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まえがき

缶・瓶・ PETボトルに入った飲料を温めて，または冷

やして販売する自動販売機は全国に約 208 万台設置されて

おり，その総消費電力量は国内年間総発電量の約 0.45 ％

を占めている。富士電機では，地球温暖化防止のため販売

数に応じた制御（学習省エネルギー）などで，1994 年と

比較して約 59 ％の消費電力低減を行ってきた。2003 年 4

月からは自動販売機が冷蔵庫やエアコンと同様に「エネル

ギーの使用の合理化に関する法律」（省エネルギー法）の

特定機器に指定され，省エネルギーの達成目標値が規定さ

れる（省エネルギートップランナー方式：228ページの

「解説」参照）。そのため，自動販売機の熱設計を今までよ

りも詳細に行い，自動販売機の省エネルギー開発を強化し，

かつ加速する必要があった。

自動販売機では，飲料の加熱や冷却を加熱空気や冷却空

気を循環させて行っているため，空気の流れの挙動が消費

電力に影響する。しかし，自動販売機の内部は商品収納装

置などが収納されているため流れが複雑になり，実験など

により大まかな流れを把握するにとどまっていた。また，

数値解析によるシミュレーションも実施してきたが，空気

を循環するファン特性のモデル化が困難であり実用化には

至っていなかった。

本稿では，ステレオ PIV（三次元粒子画像速度計測）装

置で可視化したファン特性をデータベース化しモデルに組

み込むことで，自動販売機内の流れの挙動を把握できる自

動販売機用の熱流体シミュレータを開発したので紹介する。

自動販売機の構成

２.１ 自動販売機庫内の構成

自動販売機の構成を図１に示す。

自動販売機の庫内は温かい飲料と冷たい飲料の配分を季

節ごとに変えられるように，通常，断熱材で三つの部屋に

区切られている。飲料は庫内の上方に収納し，販売時には

下方側に 1 本ずつ飲料を落下させて販売する。飲料を冷や

す場合は，庫内の下方に設置した冷凍機に接続された蒸発

器で冷風を生成し，冷風をファンによって循環して行う。

飲料を温める場合は庫内の下方に設置したヒータで温風を

生成し，温風をファンによって循環して行う。

２.２ 庫内ファン

自動販売機の庫内には図２に示す，プロペラファンを使

用している。自動販売機内の空気の挙動はこのファンの特

性に大きく依存し，シミュレーションではこのファン特性

の三次元分布を模擬する必要がある。

ファンは圧力損失が大きくなるに従い風量が小さくなる

特性を持つが，それに加えてファン翼から吹き出される風

向は図３に示すように放射状に広がる特性を持つ。圧力損
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図１　自動販売機の構成
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失ΔPが大きくなると吹出し角度α2が小さくなり，ファ
ン翼から吹き出される風はファン翼の外端方向に吹き出さ

れる。

シミュレーションモデル

３.１ モデル

今回，作成したシミュレーションモデルを図４に示す。

構成点のデータは CADデータから変換して自動販売機の

庫内を三次元で構成したが，ファン翼はデータベース化し

たデータを取り込む構成とした。解析の詳細を表１に示す。

３.２ モデル作成の簡略化

自動販売機は薄型タイプや幅狭タイプなど約 100 機種が

存在し，その構造は複雑であるためにモデル作成に多くの

時間がかかる。そこで，機種のモデル作成が短時間で行え

るプログラムを作成した。プログラムでは部分ごとに切り

分けた自動販売機のパーツを選択して組み合わせ，結合面

を一体化処理して一つの自動販売機の庫内を作成する。

モデル作成のイメージを図５に示す。

シミュレーション手法

４.１ ファン特性の実測とデータベース化

シミュレーションの手法としてはファン翼をモデル化し

て計算する手法もあるが，計算時間が長くなるとともに前

述した吹出し風向の圧力損失による広がりを模擬するまで

には至っておらず，流れが合わないという欠点がある。そ

こで，ファンの吹出し風向・風速の三次元分布を実測し，

境界条件として設定する手法を考案した。この手法の特徴
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図２　庫内ファンの外観
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図３　ファン吹出し風向広がり原理
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図４　シミュレーションモデル
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図５　モデルの簡略作成イメージ

