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CO2 冷媒対応コンパクトカップ式飲料自動販売機
特 集

Compact Cup-type Beverage Vending Machine for use with a low greenhouse effect CO2
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カップ式飲料自動販売機ビジネスは地球環境意識の高まりとともに，環境・省エネルギー対策が最重要課題である。温
暖化防止の視点から，省エネルギー特定機器への指定・低温室効果ガス冷媒への移行が求められている。富士電機では環
境対応・省エネルギーのソリューションとして，CO2 冷媒に対応し，かつ従来機比で消費電力量を 44 % 低減，質量を 29 %
低減した環境対応カップ式飲料自動販売機を開発した。

In the cup-type beverage vending machine business, environmental and energy conservation measures have become high-priority
issues as awareness of the global environment has increased. To help curb global warming, energy-saving measures are being promoted and
a transition to ﬂuorocarbon-free refrigerative gas with a low greenhouse eﬀect is requested. As an environmentally-friendly energy-savings
solution, Fuji Electric has developed an environmentally-friendly cup-type beverage vending machine that uses natural refrigerant (CO2) and
that consumes 44% less power and has 29% less mass than existing vending machines.

まえがき

防止のために低温室効果ガス冷媒を搭載したカップ式飲料
自動販売機への移行が求められている。一方，カップ式飲

不況が深刻化する中にあって環境ビジネスに対する投資

料自動販売機市場は，コンビニエンスストアや缶・ペット

は依然活発である。カップ式飲料自動販売機ビジネスも市

ボトル飲料など，チャネルの多極化によって，1 台当たり

場の地球環境意識の高まりとともに，環境・省エネルギー

の売上高の減少が進んでいる。市場からは，これらニーズ

（省エネ）対応が最重要課題となっている。富士電機では

に対応できる投資効果の高いローコスト機（小型・コンパ

“環境対応”を開発戦略の主軸に置き，CO2 冷媒対応のコ

クト機）の開発が求められている。

ンパクトカップ式飲料自動販売機を開発した。本稿では環

自動販売機を取り扱うオペレーターからは，ルート訪問

境側面の開発テーマを主体に，その特徴・仕様・構造につ

における作業効率向上のため，使いやすさ・サービス性の

いて紹介する。

改善が求められている。

開発の背景とポイント

.

開発のポイント

こうした背景にかんがみ，
“環境・小型・簡単操作”を
開発の背景

.

開発のコンセプトとして，カップ式飲料自動販売機の“小

“環境対応”は自動販売機の戦略の要である。カップ式
飲料自動販売機は，2007 年に缶・紙容器飲料自動販売機

図

コンパクトカップ式飲料自動販売機の外観

とともに省エネ特定機器の指定を受けた。義務付けられて
いるのは 2012 年に対 2005 年度機比 17.9% の削減である。
同様に，カップ式飲料自動販売機の冷媒はオゾン層を破壊
しないフロン（R134a）を使用しているが，温室効果作用
が高いという問題がある（表
表

）
。市場からは地球温暖化

カップ式飲料自動販売機の使用冷媒履歴
〜 1998 年
フロン

1999 年〜
代替フロン

2009 年〜
CO2

R22

R134a

R744

ODP
（オゾン層破壊係数）

0.055

0

0

GWP ＊
（温暖化係数）

1,700

1,300

1

燃焼性

不燃性

不燃性

不燃性

使用冷媒
冷

媒
＊

（a）W690 機

（b）W850 機

＊ODP，GWP：57 ページ「解説 3」参照
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型・コンパクト機市場の活性化”を狙った機械開発に取り

⑶

低熱容量飲料回路
内部配置の全面見直しによって，飲料回路熱容量を削減

組んだ。特に環境対応をキーワードとして，カップ式飲料

特 集

自動販売機で世界初の“低温室効果ガス CO2 冷媒製氷機”

し，飲料回路内の加熱ヒータを全廃

を搭載し，かつ省エネ性能ですぐれた機械開発を行うこと

⑷

にした。利便性を追求し，環境戦略（低温室効果ガス &

軽量化
シミュレーションを活用した新ドア構造で軽量化を推進

省エネ）で市場を拡大した。さらに環境対応した要素部品

し，従来機比 29 % の軽量化を達成

を早急にシリーズ展開するため，要素部品のモジュール化

⑸

や標準化を推進した（図

使いやすさ
新たな部品配置により，エンドユーザ・オペレーターの

）
。

使い勝手の大幅な改善

製品の特徴

図

に CO2 冷媒対応コンパクトカップ式飲料自動販売

機の構成図を，表

に代表機種の仕様を示す。

CO2 冷媒対応コンパクトカップ式飲料自動販売機では，

構

前述の開発ポイントの具現化に取り組んだ。製品の主な特

造

徴は次のとおりである。
CO2 冷媒製氷システム

⑴

CO2 冷媒製氷ユニット

.

