富士時報

Vol.82 No.3 2009

特 集

自動販売機の庫内商品温度の高精度な推定による高性能
化
Higher Performance of Automatic Vending Machines through Highly Accurate Temperature
Estimation of Stored Products
高橋

正樹 Masaki Takahashi

土屋

敏章 Toshiaki Tsuchiya

高野

幸裕 Yukihiro Takano

缶飲料自動販売機の省エネルギーを図るには庫内商品の温度を正確に推定できる必要がある。熱・換気回路網を用いた
シミュレータと熱・流体解析ソフトウェアを連携させたシミュレータを新たに開発した。具体的には冷凍サイクルシミュ
レータ，庫内運転シミュレータ，庫内気流シミュレータ，熱・換気網シミュレータからなるシミュレータで，商品温度の
予測は，実測値と比較して， ＋
− 1 K 以内の精度でできることを確認した。このシミュレータを使うことで，自動販売機の
いっそうの省エネルギー化に貢献するだけでなく，顧客満足度にも寄与できる。
The capability to perform highly accurate estimates of the temperature of products stored in a canned beverage vending machine is
essential for achieving energy savings. We have newly developed a simulator that combines simulation of heat and ventilation circuit networks
with thermal and fluid analysis software. Specifically, this simulator consists of a refrigeration cycle simulator, a storage compartment
operation simulator, a storage compartment air flow simulator and a heat and ventilation circuit network simulator, and in comparison
to actual measured values, we confirmed that product temperatures could be estimated with accuracy within 1 K. Use of this simulator
contributes to greater energy savings in automated vending machines and also increases customer satisfaction.

1

まえがき
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自動販売機の構成

缶飲料自動販売機は，内部に複数の商品を収納する庫室

ヒートポンプ自動販売機の構成を図₁に，ヒートポンプ

を持ち，缶やボトル飲料を冷却または加熱して販売する。

機能を持つ冷却ユニット（ヒートポンプユニット）の概略

飲料の冷却には冷媒の圧縮と膨張を利用した冷却ユニット，

構成を図₂に示す。図₁に示すように，各商品収納庫室に

加熱には電気ヒータの発熱を利用している。また，近年で

は補助ヒータ，加熱用交換器，蒸発器および庫内ファンを

は地球温暖化防止の観点から，電気エネルギーの使用量の

備えており，補助ヒータまたは加熱用交換器で加熱した温

削減を狙い，冷却ユニットの排熱を商品の加熱に利用する

風と蒸発器で冷却された冷風を循環させて商品の加熱・冷

ヒートポンプ自動販売機も製品化している。

却を行う。

しかし，熱源から商品までのエネルギー移送は商品収納

図₂に示すように，ヒートポンプ運転ではコンプレッサ

庫内の循環空気を媒介とするため，構造などが異なると空

から吐出（としゅつ）した高温・高圧の冷媒を加熱用交換

気の流れが変化し，商品温度が変化してしまう。さらに，

器へ流し，庫内の空気と熱交換することで加熱を行う。熱

自動販売機の屋内や屋外設置などによる気温の差，設置す

エネルギーを加熱庫内へ放出した冷媒は膨張機構（電子膨

る地域ごとの気候の差など周囲環境によっても商品温度の

張弁）で低温・低圧の冷媒となり，冷却庫内で熱エネル

変化は避けられない。そこで顧客満足度の向上を狙って常

ギーを吸収して庫内を冷却するとともに，この吸熱した熱

に安定した商品温度を維持するため，開発時には機種ごと

エネルギーを加熱に利用している。

に試作と評価による調整を行い，多大な労力を費やして
いる。汎用の熱・流体解析ソフトウェアを用いて事前にシ
ミュレーションを行い調整する手段もあるが，内部の構造

図₁

ヒートポンプ自動販売機の構成

が複雑であり計算時間が長く，推定誤差も大きいという問
（正面図）

題があった。
これらの問題を解決するために，新たに熱・換気回路網
を用いたシミュレータと汎用の熱・流体解析ソフトウェア
などを連携させたシミュレータを開発し，短時間で庫内商
品温度の高精度な推定を可能とした。これにより，開発初
期段階で商品温度の予測ができるため，開発効率が大幅に
向上しただけでなく，設置環境に左右されない商品温度調
整ができるようになった。さらに自動販売機の運転状態予
測による運転制御技術の向上により，省エネルギー化の推
進に大きく寄与することが期待できる。
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冷却オン