表１　解析条件 

ソフトウェア 

メッシュ数 

解　析 

乱流方程式 

差分法 

圧力解法アルゴリズム 

※STAR-CD：シーディー・アダプコ・ジャパン社製熱流体解析ソフトウェア 

流速：一次風上差分 
密度：中心差分 

STAR-CD※（有限体積法） 

約60万（ヘキサメッシュが基本） 

定　常 

高レイノルズ　-　方程式 k ε 

SIMPLE法 
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は次のとおりである。

ファン風速・風向の三次元分布をその PQ特性に対応

させてステレオ PIV 装置で実測し，データベース化し

た。

自動販売機の構造や機種が変わり圧力損失が異なった

場合は，ファン特性を計算で得られた圧力損失値から

データベースに基づき自動的に変更する（ファン特性調

整プログラム）。

ステレオ PIVを用いたファンの吹出し風の測定装置を

図６に示す。ステレオ PIVによる測定は，ファン吹出し

面に垂直に照射したレーザシート面のトレーサ粒子画像を

２台の CCDカメラで撮影し，画像はステレオ PIV 法によ

り処理して速度 3成分を得た。ファンの PQ特性は JIS B

8330の測定方法に基づき測定した。測定結果を図７に示

す。

ファンの吹出し風向は圧力損失が大きくなり風量が小さ

くなるに従い，放射状に広がる様子が検証できた。また，

左右不均一でファン翼による風向のねじれも実測から観測

できる。

４.２ ファン特性調整プログラム

約 100 機種ある自動販売機の圧力損失やファン特性をす

べて測定することは困難である。そこで，前述したファン

特性を解析結果を用いて自動的に変更するサブルーチンプ

ログラムを作成した。

境界条件の調整手順を図８に示す。初めに，初期設定し

たファン特性を用いて自動販売機内の圧力損失を求める。

その圧力損失値に対応したファン特性を図７で得た PQ特

性から求め，変更する。そのファン特性を用いて再び自動

販売機内の圧力損失を求める。この操作を繰り返してファ

ン特性を調整していく。そして，自動販売機内の圧力損失

値変化が一定値に到達した時点で計算終了とした。ファン

の吸込み条件には後方側に自由流出条件を設定した。

計算結果を図９に示す。風量差が収束していき，プログ

ラムが有効に動作していることが確認できる。

解析結果

５.１ 解析と実測結果の比較

自動販売機内の空気の二次元断面流れを，ファンの境界

条件の測定に使用した PIV 装置を用いて可視化し，実測

との比較により解析の妥当性を検証した。

自動販売機の庫内流れの二次元断面を，シミュレーショ

ンと可視化で比較した結果を図 に示す。図の真ん中付近

の小さい渦状の流れまでがシミュレーションにおいても再
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図７　ファンPQ特性とファン吹出し風向の測定結果
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図８　ファン特性調整プログラムフロー
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図９　収束結果
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現され，可視化した実測結果と流れのパターンが一致して

おり，本シミュレーションが自動販売機の気流把握に活用

できることが確認された。

５.２ 自動販売機全体の風速分布と商品温度分布

本シミュレーションを用いて，自動販売機全体の風速分

布と商品の温度分布を解析した結果を図 に示す。これら

から，自動販売機内の全体の空気の挙動，温度分布が明ら

かにできる。

あとがき

構造が複雑な自動販売機において，境界条件であるファ

ン特性をステレオ PIVで実測し，計算した自動販売機の

圧力損失に対応させて圧力損失に応じた境界条件に変化さ

せる方法でシミュレーションと実測結果が一致した。この

方法により，自動販売機内の空気の挙動が明らかになり，

最適熱設計が行えるようになった。
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図１１　風速分布と商品温度分布

解　説 省エネルギートップランナー方式

省エネルギー型製品普及のための制度で，基本的な

考え方は「自動車の燃費基準や電気製品（家電，OA

機器など）などの省エネルギー基準を，それぞれの機

器において現在商品化されている製品のうち最も優れ

ている機器の性能以上にする」ということである。省

エネルギー法の対象機器は，「わが国において大量に

使用され，かつその使用に際して相当量エネルギーを

消費する機械器具」となっており，自動販売機も

2003 年 4 月から対象機器に指定される。指定される

と，目標基準値と目標達成年度が設けられる。その達

成判断方法は目標年度において製造事業者ごとに加重

平均方式により行うこととなっており，製品の多様性

を確保しながら製造事業者などに対して省エネルギー

性能の高い製品を市場へ投入するインセンティブを与

えられる考え方とされている。つまり，目標値以上の

エネルギー消費効率の製品をより多く生産，出荷する

ことにより，一方で市場が必要としている製品（例え

ば廉価品）であり，目標値を下回るものでも市場に投

入できる余地が生まれることになるからである。

表示については，省エネルギー性能の高い機器を選

択できるように消費者が機器を購入するに際して，カ

タログ，本体などにエネルギー消費効率を表示するこ

とも義務づけられている。
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