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1　まえがき

容器のキャップを開くと飲料がシャーベット状に凍りだ
す。この感覚が爽快感を促すと話題になっている。アサヒ
飲料株式会社と富士電機が共同開発した氷点下飲料自動販
売機は，“開栓時の内部圧力変化で凍りだす”という過冷
却現象を応用したものである。この現象をむらなく再現さ
せるためには，飲料を適切な温度帯まで静かに冷やす必要
がある。自動販売機であることを利用してこの環境を整え
ることで，目の前で凍りだすという楽しさや口の中に広が
るかき氷のような食感など，単にものを売るということか
ら消費を促すという演出が可能となる。自動販売機に求め
られる役割を変えていく事例であると考える。

2　開発の背景

近年，スーパーマーケットの安売りをはじめ，コーヒー
チェーン店やコンビニエンスストアの台頭により，自動販
売機による売上は減少する傾向にある。そのため，いつで
もどこでもという便利さだけでは通用しなくなってきてい
る。そこで，自動販売機独自のセールスポイントとして，
消費者の飲料温度嗜好（しこう）に合わせた温度帯の設定
を行うことで，魅力的な商品の提供による売上アップを
図っている。
このような状況の中，“新しい驚き・楽しさ・おいしさ

を持った商品を消費者に提供して自動販売機の魅力度を増
し，商品ブランド価値向上による 1 台当たりの売上アッ
プにより顧客事業の成長に貢献する”を製品コンセプトと
した，炭酸飲料を凍る直前のマイナス 5℃に冷やすこと
ができる自動販売機を開発した（図1）。

3　開発の狙いと課題

図2に一般的な自動販売機の構造を示す。自動販売機の

マイナス 5℃飲料が販売可能な自動販売機
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Vending Machine That Can Sell -5°C Beverages

アサヒ飲料株式会社と富士電機は，容器のキャップを開くと飲料がシャーベット状に凍りだす氷点下飲料自動販売機を
共同で開発した。これは，“開栓時の内部圧力変化で凍りだす”という過冷却現象を応用したものである。この現象をむら
なく再現させるために，商品温度に影響を与えずに除霜を行うことができるホットガスデフロスト方式による除霜システ
ムを採用した。また，庫内を氷点下温度域，予備冷却域，補充商品域の三つのゾーンに分けて，一日当たりの最大販売可
能本数に合わせてゾーンの運用を行った。これにより，シャーベット状になる飲料を安定して供給することができる。

Asahi Soft Drinks Co., Ltd. and Fuji Electric have jointly developed a subfreezing beverage vending machine.  Opening the bever-
age container triggers the contents to turn into a sherbet-like state.  This unexpected event is caused by the supercooling phenom-
enon, that is, the liquid starts freezing as the internal pressure is altered by the container being opened.  To consistently reproduce 
this event, we adopted the hot gas defrosting method, which does not affect beverage temperature.  The vending machine has three 
zones, sub-freezing temperature zone, preliminary cooling zone, and replenished product cooling zone and allows the change of 
the maximum number of beverages to be sold per day.  This structure enables the machine to stably supply sherbet-like subfreezing 
beverages.

図 1　氷点下飲料自動販売機の外観
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図 2　自動販売機の構造
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構造は，飲料商品の貯蔵庫が三つの室（左室，中室，右
室）に分かれており，季節に合わせて各室の運転モードを
冷却・加熱のいずれかに切り替えることができる。従来
機では，通常の温度帯（プラス 5℃）に冷却するために，
一定の温度に保った蒸発器を通過した冷気を庫内に循環さ
せて商品を冷却している。庫内の温度が冷えすぎたときに
は冷凍機を停止し，動作と停止を繰り返すことで庫内の温
度を一定に保っている。なお，次販売商品がある庫内下部
に循環する冷気を集中させることで，冷却負荷を軽減して
消費電力を最小限に抑えている。
本開発品では，シャーベット状の飲料を楽しんでもらえ