冷凍サイクルシミュレータ
出力：冷却熱量・加熱熱量

商品搭載ラック部：構造による熱・換気経路の変化はない

庫内運転シミュレータ

換気回路

熱回路

入力：庫外放熱量，庫内熱容量，冷却・加熱熱量
出力：ヒートポンプ／ヒータ運転パターン（時間）

缶
缶

三次元 CAD
出力：CFD（Computational Fluid Dynamics）
モデル

缶
缶

庫内気流シミュレータ
汎用 CFD ソフトウェア

気流

ータ

売シュ

入力：加熱運転パターン，加熱熱量
出力：商品周り風量・風温
風洞

熱・換気回路網シミュレータ
入力：商品周り風量・風温
出力：商品温度

商品搭載ラック下部：機種ごとに構造が変化する
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加熱オン

商品温度シミュレータの構成

シミュレータの概要

商品販

加熱オフ

コンプレッサ

図₅
図₃

加熱オン

商品温度シミュレータの概要

そこで，商品搭載ラック部については，構造変更への対応
は困難であるが短時間で計算可能な熱・換気回路網を用い

₃.₁ 自動販売機開発の課題

自動販売機はニーズに応じた多数の機種をそろえており，
商品収納庫の容積や構造などは機種ごとに異なる。また，

た。ラック下部については，構造変更への対応が容易で三
次元 CAD モデルから解析モデルを作成できる汎用の熱・
流体ソフトウェアを用いて計算することとした。また，図

熱源と商品は離れた位置で循環空気を媒介として熱エネル

₄に示すようにヒートポンプ運転では庫外への排熱を最小

ギーを移送している。庫内の容積や構造が異なると空気の

限とするため冷却庫が停止状態の場合，ヒートポンプ加熱

流れや庫外への放熱量が変わり，商品温度のばらつきや運

を停止し，ヒータ加熱に切り替えて加熱運転を行っている。

転状態が変化するため，これまでは機種ごとの試作・評価

この運転状態は加熱・冷却熱量，庫内熱容量と庫外放熱量

により商品温度や運転状態の調整を行っていた。

で決まる。そこで，加熱・冷却熱量を冷凍サイクルシミュ

そこで，効率的に，かつ，より性能を向上させるために

レータで計算し，運転状態は庫外放熱量や庫内熱容量など

は，開発段階で商品温度を推定するツールが必要となった。

を入力して推定する庫内シミュレータを開発し，これらの

また，加熱・冷却に要するエネルギーの低減を図るために

ソフトウェアを連携して庫内の商品温度の推定を行うこと

も，庫内ごとの商品温度を均一化することが課題となった。

とした。

₃.₂ 商品温度推定方法の検討

₃.₃ 商品温度推定方法

図₃に示すように，自動販売機において商品を搭載する

商品温度の推定は図₅に示すような手順で解析を行う。

ラック部は機種によらず同一構造であり，伝熱経路や空気

主な入力と出力は次のとおりである。

の流れる通路形状は変化しない。一方，商品搭載ラック下

1

部の商品販売シュータや風洞は機種によって構造が異なる。

冷凍サイクルシミュレータ
冷却ユニットの構造などを入力し，商品収納庫の加熱熱
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図₂
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量と冷却熱量を算出する。
⑵
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庫内運転シミュレータ

ら庫外への放熱（吸熱）熱量の差分だけ下降（上昇）する
ことになる。そこで，図₇に示すように庫外への放熱（吸

特 集

各商品収納庫の加熱・冷却熱量，商品収納庫外への放熱

熱）熱量，庫内の熱容量および加熱（冷却）熱量の計算モ

量，商品収納庫内熱容量を入力し，時系列での商品収納庫

デルを作成し，この計算モデルに基づいて庫内の温度変化

の加熱 ･ 冷却運転パターン（運転時間）を算出する。

を計算することにより，自動販売機の運転・停止の時系列

⑶

パターンを算出した（図₈）
。

庫内気流シミュレータ
自動販売機設計図，加熱・冷却熱量と加熱 ･ 冷却運転時

間を入力し，庫内の気流分布と気流温度変化を算出する。
⑷

熱・換気回路網シミュレータ
商品周り定点の気流速度と気流温度を時系列で入力し，

商品温度を算出する。

₄.₃ 庫内気流シミュレータ

三次元 CAD モデルからシミュレーションで使用する解
析モデルを作成できる汎用の三次元熱流体解析ソフトウェ
アを用いて，庫内を循環する空気の流れと温度のシミュ
レータを開発した。シミュレータは計算時間の最小化を図

