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富士電機では清涼飲料ディスペンサの環境問題に対応した機種を開発した。機種の特徴としては，まず水槽および冷蔵
庫に使用している発泡ポリウレタンの水処方（低温室効果ガス）化に取り組んだ。さらに製品本体の軽量化（リデュース）
を推進し，三次元シミュレーションによるフレーム構造・板金板厚などの見直しを実施して，製品質量 10 % の低減を実現
した。また製品本体の特徴としては，エンドユーザの操作性を考慮し，分かりやすさおよび操作性の向上を図った。

Fuji Electric has developed an eco-friendly soft drink dispenser. As a feature of this type of drink dispenser, we used water-expanding
polyurethane foam (for reduced greenhouse gas emission) for the water tank and the refrigerator. Additionally, we promoted lighter weight
(reduction) of the product itself, and performed 3-dimensional simulations to evaluate the frame structure and sheet metal thickness to achieve
a 10 % reduction in the product weight. Moreover, in consideration of ease-of-use by the end user, we improved the understandability and
operability of the product.

まえがき

開発の背景およびコンセプト

わが国の外食産業は 70 年代の後半から，日本人の生活

清涼飲料ディスペンサの断熱材として，冷却水槽および

スタイルの変化などを背景に急速に拡大してきた。しかし

冷蔵庫（シロップ保冷用）では発泡ポリウレタン（発泡ウ

消費者の健康志向の高まり，少子高齢化，商品を購入し

レタン）が使用され，処方剤として代替フロンが使用され

て持ち帰って食べる中食の台頭などにより近年では横ばい

てきた。この代替フロンは温室効果ガスの一つなので，地

状態が続いている。その中で，ファミリーレストランなど

球温暖化防止の観点から低温室効果ガスへの移行が求めら

の業界大手企業は，有機食材の使用，環境や社会貢献をア

れている。
「京都議定書」では切替え目標を 2012 年として

ピールし，さらには低価格路線での市場展開を行ってきて

いることからも早急な対応が必要である。

いる。清涼飲料ディスペンサの市場は外食産業に大きく

清涼飲料ディスペンサを取り巻く環境もここ十年で大き

影響されるため，このようなニーズにあった機種開発が求

く変化している。従来は，業務用の厨房（ちゅうぼう）機

められている。本稿では新たに開発した環境対応清涼飲料

器として主に使用されてきた。近年では低価格路線の一つ

ディスペンサを紹介する（図

として，顧客がカップを持ち，自分で製品を“操作”して

）
。

飲料を注ぐ，いわゆるドリンクバー方式を取る飲食店が増
加したため，市場の半数の機種はこのドリンクバーで使わ
れているのが現状である。
図

環境対応清涼飲料ディスペンサの外観

ドリンクバーはファミリーレストランやカラオケ，イン
ターネットカフェなどで多く採用され，もともと厨房内で
店舗従業員が操作していた機種をそのままで設置していた。
実際に製品を操作するのは小さな子供からお年寄りまでと
幅広く，
“操作の仕方が分からない”
“カップをどこに置い
てよいのか分からない”あるいは“どのボタンを押せばよ
いのかが分からない”などという使い方の問い合わせが寄
せられ，エンドユーザのことを考えた機種が求められてい
た。
これらの環境問題やニーズに応えるため新型清涼飲料
ディスペンサの開発に取り組んだ。

本機の特徴
（a）標準機

（b）ドリンクバー専用機

環境対応清涼飲料ディスペンサの特徴は，次に示す 4 点
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⑴

である。
⒜

ウレタン発泡の原理

硬質発泡ウレタンとは，2 種類の主原料に触媒や発泡剤，

水槽・冷蔵庫断熱材の水処方化による低温室効果ガ

⒝

環境および設置時の容易さを考慮した製品軽量化

して得られる均一な樹脂発泡体である。見かけは小さな泡

⒞

大型発光商品銘板によるエンドユーザの商品の選択

の集合体であり，この泡一つ一つが固い独立した部屋（独
立気泡）を形成している（図

性の向上
⒟

）
。

発泡剤として揮発性の高いフロンを混入しておくと，ウ

カップの置きやすさを考慮したデザイン

レタンの反応熱でガス化して泡状（セル）となり，ウレタ

製品構造

ンが泡状のまま樹脂化することでフォームが形成される。
これを物理発泡と呼ぶ。フロンの代わりに炭化水素である

内部構造

.
図

シクロペンタンを混入する方法（シクロペンタン処方）も

に内部構造図を示す。主要構成部品は①冷却ユニッ

低温室効果ガス化の手段として着目されている。

ト，②冷却水槽，③冷蔵庫，④飲料配管，⑤カーボネータ

一方，水を配合すると反応により炭酸ガスが発生し，ウ

タンク，⑥チューブポンプおよび⑦販売ノズルである。本

レタンが泡状のまま樹脂化することでフォームが形成され

体は板金フレームからなり，フレームの上に冷却水槽と冷

る。これを化学発泡と呼ぶ。

蔵庫を配置している。冷却水槽と冷蔵庫の断熱材の硬質発

通常は上述の物理発泡と化学発泡の併用でウレタン発泡

泡ウレタンでは，フロンを使わない水処方による発泡を採

が行われる。フロンを使わずに化学発泡のみの処方が水処

用した。

方と呼ばれるものである。
表

.