るようにするために，開栓時に過冷却現象が起きる温度帯
（マイナス 5℃）まで販売する商品が冷却されているよう
に常に保つ必要がある。そのため，従来より冷たい冷気を
必要な箇所に必要な量だけ送る必要がある。また，シャー
ベット状の飲料が特に望まれる夏場を想定し，全室冷却時
に条件を絞ることで，効率的にシャーベット状の飲料を提
供しつつ，通常温度帯飲料との選択肢を残したいというオ
ペレータからの要望があった。
このような要望を実現する上で，次のような解決しなく
てはならない課題がある。
⒜　蒸発器の温度を適正に下げて動作時間と風量の組合
せによる庫内の温度コントロール
⒝　蒸発器の低温化により発生量が増加する霜量の処理
（除霜）による商品温度上昇の回避
⒞　商品補充時の温度上昇の回避
投入した商品を均一な品温にして過冷却状態を作り出せ

る冷却性能を実現するためには，庫外からの熱の侵入や冷
却ロスを抑制する必要がある。これを実現するために，各
要素に関係する因子を一つ一つ詰めながら全体最適化を
図った。
各要素に関係する因子は次のとおりである。
⒜　冷却性能：蒸発温度，設置環境，配管回路
⒝　品温均一：風温，風速，運転率，ダクト高
⒞　商品負荷：容量，本数，販売
⒟　侵入熱：断熱材，ガスケット，風速
⒠　冷却ロス：除霜，運転率，環境条件

4　特　徴

4 . 1 　除霜システム
従来機は，ファンデフロスト方式を採用している。この

方式は，冷凍機の動作が停止した状態で庫内の風を循環さ
せて蒸発器に着霜した霜を徐々に溶かすものである。この
動作を定期的に行うことで，過剰な着霜で蒸発器の風通し
流路が閉塞（へいそく）してしまうことを回避し，結果と
して商品の温度上昇を回避している。しかし，この方式を
今回の開発機に適用すると，蒸発器が従来よりも低温であ
るため着霜量が増加する。そのため，従来機より頻繁に除
霜を行う必要があり，また庫内温度も従来機より 10K 程
度低くなることから，同じ量の霜を溶かす時間も長くなる。

除霜時間が長くなると，その間は冷却が行われないため，
結果的に商品温度の上昇につながる。目標の庫内温度が低
いために，庫内外の温度差が従来機より大きいことも，商
品温度の目標からの乖離（かいり）が大きくなる要素の一
つである。
氷点下温度帯での冷却には，この除霜時のロスを取り除

くことが必要である。そこで開発機では，自動販売機の加
熱室を省エネルギー化するためのヒートポンプ回路

⑴

を利用
して，高温高圧の冷媒を蒸発器に導くことにより，ごく短
時間で除霜し，その結果，商品温度の上昇を回避した。
図3に示すように，各運転モードには次の 4 種類がある。
⒜　パターン 1：冷却時（コールド・氷点下）
⒝　パターン 2：加熱時（ホット）
⒞　パターン 3：ファンデフロスト時
⒟　パターン 4：ホットガスデフロスト時
冷却運転時はパターン 1のように，凝縮器に高温高圧

の冷媒を送り，放熱後に断熱膨張させて圧力が低下した冷
媒を蒸発器に送って吸熱（冷却）を行う。パターン 2の
加熱運転時はその逆の動作を行う。すなわち，高温高圧の
冷媒を蒸発器に導いて放熱することで，庫内に温かい空気
を送る。いずれも蒸発器に設けたファンを稼動させて，蒸
発器で熱交換した風（冷風または温風）を送り，商品を目
標温度に冷却・加熱する。ここで，除霜時の動作を考える
と，従来の温度帯においては，パターン 3に示す状態で
前述のファンデフロスト方式で除霜を行う。このパターン
では，圧縮機は停止している状態でファンを稼動させて，
徐々に熱侵入によって生温かくなった風により霜を溶かす。
一方，開発機の温度帯においてはパターン 4に示す状

