
1　まえがき

清涼飲料自動販売機は，全国に約 220 万台設置されてい

る。地球温暖化防止のため，CO2 排出量の削減が求められ，

自動販売機の省エネルギー（省エネ）化は自動販売機メー

カーとして重要な課題である。

飲料自動販売機には容器の形状・種類や用途に応じてさ

まざまなタイプのものがある。例えば，缶・ペットボトル

などの容器飲料を収納する缶飲料自動販売機，紙カップを

用いたカップ式自動販売機，紙容器飲料を収納する紙容器
飲料自動販売機，ならびに主に紙容器飲料を収納し，かつ

庫内の商品を直接視認できるグラスフロント型自動販売機
などがある。

缶飲料自動販売機は，2002 年より「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

れた。第一次目標達成年度である 2005 年度には，業界で

は目標削減率の約 34% に対して，約 37% の消費電力量低
減を行ってきた。第二次目標達成年度である 2012 年度に

は，缶飲料自動販売機のみでも約 36% の消費電力量の目
標削減率である。さらに紙容器飲料自動販売機およびカッ

プ式自動販売機も特定機器に指定されることが決定し，自
動販売機の省エネ開発を限られた時間の中で加速する必要
がある。

2　地球環境保全運動の動向と自動販売機の対応

地球環境保全から来る自動販売機への要求には，さまざ

まな観点がある。広く知られているようにオゾン層を破壊
するおそれのある物質を指定し，これらの物質の製造，消
費および貿易を規制することを目的とした「オゾン層を破
壊する物質に関するモントリオール議定書」は，「ウィー

ン条約」に基づき，1987 年にカナダで採択され，1989 年
に発効された。

この議定書によれば，従来冷媒として用いられてきた

特定フロン，ハロン，四塩化炭素などは，先進国において

1996 年までに全廃（開発途上国は 2015 年まで），その他
の代替フロンも，2020 年までに全廃（開発途上国は原則
的に 2030 年まで）することが求められている。

また，温室効果ガスの排出の問題が取り挙げられ，「京
都議定書」が批准されている。京都議定書では地球温暖化
の原因となり，冷媒としても使用されている温室効果ガス

の一種である二酸化炭素（CO2），メタン（CH4），亜酸化
窒素（N2O），ハイドロフルオロカーボン類（HFCs），パー

フルオロカーボン類（PFCs），六ふっ化硫黄（SF6）につ

いて，先進国における削減率は 1990 年を基準として各国
別に定め，共同で約束期間内に目標値を達成することが定
められた。この運用細目は，2001 年に開かれた気候変動
枠組条約第 7 回締約国会議（COP7，マラケシュ会議）に

おいて定められた。日本では 2002 年 5 月 31 日に国会で承
認され，2004 年 6 月 4 日に国際連合へ受諾書を寄託した。

一般的に冷媒に求められる条件は，冷凍サイクルの温度
で化学的に安定であり，加えて冷凍サイクルの効率がよい

ことである。また，蒸気圧縮冷凍サイクルの場合，冷凍機
油となじみがよいことも必要な条件である。これらの条件
に加えて，人体に有害でないこと，化学的に安定であるこ

と，安全性が高いこと，地球温暖化係数の小さいことなど

を考慮する必要がある。

富士電機ではこのような条件を満足する冷媒として，

CO2 のような低温室効果ガスや，効率が高く省エネに有効
な冷媒を自動販売機に用いている。

中身商品の冷却時に出る排熱を有効に利用するヒートポ

ンプによる省エネ技術が自動販売機に多く取り入れられて
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自動販売機では，既に「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いる缶飲料自動
販売機を中心に，さまざまな環境対応のための技術開発が進められてきた。富士電機では，省エネルギーを推進すると同
時に環境への影響を配慮した素材を積極的に用いるなどしてきた。缶飲料自動販売機では断熱の強化，ヒートポンプ技術
などにより，過去 11 年間に年間消費電力量を 1/4 に削減しており，加えて製造時・量産時に生じる環境への負荷の評価方
法を確立するなどの取組みを行っている。
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establish a method for evaluating the environmental impacts that occur during manufacturing and mass-production.