製氷機において，世界初の低温室効果ガス CO2 冷媒を

カップ式飲料自動販売機の製氷システムは，販売商品

採用

を冷却保存する他の自動販売機とは異なり，直接水道水か

⑵

ら飲料販売用の氷を作り，販売に備えて一定量を保存する。

超省エネ給湯システム
従来機比 54 % 減の超省エネ給湯システムを確立し，簡

単な構造で大幅な省エネを実現

設置環境によって周囲温度や水温，水質が異なっても，安
定した良質の氷を生成することは，難易度が高いとされて
いる。これらの課題に加え，今回は低温室効果ガス対応と

図

CO2 冷媒対応コンパクトカップ式飲料自動販売機の構成

湯回路切替機構

して，CO2 冷媒を採用した。
従来のフロン系冷媒に比べ 5 〜 10 倍の高い圧力で動作

省エネルギー
温水タンク

新構造軽量ドア

するため，耐圧設計や市場サービス性，現行冷凍機の 10
倍以上の冷凍機油吐出による伝熱低下やキャピラリ詰まり

低温室効果ガス製氷機

などによる氷生成条件悪化への対応が必要であった。さら
に CO2 冷媒では，液化する上限温度が現行 R134a 冷媒の
101 ℃に対して 31 ℃と低いために，31 ℃を超える高周囲

低熱容量飲料回路

温度では，フロン系のユニットより冷凍能力が約 4 割低下
する。
高位置販売口

安定した良質の氷を作るためには，低温から高温まで一
定の冷凍能力を確保することが必要であり，周囲温度変化
の影響を緩和する工夫が必要だった。これら諸条件に対応

低温室効果ガス
冷却ユニット

した製氷システムの冷却ユニットを図
に示す。
図

表

仕様（W690 機）
項

目

外形寸法

仕

様

W690 × D650 × H1,830（mm）

商品展示方式

16 フレーバーカード
32 セレクションボタン

原

2 種レギュラーコーヒー
4 種ミックスパウダー

料

コーヒーブリュア
カップ機構
製氷機
冷却装置
冷

媒

給湯システム

（ 20 ）

小型ドリップ式抽出機構
SUS 微細メッシュフィルタ式
シングル自動カップ機構
収容量：395 個
CO2 冷媒対応

容量 2.1 kg

500 W 1MC1EVA
R744（CO2）285 g
超省エネルギー給湯システム

低温室効果ガス冷却ユニット

に，冷却回路を図
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構造で対応した。冷凍機油詰まりのない安定運転を可能に

しや製氷機エバポレータ配管断面形状を従来の楕円（だえ

するために，絞り部に電子膨張弁とキャピラリを用いて絞

ん）形状から円形管に変更し，さらに断面積を約 3 割細く

り抵抗を分散させ，さらに運転開始時には電子膨張弁の開

して対応した。

度を開いて抵抗の少ない状態にした。

市場サービス性については，カップ式飲料自動販売機特

上述により，CO2 冷媒とそれに最適化した制御を採用す

有の製氷機部の交換に配慮して，高圧対応カップリングの

ることで，従来機以上に安定した良質の氷を生成できる製

新規開発と，新規に冷媒回収回路を設けてユニット本体側

氷システムが開発できた。

に冷媒を回収することとした。これにより，製氷機交換の
際の圧力を低くするとともに，製氷機交換前後での冷媒量

超省エネルギー給湯システム

.