のように，硬質発泡ウレタンの低温室効果ガス化に
〈注〉

水処方化

は“水処方（GWP ＝ 1）
”と“シクロペンタン処方（GWP

環境問題に対応するため，冷却水槽・冷蔵庫断熱材の水
処方化に取り組んだ。次に詳細を説明する。

＝ 3）
”の二つの手段がある。また水処方の発泡気体は
CO2 であるため，地球温暖化係数・オゾン破壊係数は低い。
しかし，熱伝導率が高く，また分子量が小さいため拡散し

図

内部構造図

やすく，断熱特性の低下が問題となる。シクロペンタン処
④飲料配管

制御ボックス

方は，断熱特性だけで比較すると水処方よりも有利である
⑤カーボネータ

③冷蔵庫

が，その反面，多額の設備投資が必要となる。
上述の条件にかんがみて，富士電機は水処方を選定し，
できる限り断熱特性の低下を抑え，製品としての性能・品

リモコン

質を維持することを前提に開発を行った。
⑵

断熱性能の向上
断熱材の熱伝導率λ は概念的に式 ⑴ で表される。 図

はこの概念を模式的に表したものである。
②冷却水槽

λ ＝λ G＋λ S＋λ R＋λ C ……………………………… ⑴
λ G：断熱材の熱伝導率

⑥チューブポンプ
⑦販売ノズル

λ G：独立気泡セル中のガスの熱伝導率

①冷却ユニット

λ S：樹脂骨格固体の熱伝導率
λ R：独立気泡セル空間の熱放射

カップ検知センサ

λ C：独立気泡セル内ガスの対流
これらの中で最も影響度が大きいのは，λ G である。前
図

セルの拡大写真
〈注〉GWP：地球温暖化係数（57 ページ「解説 3」参照）

表

各発泡剤の比較
HFC
245 fa

HFC
365 mfc

シクロ
ペンタン

CO2
（水処法）

分子量

134

148

70

44

沸点（℃）

15.3

40.2

50

−78.5

不燃性

3.5 〜 9.0

1.4 〜 8.0

不燃性

引火点（℃）

なし

−25

−37

なし

GWP

950

890

3

1

燃焼範囲
（vol%）
200 µm

（ 25 ）
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整泡剤などを混合し，泡化反応と樹脂化反応を同時に起こ

ス対応
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熱伝導の模式図

図

三次元シミュレーション結果
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削除

高温

λS

λR

板厚削減

λC

λG

大

低温

図

変位

従来機ベースフレーム構造
少

考慮した最適発泡条件の設定を行った。

冷蔵庫
冷却水槽

本体軽量化（リデュース）

.

本体フレーム，水槽冷蔵庫の面板および外装部品はすべ
て板金部品である。これらの部品の減量による本体軽量化
についても重点課題として取り組んだ。
従来機の場合，まず板金のベースフレームにより骨格を
ベースフレーム