いる。自動販売機では中身商品を冷やすと同時に温めるこ

とが必要であるため，排熱を利用し省エネを図ることは極
めて有効な手段である。

3　富士電機の自動販売機における環境対応取組み

図₁に富士電機の自動販売機における過去 11 年間の消
費電力量の推移を示す。この間の継続的な取組みによって，

1998 年度と比較すると 2008 年度の缶飲料自動販売機の年
間消費電力量は 1/4 以下となっている。

この消費電力量を達成したポイントについて以下にまと

める。図₂は省エネ対策について示した図である。

₃.₁　断熱の強化

富士電機ではエコパネル方式と称して，特に缶飲料自動

販売機の断熱を強化した取組みを行ってきた。エコパネル

方式と従来の方式の違いを図₃に示す。一般に自動販売機
が他の冷却回路を持つ機器と異なる点は，さまざまな温度
帯への対応にある。例えば，冬季においては冷やした飲料
と同時に温めた飲料を顧客に提供する必要が生じる。

エコパネル方式では，ホット飲料とコールド飲料間の熱
ロスの大幅削減を目指し，筐体（きょうたい）の内側へ断
熱材を介して直接，飲料商品収納装置を組み込む構造とし

た。

缶飲料自動販売機における成果は紙容器飲料自動販売機
などほかの自動販売機にも応用されている。

₃.₂　加熱冷却領域の適正化
⑴

自動販売機は空気を循環することで中身商品を加熱・冷
却している。自動販売機内部の気流を把握し，必要以上の

エネルギーを使うことがないように細密な熱設計を行うこ

とが自動販売機の省エネを達成する上で重要である。

富士電機では，早くから気流解析を目的としてシミュ

レーション・三次元可視化技術に取り組み，理想風路設計
技術を構築し，加熱冷却領域の適正化（ゾーン化）を図り，

成果を出してきた。

図₄に缶飲料自動販売機におけるシミュレーション解析
結果の例を，図₅にファン周辺の気流の可視化例を示す。

₃.₃　ヒートポンプ回路の適用
⑴

先に述べたように飲料自動販売機では，コールド飲料と
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同時に，ホット飲料も扱う。したがって，省エネを達成す

るための一つの有力な方法は冷却時に生じる排熱を有効利
用するためヒートポンプを用いることである。ヒートポン

プは熱を低温側から高温側へくみ上げる装置であり，その

機能からヒートポンプと呼ばれている。

缶飲料の自動販売機は，コールド商品を冷やすために，

熱交換器で吸熱し，その熱をホット商品を収納している庫
内に送り，熱交換器を通じて自動販売機の庫内に放熱する

ことでホット商品を温めている。

このヒートポンプの効果は大きく，従来，消費電力量に

占める割合が最も大きかった加熱部の消費電力量を半減で

きる。図₆にヒートポンプの原理を，図₇に缶飲料自動販
売機への適用例を示す。

富士電機では缶飲料自動販売機だけではなく，その他の

さまざまな自動販売機についてこの技術の展開を進めてい

る。

₃.₄　その他の取組み

庫内熱交換器フィンに三角形の切り起こし（デルタフィ

ン）を設けて流れに縦渦を発生させて熱交換を促進させる

技術を適用し，熱交換特性を従来に対して 20% 以上と大
幅に向上することができた。図₈に従来方式とデルタフィ

ン方式の比較を示す。

また，運転制御の面から中身飲料の売行き状況を学習・

予測して，適時に庫内ファンを制御することで，加熱・冷
却領域の補正（加熱冷却ゾーンの拡大・縮小）を行ってい

る。

夏季は電力消費が午後１〜４時のピーク時間帯で最大に

なる。この時間帯の始まる３時間前から通常の設定より低

い温度で冷却を行う。その上でピーク時間帯は冷却運転を

停止して，消費電力の平準化に貢献している。

4　3R を実現するための富士電機の取組み
⑵

富士電機では自動販売機の性能向上の見地から省エネに

取り組んでいるだけではなく，地球に優しい環境調和型自
動販売機を目指して，3R（リデュース，リユース，リサ

イクル）を実現するための下記に示す取組みも進めている。

有害物質削減への取組みについては，RoHS
〈注 1〉

指令に対応
し，主力製品である缶飲料自動販売機においては完全に対
応している。紙容器飲料自動販売機などについても同様の

状態にあり，80% 以上の自動販売機において対応済みの

状況にある。表₁はその取組み状況について示したもので

ある。今後は，すべての自動販売機について対応していく

庫内ファン

図₅　ファン周辺の気流可視化例
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〈注 1〉RoHS： 電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に