（a）パターン1：
冷却時

（b）パターン2：
加熱時

（c）パターン3：
ファンデフロスト時

（d）パターン4：
ホットガスデフロスト時

中室
蒸発器

圧縮機 凝縮機
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図 3　各運転モードにおける冷媒の経路
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態で，前述のように高温高圧の状態の冷媒を蒸発器に直接
導くことで，配管側から直接蒸発器を加熱して霜を溶かす。
風を送ることで溶かす方式ではないため，ファンは停止さ
せることができ，その結果，商品の周辺に温かい空気を送
り込むことなく，商品の無駄な温度上昇を回避することが
できる。表1に従来機と開発機の除霜方式の比較を示す。
開発機の温度帯で比較すると，ファンデフロスト方式に
よる約 120 分の除霜時間は，ホットガスデフロスト方式
にすることで 5 分程度にまで短縮できる。その結果，除
霜の間に商品が過冷却現象を発生する温度域から外れるこ
とを回避することができる。一度温度が上昇すると，再び
過冷却域に冷却するまで販売機会を逃すことになり，開発
機の温度帯においては特に効率的な方式として選択した。
図4に，開発機のホットガスデフロスト除霜前後の蒸発器
の状態例を示す。

4 . 2 　ゾーンオペレーションシステム
氷点下温度帯への冷却を妨げる熱ロスの原因の一つとし

て，商品補充がある。扉を開くことにより高温の外気が内
部に侵入する負荷に加え，外気温程度に温まっている補充
商品そのものの熱容量を氷点下温度帯まで下げる負荷があ
り，販売までに商品を氷点下温度帯まで冷やすことを考え
ると，開発機の大きな課題といえる。これを解決するた
め，商品補充量と補充位置に着目し，運用と連動した 3
温度帯管理（ゾーンオペレーションシステム）を実施した
（図5）。自動販売機への商品補充は庫内上部から行い，庫
内の商品は縦方向に積載され，庫内下部から順番に販売す
る方式（先入れ・先出し方式）である。したがって，商
品は先に補充したものが徐々に庫内下部に移動し，最終的
に最下部から販売されるまでの間，長い時間冷却すること

ができる。ただし，庫内に収容できる商品量は限界があ
る。また，奥行方向の商品積載ラック位置によって商品積
載量が異なるため，単純に商品を補充していると補充から
販売までの待機時間は異なる。しかしながら，商品補充の
量とタイミングをコントロールすれば必要な冷却時間を確
保することが可能である。なお，横方向に置かれた三つの
室（左室，中室，右室）ごとに温度帯を設定する。そのた
め，各室の中では，商品積載ラックは位置によらずどれも
同じ温度帯となる。中室を全て使って今回の対象商品を販
売するので，前述のコントロールは中室庫内全体で行うこ
とができる。
開発機では，一日の販売本数が庫内全体商品数の約 1/3
に相当するので，補充してからおよそ 3 日後に販売され
ることになる。そこで，庫内を氷点下温度域（次販売商
品），予備冷却域，補充商品域の三つのゾーンに分けて考
え，奥行方向によって異なる最大装塡本数から，ラックご
とに一日当たりの最大販売可能本数に合わせてゾーンの
運用を行った。その結果，補充商品の冷却時間は，必ず 2
日間以上確保することができ，シャーベット状になる飲料
を安定して供給することができる。

4 . 3 　断熱構造と温度制御
マイナス 5℃まで商品温度を下げるためには，従来機

よりも蒸発器の温度を下げて，より低温の冷却風を商品に
当てる必要がある。冷却ユニットの蒸発器が備えている温
度センサを使って，冷凍機の動作環境に応じて冷媒の循環
量を制御することで，蒸発器を適正な温度に制御している。
開発機は，この設定温度を下げることで蒸発器温度を調節
している。一方，風を連続で当て続けると一定の温度に落
ち着くが，周囲環境の温度によって安定する温度は変化し
てしまう。商品積載ラックの最下部に設けた温度センサが
検知した温度に基づいて，冷凍機の動作と停止を制御する
ことによって庫内の温度を一定に保ち，変動要素を吸収し
ている。開発機では，この設定温度をマイナス 5℃付近
に設定することで，最終的な商品温度を目標に合わせてコ
ントロールしている。図6に，商品温度，庫内温度，蒸発
温度の時間変化を示す。