形成し，その上に冷却水槽および冷蔵庫を固定することに
より本体を形成する構造（図

）が一般的である。本機の

軽量化のポイントは，フレーム板金を廃止し，冷却水槽と
述したとおり，水処方は発泡ガスの熱伝導率がフロン系ガ

冷蔵庫との結合で必要強度を確保する構造としたことであ

スより高いため断熱特性が低下する傾向にあり，これが製

る。さらにベースフレーム・冷却水槽および冷蔵庫の面

品化のための大きな課題となる。

材・製品外装パネルなど，すべての板厚を必要最小限とす

もう一つの大きな課題は経年劣化である。通常，セル内

ることを試みた。

の発泡ガスは時間経過とともに拡散するため，セル内部に

本体強度は，製品の運搬および設置作業時の荷重条件を

は空気が置換される。空気の熱伝導率は発泡ガスに比べて

想定し，次の三つの条件で三次元シミュレーションを実施

大きいため，発泡ガスと空気との置換が進むと断熱特性は

することにより検証した（図
⒜

低下していくことになる。水処方の場合，発泡剤が炭酸ガ

製品のひずみを想定

スであるため，フロン系ガスと比較すると分子量が小さく
⒝

拡散しやすい。そのため水処方は従来のフロン発泡と比較

足底面を拘束し，前後左右から荷重が加わる条件
設置時など，製品を揺する条件を想定

して断熱特性の低下が進みやすい。
⒞

これらの課題に対し，次に示す三つの取組みにより，本
同等の品質を確保することに成功した。
整泡剤と触媒を調整して気泡を細かく（ファインセ

ル化）することで放射と対流（λ R＋λ C）を小さくし

本体底部（ベース）を拘束
設置時，床の上を引きずる条件を想定

製品では冷却性能および結露に関する問題に関して従来機
⒜

）
。

足元にスペーサを挟んだ条件

それぞれの条件で変形量（変位）を比較した上で最適な
条件を見つけ出す作業を行い，必要強度を保ちながら構造
を簡略化し，製品質量 10 % の低減を実施した。

て断熱特性の低下を最大限抑制し，さらに断熱材全体
を面材で覆うことで空気との置換を少なくした。
⒝

断熱特性が低下するという前提で水槽および冷蔵庫
の熱侵入量を計算することにより断熱厚みの最適化を
行った。

⒞

操作性の向上

.

⑴

ドリンクバー専用ボタン
清涼飲料ディスペンサの販売ボタンは製品の“顔”を決

める大切な要素部品である。また，ドリンクバーなどに機

水処方の特徴である粘度が高く，原液の反応速度が

種が設置された場合には，前述のように“操作者”が店舗

遅くなるという課題に対して，流動性および反応性を

の顧客になるため，その“分かりやすさ”がポイントとな

（ 26 ）

富士時報

図

環境対応清涼飲料ディスペンサ

Vol.82 No.4 2009

販売ボタン

図

カップガイド

（a）標準機用

（b）ドリンクバー専用機用

減衰するため見た目のインパクトが弱くなってしまう。そ
こで，本機では 図

⒞ に示すように無色透明のリング背

面に 5 か所の突起部を設けた拡散リングを採用した。この
突起部内で青色 LED の光を拡散させることにより，LED
の光量を減衰させることなく，正面から均一なリングとし
拡散リング

て見えるように工夫した。
ドリンクバー専用機ではカップの置き台近傍にカップ検

（c）構造図

知センサを配置しており，顧客がカップを置くと対象外の
ボタンのランプが消灯し，販売可能な飲料が一目で分かる
仕組みとなっている。

図

分かりやすさを追求した扉デザイン

⑵

分かりやすさを追求した扉デザイン
ドリンクバー専用機では，エンドユーザの分かりやす

さを追求し，次の三つのポイントで扉デザインを決定した
（図

大型ボタン

水温インジケータ

）
。

⒜

扉下側形状の変更によるトレイ部の視認性向上

⒝

色によるカップ置き位置のアピール（2 段階成型）

⒞

カップガイドによるカップの誘導

図

を見れば分かるように，ドリンクバー専用機は標準

機と比較して扉の高さ寸法（下側）が短く，顧客が正面に

扉下側形状変更

立った状態でカップ位置が見やすいデザインとなっている。
カップの位置は 2 段階成型により丸いリングを目印とし，

カップ検知センサ

さらにカップが手前側に置かれることを防止するための部
品（カップガイド）により，意識せずに販売位置にカップ
が設置できるような工夫を施した（図

カップ置き位置

）
。

あとがき
る。
に本機の販売ボタンの写真および構造図を示す。図

以上，新型のドリンクバー専用機種についてその概要を

⒜ 標準機用は S・M・L の 3 種類の販売量が選択可能

述べた。今後も市場ニーズに対応するために，新たな機種

図

であり，主に厨房機器として使用されるタイプのものであ

の開発に取り組んでいく所存である。

る。このタイプのボタンは以前から一般的に使われていた
ものである。 図

⒝ ドリンクバー専用機用のボタンはド

リンクバーで求められるニーズを取り込んで開発したもの
であり，大型の光る商品銘板，
“押す”の文字を引き立た
せるための青色に光るリングなど，エンドユーザの分かり
やすさを考えたデザインが特徴となっている。
“押す”の文字を囲む透明のプラスチック製リングは，

遠藤

伸之

ボタンの位置をアピールするために全周を均一に青く光ら

フードサービス機器の開発設計に従事。現在，富

せる必要があった。ここで，光を拡散させるためには，プ

士電機リテイルシステムズ株式会社ものつくり本

ラスチックのリング自体にスモーク状の着色をする方法，

部埼玉工場開発技術部。

またはプラスチックの表面に加工を入れて光を拡散させる
方法などが一般的である。しかし，どちらの方法も光量が

（ 27 ）
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新二

大川原

豪

カップ式自動販売機およびフードサービス機器の

フードサービス機器の品質保証に従事。現在，富

開発設計に従事。現在，富士電機リテイルシステ

士電機リテイルシステムズ株式会社ものつくり本

ムズ株式会社ものつくり本部埼玉工場開発技術部。

部埼玉工場品質保証部信頼性保証課。

＊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。

