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まえがき

ビール全体の消費が伸び悩む中で，生ビールの消費量は

増加しており，各ビールメーカーは量販店確保の有力な手

段として，生ビールディスペンサを位置づけている。富士

電機の生ビールディスペンサ（図１）は，20年前から市場

展開を開始し，以来，市場ニーズにこたえるべく，機種の

充実を図っている。一方，これら機種への共通した要求と

して，よく冷えた生ビールの多量販売が挙げられる。

この要求を満たすには，冷却性能の大幅改善が不可欠で

あり，今回，かくはん翼と冷却水槽について，シミュレー

ション，可視化手法を活用して開発を行ったので報告する。

また，かくはん翼の試作にラピットプロトタイプを用いた

ことにより，短納期で開発を行うことができた。

生ビールディスペンサの構成と仕様

図２に生ビールディスペンサの構成を示す。生ビールは，

炭酸ガス圧力でたるから押し出され，冷却水槽配管内で冷

却水との熱交換を行い，バルブから注出されるまでの間に，

室温から５℃程度まで冷却される。

冷却性能改善の目標仕様は次のとおりである。

注出杯数：15杯（ジョッキ内ビール温度 8℃以下，２

秒間隔）

かくはんモータ： 5W（4 極）以下

開発のポイント

冷却性能の改善は，冷却水槽形状や配管取付位置などの

変更による方法も考えられるが，冷却性能に直接影響を与

えるかくはん翼にポイントを絞り実施した。生ビールディ

スペンサは，冷却水槽内の水を水槽内面に氷結させ，かく

はん翼で循環させた水を冷却媒体として配管内の生ビール

を冷却している。このため，冷却性能は水槽内で循環する

水の流速を速くすることにより向上するが，循環流速を速

くしすぎると氷解速度が上がり早く氷がなくなり，生ビー

ルの注出杯数が少なくなる。また，かくはん翼用モータの

容量アップによる方法は，コストアップと機械の大型化に

つながるとともに，モータ発熱による水槽外側からの熱伝
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図２　生ビールディスペンサの構成

