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　まえがき

　缶・ペットボトル自動販売機は街角やオフィスに置かれ，

その利便性から広く受け入れられている。一方，公共性の

観点から，温室効果ガス排出量削減に考慮した，環境に優
しい自動販売機が必要とされている。

　自動販売機は，内部に複数の商品を収納する庫室を持ち，

缶やペットボトル飲料を冷却または加温して販売する。飲
料の冷却には冷却ユニットを用いており，冷媒はハイドロ

フルオロカーボン（HFC）系の混合冷媒である R407Cが

使われている。R407Cのオゾン破壊係数（ODP）は 0で
あるが，地球温暖化係数（GWP）が高いため，GWPが小
さい冷媒が求められている。そこで，これまでに GWPが

小さい二酸化炭素（CO2）冷媒を用いた冷却専用の冷凍機
を搭載したノンフロン自動販売機を開発し，製品化を行っ

てきた。さらに，今後の自動販売機のノンフロン化の要望
に応えるためにも機種数の拡大が必要であり，かつ開発の

効率化を狙った冷凍機設計のための冷凍機性能計算ツール

が必要となった。

　そこで，自動販売機の冷却ユニット設計に焦点を合わせ

て自動販売機特有の計算機能を持たせ，自然冷媒である

CO2冷媒に対応した自動販売機用の冷凍機性能シミュレー

タを開発したので紹介する。

　CO2 冷媒用冷凍機の構成

　CO2冷媒自動販売機の構成を図 1に示す。CO2冷媒用冷
凍機は，圧縮機，庫外熱交換器（ガスクーラ，中間熱交換
器），内部熱交換器，膨張機構，庫内熱交換器（蒸発器）

により冷凍サイクルを構成しており〔図 1（a）〕，複数の商
品収納庫室にそれぞれの蒸発器を設置して，各蒸発器にて

生成した冷風により各庫室に置かれた商品の冷却を行って

いる〔図 1（b）〕。
　圧縮機にはインバータ式あるいは一定速式の 2段圧縮機
を用いており，1段あたりの圧縮比を低減して運転効率の

向上を図っている。また，庫外熱交換器は，1段目の吐出

冷媒を冷却する中間熱交換器と 2段目の吐出冷媒を冷却す

るガスクーラを一体化した構成としている。内部熱交換器
は二重配管で構成し，内側の配管には高圧側の高温冷媒を，

外側の配管には圧縮機へ戻る低圧側の低温冷媒を流して熱
交換を行うことで圧縮機への吸込み温度を上げて運転効率
向上と冷媒の液戻りを防止している。また，膨張機構には

電子膨張弁を用いて，冷却負荷変動への適応性を高めてい

る。
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図1　CO2 冷媒自動販売機の構成
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　シミュレータの構成

　冷凍サイクル計算方法は従来から提案されているが，

CO2冷媒自動販売機用冷凍機の構成に対応した冷凍サイク

ル計算方法は確立されておらず，従来のサイクルシミュ

レータに加えて，CO2冷媒特性への対応や 2段圧縮機，内
部熱交換器などの CO2冷媒用冷凍機にて追加された各機
器の性能計算対応を行った。

　今回作成した冷凍機性能シミュレータの計算フローを図

2に示す。機器サイズ，冷媒封入量，周囲温度，蒸発温度，

庫内・庫外ファン風量，庫内温度条件により，冷凍機は各
機器の特性がバランスした状態で定常運転となる。この状
態が冷凍サイクルの平衡状態でサイクルバランス点と呼ば

れている。シミュレータは，初期条件設定を行った後，1
段目圧縮機から低温側の内部熱交換器までの性能を冷凍サ

イクルの流れに沿って計算する。次に，冷媒封入量などの

計算結果が初期設定値と一致するかどうか収束判定（サイ

クルバランス収束判定）を行い，もし収束しない場合には，

計算パラメータの自動変更を行って再度計算を行うことで

サイクルバランス点を求め，冷凍機器の性能計算を行った。

　冷凍機性能計算方法

4.1　圧縮機性能計算部

　圧縮機性能は圧縮機冷凍能力評価装置によって，表１に

示す条件で計測したデータを基にして計算を行った。周囲
温度，圧力，冷媒入口温度などを入力条件として冷媒流量，

出口冷媒温度などを推算する計算式を重回帰分析によって

作成した。これにより，評価条件下にて最大誤差約 7%以
下の精度で圧縮機の性能が推算可能となった。

4.2　庫内熱交換器・庫外熱交換器の計算部

　庫内・庫外の熱交換器の性能計算は，熱交換器のサイ

ズ（配管，フィンなどの機器サイズ）や使用条件（ファン

風量，冷媒循環量，入口冷媒状態）から出口冷媒状態（温
度，圧力）の算出を行っている。この際，熱交換器の配管
を微小区間に区切り，その区間ごとに熱交換器と周囲温度
（外気や庫内の温度）との交換熱量を算出し，熱交換器の