変動を最小にした。さらに安定した良質の氷を生成できる

本機の開発においては，従来機で年間消費電力量の 1/3

ように，冷凍機油吐出が多いことを起因とする伝熱低下が

のウェイトを占める温水タンクの大幅な改善を行った。温

起きないように，新規に電子膨張弁を採用し，精度良く

水タンクでは消費電力を 54 % 削減し，製品全体でも 44%

制御することにした。この基本的な制御は，氷質が安定し，

削減し大幅な省エネを実現した（図

かつ製氷能力が最も高くなる蒸発温度を周囲温度・水温，

体策を以降に記す。

水質別の評価を基に，蒸発温度を入口出口ともに一定に安

⑴

）
。本機の省エネ具

湯回路切替機構

定させる制御が最も効果的であることを見いだした。そこ

従来機の温水タンクには，販売飲料種類ごとに 1 個の温

で規定時間以内に目標の蒸発温度に収束させることを目指

水供給弁を備えていた。これは温水タンクの構造を複雑に

し，周囲温度別のパルス数制御とその後の蒸発温度と目標

するだけでなく，断熱構造を取ることが難しく，弁周辺の

温度のずれに応じて修正しながら目標に到達するフィード

熱伝導と対流が最大の熱損失の原因となっていた。本機で

バック制御運転を行うことで解決を図った。

はこの課題を解決すべく，温水供給弁を 1 個に集約し（図

一方，冷媒が液化しない 31 ℃を超える高周囲温度領域

）
，その下流で回路を分岐させる湯回路切替機構を開発

では，従来システムにはなかった製氷機オーガモータと冷

した（ 図

却ユニットの運転を，周囲温度と前回運転からの運転間隔

可能なシンプルな構造にすることができた。さらに温水

に応じて製氷機オーガモータの運転を遅延させることで安

供給弁が 1 個になったことで，オペレーターの設置調整時

）
。この機構によって温水タンクを，密閉断熱

定した氷質を得ることができた。すなわち，冷凍能力が落
ちる高周囲温度の場合には，圧縮機を製氷機オーガモータ

図

合には，圧縮機が停止した後に，一定時間製氷機オーガ

3,000

モータを運転させる。この方法で製氷を調整し，氷質の安
定と同時に製氷能力向上をも実現することができた。

2,500

冷凍機油による伝熱低下には，トラップのない熱交換器

2,000
kWh/y

図

低温室効果ガス製氷ユニット回路

コンパクトカップ式飲料自動販売機の省エネルギーによる
消費電力量改善

より先に起動させ，冷凍能力が大きくなる低周囲温度の場

44％

販売（JIS8561）
蛍光灯
連続通電ヒータ
製氷機
待 機
湯タンク

1,500
1,000

製氷機エバ
出口温度センサ

製氷
ストッカ

製氷機エバ入口
温度センサ

500
製氷機エバポレータ

0

従来機

新型機

製氷機周囲温度センサ

カップリング

製氷機

図

湯回路新旧比較

冷却ユニット

キャピラリ

オリフィス

製氷機側
電磁弁

逆止弁

熱

熱
PD 用
電磁弁
電子膨張弁

温水供給弁（1 個）

温水供給弁（8 個）

内部熱交換器

熱

ストレーナ

従来給湯回路

庫外ファン

新給湯回路

ガスクーラ出口
温度センサ
ガスクーラ
吐出ガス温度センサ

圧縮機

湯回路切替機構
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耐圧設計は，最高圧力に対応できるよう配管肉厚の見直
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間・部品交換時間が削減できた。回路分岐は 8 回路に対応

避した。断熱材は，有機材料である発泡メラミンを採用し

することで，上位製品にも展開搭載できる仕様とした。

て製品安全性を向上するとともに，製品搭載時の空気対流

特 集

その構造は，内部の回転ノズルをステッピングモータで
規定回路を選択することで，流路を切り替えるものである。

の要因である隙間（すきま）をなくすことができ，対流熱
損失の削減に大きな成果を得た。

ノズル先端の勘合形状と，乱流を防止し下流にスムーズに
湯を受け渡すための整流板・ノズル形状が，シンプルな構

.