ついての EU（欧州連合）の指令
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予定である。

有害物質削減に加えて，自動販売機の生産に伴う資源の

有効活用，省資源への取組み，再利用などに取り組む必要
がある。

省資源とは，製品を軽量化することで使用部品の材料を

削減し，資源を有効に活用しようという試みである。最も

重点的に取り組んでいることは，質量軽減である。製品出
荷の初期状態における省資源対応と廃棄後の物流効率など

を配慮して，板厚削減，部品点数削減などで製品本体の軽
量化とダウンサイジングを進めている。梱包（こんぽう）

においても古紙を利用して梱包材を使用して，廃材の低減
に貢献している。

循環型社会を実現するために，材料の再利用や熱回収な

どの具体的なリサイクル活動に取り組んでいる。

使用後の自動販売機はシュレッダにかけ，鉄，非鉄，ダ

スト（プラスチック，ゴム，ガラスなど）に分別する。こ

れらのうち 80% を占める金属部がリサイクル可能である。

プラスチック製品の取扱い，廃棄物の回収・処分の際の

識別のために，部品の材質表示・材料の標準化を進めてい

る。富士電機では，成型部品や電照板などに日本工業規格
（JIS）による表示形式で材質表示を行っている。図₉に材
質表示例を示す。

また，自動販売機の長寿命化をはかり，オーバーホール

やリニューアルを経て，再び世の中の役に立てるよう自動
販売機におけるさまざまな部品をモジュール化し，再利用
しやすくすることに取り組んでいる。このように製品その

ものを世の中に戻すことで，循環型社会に適用した自動販
売機の構造設計を進めている。図₁₀にモジュール設計の

例を示す。

5　これからの富士電機の取組み

これまでに述べてきたように環境対応する技術が目指す

べき姿は，以下のようにまとめられる。

⒜ 　地球温暖化防止につながる省エネ

⒝ 　地球温暖化係数の小さい冷媒を用いた冷却方式適用
⒞ 　生物に有害な物質の徹底した排除
これらにつながる技術の構築に向け，富士電機は下記の

研究開発を推し進めていく。

⒜ 　地球温暖化係数の小さい冷却方式の適用技術の構築
大きく注目されている地球温暖化の対策につながる冷

媒を取り上げ，その冷媒を応用した無駄なエネルギーを

使わない冷却技術を開発する。

⒝ 　エネルギーの徹底的有効活用を目指した断熱技術，

冷却回路技術の構築
自動販売機の周囲の温度や加熱，冷却の温度差に起因

するヒートリークなどの無駄なエネルギーの削減を目指
した開発を行い，さらなる省エネを進めていく。

また，冷却回路についてもエネルギーの有効活用の観
点からの技術開発に取り組んでいく。

⒞ 　資源の有効活用を目指した 3R を実現する構造
既に取り組んでいる内容であるが，一つ一つの部品に

ついて，設計段階から廃棄における課題を抽出し，廃棄
時の対策のさらなる向上を図る。

6　あとがき

富士電機は，地球に生きる一員であるという自覚を持ち，

さまざまな観点からの環境対応に今後も取り組んでいく所
存である。
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表₁　有害物質削減実績（缶飲料自動販売機）

指令規制物質 主な使用部位 2004
年度

2005
年度

2006
年度

鉛

ガスケット類
（化粧枠・パッキン） 全廃

RoHS
指令の
完全
対応

プリント基板 全廃
（内製品）

ハーネス類 全廃
（内製品）

カドミウム 接点，モータ
整流子，ヒューズ 削減

六価クロム

銅板（亜鉛めっき） 移行準備

ねじ，ピン，
スプリング（めっき） 移行準備 削減

PBB ポリ臭化
ビフェニール

プリント基板・
樹脂部材（難熱剤）

全廃
（内製品）

PBDE ポリ臭化 
ティフェニール
エーテル

全廃
（内製品）

水　銀 蛍光灯 対象外

ポリエチレン
テレフタレート

＞PET＜ ＞ABS＜ ＞PE＜

ポリエチレンアクリロニトリル
ブタジエン スチレン

図₉　材質表示例

電照板ユニット
電照板，押しボタン
をひとまとめに
脱着可能

取出口本体，
フラッパーなどを
ひとまとめに
脱着可能

取出口ユニット

図₁₀　モジュール設計例
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