表 1　除霜方式の比較

項　目 従来機 開発機

除霜方式 ファンデフロスト方式 ホットガスデフロスト方式

動　作 冷却停止+ファン動作 加熱動作+ファン停止

原　理 熱侵入と風で緩やかに除霜 高温冷媒を逆流で供給し，
急速に除霜

除霜時間 120分
（従来機の温度帯では約15分） 5分

最高品温 約2℃ -3℃以下

（a）除霜前 （b）除霜後

図 4　開発機のホットガスデフロスト除霜前後の蒸発器

補充商品域
（初期状態）

予備冷却域
（1日間冷却）

氷点下温度域
（2日間冷却）

ファン

蒸発器

商品搬出口へ

風の流れ

図 5　ゾーンオペレーションシステム
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図7に，コールド運転時における中室庫内の横断面図を
示す。このような飲料用自動販売機の構成において，風の
流れと庫内温度の分布は相関があり，図7⒜に示すように，
冷凍機から吹き出した直後の風が直接当たるラック位置
（商品搬出口側）の商品はより冷えやすい。また，冷凍機
の停止時は図7⒝に示すように，逆に風が強く当たる位置
の方が外からの熱侵入で温度上昇しやすい特徴がある。一
方，冷凍機から吹き出した風が直接当たらないラック位置

（背面側）の商品はより冷えにくく，熱侵入の影響も比較
的小さい。従来機は図7⒞に示すように，前述の冷凍機停
止時間に風の流れも止めることで，熱侵入を最大限抑制し
て目標温度に保っていた。
ところが，開発機においては，目標温度がより低いこと

から外気との温度差が大きく，従来機より熱侵入の影響を
受けやすいため，冷凍機停止時に風を止めると庫内の奥行
方向の位置により商品の到達温度に差が生じやすい。これ
は，風が直接当たる商品搬出口側（手前）は低温の風を当
てるために冷却時により冷えやすく，風が直接当たらない
背面側（奥）は停止時に比較的温度上昇しやすいためであ
る。そこで，断熱壁を強化した状態で冷凍機停止時にも風
を流し続けることで，奥行方向の商品温度ばらつきを縮小
し，過冷却現象を生じさせるために必要な温度帯にそろえ
ることができた。なお，対象を 3 室が冷却動作するとき
の中室に絞ることで，中室と左右室との温度差が小さく，
熱侵入を低く抑えることができた。また，背面や前面に真
空断熱材を採用して断熱性を強化した。さらに，断熱を強
化したことで，冷却風の吸込み口高さを上げてより低温の
範囲を増やし，前述のゾーンオペレーションシステムの余
裕度を持たせることができた。

5　あとがき

マイナス 5℃飲料が販売可能な自動販売機について述
べた。本製品は，商品の品温に影響を与えずに除霜ができ
る，冷媒の凝縮熱を利用したホットガスデフロスト方式に
よる除霜システムを採用し，販売時の商品温度を氷点下域
とするため，庫内を三つのゾーンに分けた温度管理を可能
にした。
これらの新技術を適用した新製品を提供することで，自
動販売機市場を活性化するとともに，商品の売上アップに
貢献していく所存である。

参考文献
⑴　石田真. ヒータ電力ZERO自動販売機「ハイブリッド

ZERO」. 富士電機技報. 2015, vol.88, no.3, p.173-177.

大澤　克之
自動販売機・ショーケースの冷却システム設計に
従事。現在，富士電機株式会社食品流通事業本部
生産統括部三重工場設計第一部。日本冷凍空調学
会会員。
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図 6　各部温度の経時変化
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図 7　コールド運転時における中室庫内の横断面図



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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