造で機能を満足するためのポイントとなっている。
⑵

飲料回路低熱容量化（配管ヒータの全廃）

飲料回路の加熱ヒータ全廃を目的として，飲料回路の熱
損失削減のため製品内部の配置を全面的に見直した。飲料

温水タンク
湯回路切替機構によって，単純な構造で全面密閉断熱を

配管の引き回しが最短距離になるように機能部品を再配置

実現でき，湯配管が空気対流下に露出することによる熱伝

し，金属部品で構成されていた飲料ノズルを操作性の改

達・対流による熱損失を削減することができた。製品への

善を含め樹脂化・薄肉化して低熱容量液回路を構成した。

取付け方法は底部固定構造に変更することで，製品筐体

従来機のレギュラーコーヒーの配管を総長で 28 % 削減し，

（きょうたい）への熱伝導を削減し，さらに小容量化によ

提供する飲料温度を下げることなく，製品内に使用される

る放熱面積の削減を進め，放射による熱損失を削減した。

飲料加熱ヒータの全廃を実現することができた。飲料回路

製品庫内における機能部品間の熱のやり取りによる熱損
失にも注目し，図

に示すように，庫内配置では製氷機と

図

低熱容量飲料回路

温水タンクとを製品左右に最大限離して配置し，さらに 2
重断熱層を挟むことで放射による双方の運転率の悪化を回
図

湯回路切替機構
湯
湯回路切替機構
ノズル絞り

原料攪拌容器

省エネルギー
温水タンク

ノズル受け
回転ノズル

整流板

小型コーヒー抽出機
樹脂ノズル

図

低温室効果ガス製氷機と温水タンクの庫内配置
低温室効果ガス製氷機

断熱層

温水タンク

販売口

図
熱

温水供給弁
断熱層

湯回路切替機構
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ドアねじれ剛性シミュレーション
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の熱劣化や，汚れの乾燥固着，接触面積が少なくなること

高く，扉前面からの寸法を手前 55 mm に移動した。これ

で，飲料品質の向上・維持にも貢献している（図

によりカップ視認性が向上し，販売口照明がなくても販売

）
。

軽量化

.

⑵

機械を扱うオペレーターにとっての利便性向上

環境問題のキーワード“3R（リデュース，リユース，

内部配置については，オペレーターの訪問操作や保守点

リサイクル）
”の中で，環境に対して最も有効なのはリ

検が容易に行えるように考慮した。扉を開ければ日常操作

デュースといわれている。自動販売機の廃棄時の減量化に

部分にすぐアクセスできる新構造を採用し，定期メンテナ

も重点的に取り組んだ。ここでは図 0 に示すドアねじれ剛

ンス部品は，すべてワンタッチで簡易着脱可能な構造にす

性シミュレーションを活用し，従来機比で剛性を向上しつ

ることで操作性の改善を図った。原料容器に関しては，投

つ軽量化することに成功した。ラダーフレーム構造を新規

入部の高さを従来機より 100 mm 下げるとともに，投入口

に採用することで，従来機比で 14 % 増のねじれ剛性を確

を手前に 80 mm 移動させた。誰でも容易に原料補充がで

保することができた。剛性アップは，製品動作音にも好影

きるよう投入性を向上させている。

響をもたらし，コーヒー販売時のピーク騒音値の大幅な低

商品サンプル銘板の交換作業は，製品正面側から実施

減ができた。本体側においても機能部品の取付け構造を刷

でき，実際の商品配列を確認・設定しながら作業ができる

新し，チャネルの削減・薄板化により軽量化を実施した。

ので，容易に販売飲料の変更ができるようになった。また，

その結果，製品として，同幅機新旧比較で 29% の減量を

商品アピールと省エネも考慮した照明システムとして，人

達成した。

感センサ付きの LED 照明にも対応している。

利便性向上

.

⑴

あとがき

エンドユーザにとっての利便性向上
環境意識の高まりにより，カップ式自動販売機は消灯状

本稿で紹介した CO2 冷媒対応コンパクトカップ式飲料

態で使用される場合が多い。従来機では，基本設計が蛍光

自動販売機は，環境対応において，缶飲料自動販売機と同

灯の点灯を前提にデザインされていたため，エンドユーザ

等のレベルに製品を仕上げた。今後も市場ニーズに俊敏に

に稼動状態が伝わりにくい傾向があった。本機では，蛍光

対応し，新しい機種開発に努力していく所存である。

灯レスを前提に，商品選択を行う操作パネル部のデザイン
を行った。操作パネルは傾斜を持たせた形状で，蛍光灯が
なくても周囲の光を受けて視認・操作できる構造を取った

江利川

肇

（図 1 ）
。傾斜はユーザの目線に向くようになるため，商品

カップ式自動販売機の開発設計に従事。現在，富

選択を自然に行える利点がある。さらにカップの取出しや

士電機リテイルシステムズ株式会社ものつくり本

すさを改善し，カップの取出し位置を従来機比で 85 mm
図

部埼玉工場開発技術部課長。

ドア外観

松本

尚男

カップ式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ものつくり本
部埼玉工場開発技術部。

高橋

裕一

カップ式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ものつくり本
部埼玉工場開発技術部担当課長。

（ 23 ）

特 集

カップが確認できるようになった。

＊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。