入口温度と交換熱量から出口温度を算出した。これを逐次，

各区間ごとに行って最終的に熱交換器の出口温度を算出し

ている。また，交換熱量の算出には風速や CO2冷媒の状
態（気相，液相，気液 2相，超臨界状態）などの使用状態
に合わせて伝熱特性を表す熱通過率を正確に計算すること

が必要である。そのため，熱交換器性能評価装置によっ

て，自動販売機での使用条件と同等の条件（例えば，庫外
熱交換器では表 2に示した条件）にて，計測したデータを

基に熱通過率を推算するための定式化を行った。これによ

り，最大誤差約 6%以下の精度で熱交換器の性能が推算可
能となった。
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表2　庫外熱交換器評価条件

項　目

熱交換器

ファン風速

周 囲 温 度

評価条件

庫外熱交換器

1.4～2.0m/s

5.0℃，32.0℃

低温冷媒
出口

高温冷媒入口

高温冷媒入口

外側配管

低温冷媒出口

高温冷媒出口

冷
媒
温
度

低温冷媒
入口

低温冷媒入口

内側配管

①

①

②

②

③

③

（潜熱変化）

熱交換

内部熱交換器配管長さ

高温冷媒出口

図3　内部熱交換器の構成と配管温度変化
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4.3　内部熱交換器計算部

　内部熱交換器は，図 3に示すように二重配管で構成され，

内側の高温冷媒と外側の低温冷媒の間で熱交換を行う。そ

のため，内部熱交換器の熱交換計算には，高温側入口温度
と低温側出口温度が必要となる。そこで，高温側入口温度
から低温側出口温度を仮定する方法を用いた。内部熱交換
器の計算では，庫内・庫外熱交換器と同様に配管を微小区
間に区切り，その区間ごとに高温側と低温側との交換熱
量を算出し，熱交換器温度と交換熱量から次の区間の高温
側出口温度と低温側入口温度を算出した。これを逐次，各
区間ごとに行って最終的に高温側出口温度，低温側入口温
度を算出している。さらに，高温側出口温度から庫内熱交
換器の出口温度を算出し，その結果，庫内熱交換器出口温
度と低温側の内部熱交換器入口温度が一致していれば，仮
定した低温側の内部熱交換器出口温度が正しいと判断して

計算を終了する（図 2の内部熱交換器収束判定）。しかし，

一致しない場合には低温側の内部熱交換器出口温度を自動
的に変更して庫内熱交換器出口温度と低温側の内部熱交換
器入口温度が一致するまで繰り返し計算を行った。

4.4　サイクルバランス計算部

　機器サイズ，冷媒封入量，周囲温度，蒸発温度などの初

期設定値に基づいて各機器の計算を行った後，初期設定
値である圧縮機入口状態（温度，圧力）と計算で求めた低
温側の内部熱交換器出口状態（温度，圧力）が一致するか

どうか収束判定を行った。同様に，初期に設定した冷媒封
入量と計算した各機器ごとの冷媒量合計が一致するかどう

210（40）

表3　冷凍サイクル計算結果と測定結果の比較
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図4　庫外熱交換器配管温度変化の計算と測定結果の比較
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図5　庫内熱交換器配管温度変化の計算と測定結果の比較
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図6　自動販売機用冷凍機設計ツール
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か，また，冷媒循環量が圧縮機 1段目と 2段目で一致する

かどうか，収束判定を行った。以上の 3条件が一致すれば，

サイクルはバランス状態にあると判断して計算を終了する

（図 2のサイクルバランス収束判定）。しかし，一致しない

場合にはサイクルがバランスするように初期設定値を自動
的に変更して繰り返し計算を行った。サイクルをバランス

させるための初期設定値の変更方法には 3変数ニュートン

法を用いている。この方法は，収束判定条件（3条件）に

関し，初期設定値との誤差が最も小さくなるように設定変
更を行う方法であり，少ない計算回数でサイクルバランス

点を求めることができる。

　計算結果

　冷凍サイクル計算結果の例として CO2冷媒用インバー

タ圧縮機を用いた 30セレクション（販売商品種類）・3庫
室の自動販売機を対象として冷凍機温度測定結果と計算結
果の比較を行った。表 3に比較結果を示す。各冷凍機器で

の入口・出口温度の最大誤差は，約＋－ 10%内の精度で測
定結果とほぼ一致した。この際の庫外熱交換器各配管部で

の温度変化について測定結果と計算結果の比較を図 4に示

す。また，庫内熱交換器各配管部（右庫室）での温度変化
について測定結果と計算結果の比較を図 5に示す。これら

の温度変化についても測定結果と計算結果はよく一致して

おり，本シミュレーションが自動販売機の冷却性能把握に

活用できることが確認された。

　あとがき

　自動販売機用冷凍機設計ツール（図 6）として各機器を

組み合わせて定常運転での冷凍機性能を計算する冷凍サイ

クルシミュレータを開発した。評価結果と計算結果はほぼ

一致し，自動販売機用冷凍機の性能予測，冷媒封入量，内
部熱交換器などの検討が計算によって可能となった。今後
とも，新たな冷凍回路や他冷媒への対応により機能拡張を

行っていく所存である。
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