4

各シミュレータの機能と特徴

るため，解析モデル（図₉）において，ラック下の流れに
影響しない上方のモデル削減やラック部の構造の簡素化を

今回の商品温度シミュレータに用いた各計算シミュレー

行った。また，解析手法では，解析時間ステップ（計算間
隔）の最適化，熱と流体の新たな連成解析方法の考案およ

タの概要を次に示す。

び解析メッシュ数の最適化を行った。また，境界条件とし
₄.₁ 冷凍サイクルシミュレータ

冷凍サイクルの性能予測については以前，富士電機で独
1

て冷凍サイクルシミュレータで計算した各商品収納庫内の
加熱・冷却熱量と，庫内運転シミュレータで計算した運

自に開発したシミュレータ（図₆）を使用している。

転・停止時間を入力することで，時系列で庫内の空気温度

1

の推定を行った。

低温室効果ガスである CO2，HC やフロン冷媒である

R134a，R407C など幅広い冷媒に対応している。また，
冷凍機油の影響も考慮している。
⑵

図₇

商品収納庫内熱収支モデル

コンプレッサや熱交換器などの汎用部品をリスト化し，
収納庫外放熱・吸熱量

膨張機構などの主要機器の単体特性は実測値を使用して

（t ）
Q 1out

いるため高精度である。
⑶

放熱

計算は圧力などを変更し，吸熱と放熱の熱的な平衡，

（t ）
Q 2out
吸熱

吸熱

加熱庫

総冷媒封入量および各部を流れる冷媒循環量が一様とな

冷却庫

庫内温度 T（
1 t）

るように収束計算を行う。

熱容量

（t ）
Q 3out

T（
2 t）
C2

C1

T（
3 t）
C3
t ：時間

₄.₂ 庫内運転シミュレータ

自動販売機は各商品収納庫内に設置された温度センサに
基づいて加熱や冷却の運転・停止を行い，商品温度を一定

加熱

に保持している。加熱（冷却）運転時は，庫内の温度は上

冷却
（t ）
Q 1in

昇（下降）し，庫内加熱（冷却）熱量から庫外放熱（吸

冷却

（t ）
Q 2in

（t ）
Q 3in

加熱･冷却熱量

熱）熱量の差分だけが商品や部品に蓄えられる熱量とな
る。また，停止時の庫内温度は，庫内に蓄えられた熱量か
図₈
図₆

庫内運転シミュレータの計算方法

冷凍サイクルシミュレータ
各収納庫内温度と制御条件により
各収納庫運転・停止の決定

各収納庫運転・停止から庫内加熱（冷却）熱量の決定

庫内加熱（冷却）から庫外放熱（吸熱）を引いた熱量と
各収納庫熱容量を用いた温度勾配の計算

温度勾配と時間ステップから各収納庫内温度の計算

時間の更新
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まとめ

₄.₄ 熱・換気回路網シミュレータ

熱・換気回路網とは熱や気体を電気に見立て，流れやす

四つのシミュレーションを連携させ，ヒートポンプ加熱

さを電気抵抗に置き換えて等価回路上で計算する手法であ

方式とヒータ加熱方式に対応した自動販売機用商品温度シ

る。差分法や有限要素法などのように複雑な計算を行わな

ミュレータを開発した。開発したシミュレータで推定した

いため短時間で計算できるが，推定誤差を小さくするには

商品温度は多数の機種で実機の測定結果と一致したことか

熱の流れる経路や流れやすさを示す抵抗の精度が重要とな

ら，設計段階での自動販売機構造から商品温度の高精度な

る。そこで，実験によって商品搭載ラック部の熱・換気経

予測ができるようになった。また，シミュレータで庫内流

路と各抵抗値の同定を行い，詳細モデルを作成した。この

れの最適化が図れるため，商品温度をより均一化し常に安

モデルの境界条件を庫内気流シミュレーションで算出した

定させることにより，消費電力量の低減に役立つだけでな

空気温度としてモデルを構築し，短時間で商品温度の高精

く，顧客満足度の向上にも寄与できる。

度な推定を可能とした。

さらに，庫内運転シミュレータで自動販売機の運転状態
予測ができるようになったため，運転制御技術の高度化が

5

計算結果

図れ，より精密な運転制御で冷却ユニットの運転時間を削
減することは，大幅な消費電力量の低減にもつながる。

ヒートポンプ加熱を行う自動販売機とヒータのみで加熱
を行う自動販売機において，実測の商品温度とシミュレー

本シミュレータは，これら自動販売機の高性能化に大き
く貢献できる。

ションを比較した。庫内運転シミュレータによる自動販売
機の加熱・冷却運転パターンや庫内気流シミュレーション

7

あとがき

による商品周りの温度予測結果（図₁0 ）
，気流分布（図₁1 ）
は，ともに実測結果とよく一致した。これらを連携させ

今後は，本シミュレータを効果的に活用し，地球環境に

て商品温度を推定した結果，精度は誤差＋
−1 K 以内となり，

やさしい省エネルギー対応の自動販売機や，お客さまに

。
商品温度の高精度な推定が可能となった（図₁2 ）

いっそう満足していただける安定した商品温度制御を実現

なお，これらの解析は 24 時間以内で計算が完了するの

した自動販売機を提供していく所存である。

で，短時間で一連の予測ができる。
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