図１　生ビールディスペンサの外観



生ビールディスペンサ用かくはん翼の開発

達量が大きくなり，庫内の温度を上昇させる要因となる。

モータ容量を変えることなく冷却効果を高めるためには，

かくはん翼効率の大幅な改善とともに，庫内全体の水の挙

動が重要となる。これまでの翼は，一般的に使用されてい

るかくはん用の翼が採用されていた。これらの翼は，庫内

全体の水をかくはんし，庫内温度を均一化することを目的

に設計されている。このため，翼出口の流れは翼の内周側

から外周側に向かって複雑な流れを作り出している。一方，

生ビールディスペンサにおけるかくはん翼は，庫内の氷を

溶解するとともに冷水により効率よくビールコイルを冷却

する機能が要求される。このため，開発は次に示す実験お

よび解析結果を用いて庫内全体の流れを把握することから

行い，冷却効果の高い翼を羽根外径，ハブ比，羽根枚数な

どの基本パラメータから検討を加え，実施した。なお，開

発された翼の性能は，性能を示す主要なパラメータである

循環する水の代表流速において，従来の翼に比べ 20 ％以

上向上していることが確認されている。

実験・解析評価

図３は，今回実施したかくはん翼の実験や解析などに関

する開発フローを示す。翼の設計は三次元 CAD（Com-

puter Aided Design）上で行われ，その翼形状データは，

造形・流体解析メッシュ・構造解析メッシュおよび金型製

作用として使用されている。

また実験用のかくはん翼の試作には，短期間で製作可能

な光造型を採用することで，流れの可視化および冷却性能

評価が流体解析と並行して行える。なお，光造型で採用し

た樹脂は，強度解析を実施し水中でのかくはんに耐えうる

ものを選定している。

４.１ 流体ー構造連成解析

流体解析は，翼および冷却水槽内の流れについて実施し，

圧力分布，流速分布を算出するとともに翼面圧力分布から

所要トルクを導いている。その結果は，翼設計にフィード

バックされ，翼設計精度の向上と開発時間の短縮を行って

いる。さらに，自社開発したプログラムによって，流体解

析で得られた翼面圧力分布を構造解析の荷重条件にした流

体ー構造解の連成解析を行い強度評価している。

４.２ 流れの可視化

水槽内の流れの状態を把握し，かつ解析の信頼性を向上

させるため，流れの可視化を実施した。可視化には，PIV

（Particle Image Velocimetry：粒子画像流速測定）法を採

用している。これは，水槽中にトレーサ粒子を入れ，光源

としたダブルパルス YAGレーザを照射し，粒子から反射

した光を高速度・高精細ディジタルビデオカメラで撮影す

ることで流れの状態を測定する方法である。撮影された画

像データは，画像分析を行うことで流速ベクトルが求めら

れる。この手法を用いて，かくはん水槽中央断面部につい

て流速ベクトルを可視化した。なお，水槽はレーザおよび

粒子反射光を透過させるため，氷部，配管部および水槽を

アクリル樹脂で製作した。可視化領域は，評価領域および

分解能の関係から図４に示す領域とした。図５に従来翼と

開発翼の PIV 法で測定された流速分布を示す。可視化結

果は，生ビールディスペンサの冷却効果に大きな影響を与
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生ビールディスペンサ用かくはん翼の開発

える氷部に流れる流速に着目し評価している。

４.３ 流体解析

流体解析は，有限体積法を用いた汎用コード（STAR-

CD）を利用している。解析条件は次のとおりである。

要素数　　　：380,000

回転速度　　：1,260 r/min

乱流モデル ：標準 k-ε

差分スキーム：一次風上差分

流体解析モデルを図６に示す。解析モデルは流体部のみ

をモデル化している。また，解析時間を省略するため，今

回の開発で注目していないらせん状に配管されている配管

は，外形寸法が同一な中空円柱の簡略モデルとした。翼周

りのメッシュは，翼からのメッシュ高さを均一にし，壁関

数（境界層内部の物理量を表す関数）における Y＋（壁か

らのメッシュ距離を表す無次元数）を約40としている。

図７に開発した翼の流速分布を示す。解析結果は，氷部

付近の流速や渦のある位置など，PIV 法による測定結果と

よく一致している。また，翼面上の圧力分布から算出され

る所要トルクは，実験で測定されたモータ入力から求めら

れるトルクと比較し，設計を行ううえで十分な精度がある

ことを確認している。

４.４ 構造解析

水中で回転するかくはん翼には，遠心力および流体力が

作用する。そこで，量産化の際，使用する翼材料の破損を

未然に防ぐために，有限要素法による構造解析（I-DEAS）

を行い検証した。水中での回転による水圧は，流体解析に

よって得られる。この水圧を有限要素解析の荷重条件に変

換した結果を図８に示す。解析モデルは，1/4の周期対称，

節点数は，9,000である。また，翼の強度に影響を与えな

いボス上部形状は省略している。図９に応力の解析結果を

示す。応力の高い位置は，翼圧力面の根元部に集中するが，

この応力は使用する樹脂の引張強度に比べきわめて小さく，

構造上問題のないことを確認した。

４.５ 実験結果

開発された翼を用いて２秒間欠の型式試験を行い，従来

翼と冷却性能の比較を行った結果を図 に示す。この試験１０
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図７　流体解析結果（流速分布）

図９　応力の解析結果

図８　構造解析モデル

図６　流体解析モデル（壁面断面表示）

（a）全体図 （b）拡大図



生ビールディスペンサ用かくはん翼の開発

は，ジョッキに生ビールを２秒間隔で注ぎ（2 秒/杯），

ジョッキ内ビール温度が８℃以上になるまで連続注出し，

８℃以下で注がれた生ビールの杯数を調査するものである。

型式試験の結果，従来翼が10杯に対し，開発された翼は21

杯と大幅に性能が向上していることが確認された。

あとがき

以上のように，流体解析と実験を行うことにより，生

ビールの連続注出杯数を10杯から21杯へと大幅に改善する

ことができた。今後とも，多様で時間とともに大きく変化

する市場ニーズを的確に把握し対応していく所存である。

最後に，今回の開発は，富士電機の流通部門と重電部門

の技術により進められた。今後も，多様な技術を結集する

ことで，広い場面で顧客ニーズにこたえた技術が開発でき

ると考えている。
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