安全性などを迅速に診断す
る，いわゆる構造ヘルスモニタリングへの適用を目指しま

H60 mm

す。富士電機は，戸田建設株式会社と，実際に建物の診断
D113 mm

に適用した場合の効果を評価するための共同研究を進めて
おり，同社技術研究所の実大規模の試験体に，富士電機の

W90 mm

振動計測センサ，診断処理部，結果表示用モニタを設置し，
検証実験を行っています。
特

長

⑴

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術に

試作品外観

より 1 台 3 軸振動計測（水平 2 方向および垂直方向）を
小型・低コストで実現できます。
⑵

高層ビルから小型の構造物まで対応できる幅広い周波
数領域の振動計測ができます。

⑶

各センサの計測時刻精度を 1000 分の 1 秒以下まで向

新製品・新技術紹介

上し，建物の変形を正確に計測します。
⑷

測定値をデジタル化し，パソコンなどの外部機器へ
LAN ケーブル 1 本のみの接続でデータ送信が可能です。

震度・建物健全性診断モニタの表示例

「FRENIC-VG シリーズ」スタックタイプ
インバータ盤の小型化・メンテナンス性の向上を図るた
め，
「FRENIC-VG シリーズ」にスタックタイプ［容量範
囲（400 V）
：単機 30 〜 315 kW，相別 630 〜 800 kW］を
拡充しました。
従来シリーズとは異なり，インバータ部とコンバータ部
を分離することにより，小型化とメンテナンス性の向上を
実現しました。同一形状のスタックタイプコンバータと
セットで使用します。直流側端子を上部に，交流側端子を
下部に配置しており，盤内の主回路配線を容易に行うこ
とができます。また，132 kW 以上のスタックタイプは質
量が 50 kg を超えるため，キャスターと取っ手を取り付け，
盤からの引き出しを容易にしています。
特

長

⑴

豊富な容量系列

30 〜 110 kW

132 〜 315 kW

ダイレクトパラ接続で最大 3,000 kW まで対応可能です。
メンテナンス性の向上

⑵

スタック交換が容易で，異常時の復旧時間を短縮できま
す。ダイレクトパラ接続時には減機運転が可能です。
⑶

盤の小型化に大きく貢献
盤内設置に特化した形状であり，盤が小型化できます。

複数台であるほどより効果的です。
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「FRENIC-VGシリーズ」スタックタイプ（単機）

主要事業内容
発電・社会インフラ

電子デバイス

環境にやさしい発電プラントとエネルギーマネジメントを融合させ，

エネルギー・環境分野をはじめ，自動車・情報機器・産業機器に欠

スマートコミュニティ社会の実現に貢献します。

かせないパワー半導体，太陽電池，感光体，ディスク媒体を供給し
ます。

発電プラント
火力・地熱・水力発電設備，原子力関連機器

半導体

社会インフラ

パワー半導体，感光体，太陽電池

エネルギーマネジメントシステム，送変電設備，電力量計，

ディスク媒体

放射線管理システム，輸送システム

ディスク媒体

産業インフラ

食品流通

産業分野のさまざまなお客様に生産ライン・インフラ設備に関わる，

コア技術である冷熱技術に加え，メカトロ技術，IT を融合したシス

「省エネルギー化」
「ライフサイクルサービス」を提供します。

テム技術を生かし，最適な商材・ソリューションを提供します。

産業プラント

自販機

産業用ドライブシステム，プラント制御システム，計測システム

飲料・食品自動販売機

ファシリティ

店舗流通

産業電源，民電向け受変電設備

流通システム，ショーケース，通貨機器

パワエレ機器
エネルギーの品質や効率利用が求められる市場にパワエレ応用製品
を提供し，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献します。

ドライブ
インバータ・サーボ，モータ，EV 用システム

パワーサプライ
無停電電源装置（UPS）
，パワーコンディショナ（PCS）

器具
受配電・制御機器
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特集

自動販売機の省エネルギー・新機能技術

富士電機の自動販売機事業は，
“街のオアシス創生企業”を目指して
社会に貢献するために自動販売機およびフード機器の開発を行っていま
す。自動販売機市場では，東日本大震災をきっかけとして，節電・省エ
ネルギーへの要求が高まっています。富士電機では以前から継続して
省エネルギーに取り組んできましたが，さらに 2011 年には，缶・ボト

エネルギー技術で、
社会の明日に応えます。

ル飲料自動販売機のハイブリッドヒートポンプ方式や，カップ式飲料自
動販売機のヒータレスペーパードリップ抽出機などにより，大幅な省エ
ネルギーを実現する技術を構築しました。また，従来の自動販売機には
ない機能を持ったデジタルサイネージ自動販売機などを展開して，利用
者の快適性と利便性も追求しています。これらの自動販売機の省エネル
ギー・新機能技術について紹介します。

表紙写真
ハイブリッドヒートポンプ飲料自動販売機・デジ
タルサイネージ自動販売機

クリーンエネルギーを生む「創エネ」、消費の無駄を抑える「省エネ」、
その両輪を活かす「エネルギーマネジメント」。
富士電機は、電気を自在に操る独自のテクノロジーで、
持続可能な社会に貢献していきます。
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