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オープンショーケースの省エネルギーを実現する熱流体
シミュレーション技術
Thermo-Fluid Simulation Technique for Achieving Energy Saving in Open Showcases
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スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗で使われるオープンショーケースでは，前面開口部からの侵入
熱が負荷の大半を占めており，省エネルギー化のためには，この熱侵入を抑えるエアカーテンの性能の向上が重要である。
エアカーテンの性能は，蒸発器の着霜の影響により時間とともに変化する。富士電機は，この現象を明らかにするための
熱流体シミュレーション技術を開発するとともに，この技術を用いて新エアカーテン方式を開発した。実証機により評価
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した結果，従来方式に比べて 30 % 以上の省エネルギー化が実現できた。

製品開発を支えるシミュレーション技術

More than half of the electric power load in open showcases used in stores such as supermarkets and convenience stores is heat invasion
that comes from the front opening of the displays. In order to save energy on the showcases, it is necessary to improve the performance of
air curtains that suppress this heat invasion. Air curtain performance changes over time based on the impact of frost formation on the evaporator. Fuji Electric has developed a thermal-ﬂuid simulation technique for elucidating this phenomenon, and based on this technique, we have
developed a new air curtain system. Demonstration results achieved improved energy saving of more than 30 % compared with conventional
systems.
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影響で時間とともに変化する。富士電機は，このエアカー
テンの経時変化を明らかにするための熱流体シミュレー
ション技術を開発した。また，この技術を用いて省エネ化
のための新エアカーテン方式を開発した。

オープンショーケースの構成
オープンショーケースの構造を図

に示す。オープン

ショーケースには扉がないため，前面開口部から侵入する
暖かい空気をエアカーテンで遮断して商品を保冷している。
ダクト内に設置した蒸発器で冷気を生成し，冷気をファン
によりエアカーテン吹出口と背面パネルに設けた背面吹出
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口から吹き出し，吸込口から吸い込むことでエアカーテン
を形成する。冷気を生成する蒸発器は，エアカーテンから
湿気を含んだ暖かい空気が侵入するため，図

て循環風量を低下させるのでエアカーテンの性能が低下し，
前面開口部からの空気の侵入が増える。したがって，オー
プンショーケースの開発においては，霜の経時変化を考慮
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蒸発器の着霜現象

のように時

間の経過とともに着霜する。付着した霜は風路抵抗となっ
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したエアカーテンの気流制御が重要である。
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面温度および蒸発器からの吹出し風の湿度を計算し，熱流
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状態で次の時間の計算へと進み，規定時間を経過した時点
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作を繰り返し，蒸発器の吸込み風の温湿度変化が収束した
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乱流エネルギー分布のシミュレーション結果

オープンショーケースの省エネルギーを実現する熱流体シミュレーション技術

実現できた。また，前面開口部からの空気の侵入が減った
ことに伴って冷媒の蒸発温度を約 4 K 上昇させることがで

あとがき

き，着霜量が少なくなったことも省エネ化に寄与したと考
えられる。

オープンショーケースにおいて，着霜を考慮した熱流体
シミュレーション技術を開発し，最適化設計技術を用いた
新エアカーテン方式により省エネルギー化を実現した。今

シミュレーション技術の今後の展開

後は，このシミュレーション技術の開発設計への活用をさ
富士電機は，オープンショーケースについて，さらなる

らに進め，よりいっそう地球環境にやさしい省エネルギー

省エネ化や，二次元断面では模擬できないショーケースの

対応のオープンショーケースを提供していく所存である。

設計を目指し，三次元熱流体シミュレーション技術を開発
している。図

に三次元熱流体シミュレーションによる

気流解析の例を示す。三次元のシミュレーションにより，
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三次元シミュレーションによる気流解析の例
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