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1　まえがき

近年，コンビニエンスストア業界では店舗数の伸びが鈍
化傾向にある。このような中，採算を重視した優良物件へ
の出店や消費者のさらなる利便性向上を目指し，ビル内な
ど設置工事に制約のあるテナント物件に容易に出店できる
方策を検討している。また，地球温暖化防止に向けて，温
室効果ガスの排出量削減の取組みを進めている。

富士電機は，このような動向に対応するため，冷凍機
システムを内蔵して設置工事が不要で，地球温暖化へ
の影響が小さいハイドロフルオロオレフィン（HFO：
Hydrofluoroolefin）冷媒を使用するという特徴を持った
ショーケースを開発した（図1）。なお，本開発機は，株式
会社 日刊工業新聞社が主催する“第 21 回 オゾン層保護・
地球温暖化防止大賞”の優秀賞を受賞した

〈注〉
。

2　開発の背景

2 . 1 　設置工事不要とメンテナンスの簡易化の必要性
ショーケースの設置工事には，冷媒配管のろう付，ドレ
ン排水管の敷設および電気工事などの専門知識や技能を
持った人材が必要である。しかし，近年その人材の確保が
難しくなっている。また，ビルに出店しようとすると，物
件の多くは既設のビルである。その中には，ショーケース
の冷凍機システムを店舗の外に置いて長い冷媒配管を設置
することや，店舗内の床にドレン排水管を埋設することが
できないテナント物件がある。さらに，テナント契約の終
了後の原状回復工事をあらかじめ考慮しておく必要がある。

設置後の保守メンテナンスにおいても，サービス体制を
維持するための人材の確保が必要である。また，冷媒配管
に不具合が発生した場合，蒸発器を含めた冷凍機システム
の脱着も困難であるため，現地で修理する。そのため，保
守メンテナンスを簡易化する必要がある。

2 . 2 　環境対応
ショーケースを含めて，冷媒を使用している冷凍機シス
テムに関しては，「フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律」（フロン排出抑制法）が 2015 年 4 月
に施行されている。この法律は，地球温暖化係数（GWP：
Global Warming Potential）の低い冷媒を使用した製品
への転換および使用時だけでなく，製造から廃棄処理まで
のライフサイクルにおいて冷媒の漏えいがないように適切
な対策を実施することを義務付けている。

冷凍機内蔵で設置工事不要な HFO 冷媒ショーケース

渡辺　忠男  WATANABE, Tadao 矢野　隆幸  YANO, Takayuki 岩崎　高宏  IWASAKI, Takahiro　

Showcase Using HFO Refrigerant with Built-In Cooling Unit to Render Installation Work 
Unnecessary

富士電機は，コンビニエンスストア業界において，優良物件への出店と消費者のさらなる利便性向上を目指して，ビル
内など設置工事に制約のある店舗への対応と環境への負荷を低減したショーケースを開発した。冷凍機システムを内蔵化
し，設置工事やメンテナンスを簡易化した。また，商品陳列棚下にダクトと棚の先端に気流ガイドを設け，風量を最適化
することにより侵入熱量を約 30% 低減した。さらに，自動販売機で実績のあるHFO-1234yf 冷媒を業界で初めてショー
ケースに採用することにより，環境への負荷を大幅に低減した。

Fuji Electric has developed an environmentally friendly showcase for the convenience store industry.  It is designed to be in-
stalled in stores that have imposed restrictions on installation work, such as those inside buildings, helping locate a store in excellent 
property and further improve consumer convenience.  The showcase comes with a built-in cooling unit system to simplify installation 
work and maintenance.  Equipped with ducts below the product showcase shelves and airflow guides at the foremost part of the 
shelves, it optimizes the amount of airflow to reduce invading heat by about 30%.  Moreover, it is the industry-first showcase in the 
Japanese market to use HFO-1234yf refrigerant, which has a proven track record of use in vending machines, to significantly reduce 
the environmental burden.

図 1　「USFTL22D1-038AMD」

〈注〉  HFO 冷媒を用いた内蔵型ショーケース：株式会社 日刊工業新

聞社  第 21 回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞, https://biz.

nikkan.co.jp/sanken/ozon/number21.html.
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冷凍機内蔵で設置工事不要なHFO冷媒ショーケース

圧縮機，凝縮器，制御機器からなる冷凍機システム
と，商品の陳列室が置かれた箱体が分かれている別置型の
ショーケースにおいては，冷凍機システムと複数の箱体の
間を長い冷媒配管で接続している。そのため，冷媒封入量
が多くなり，冷媒漏えい時の漏えい量が多いという問題が
ある。2012 年のフロン類使用機器の総排出量比率（HFC
のみ）は，別置型ショーケースが全体の 26.9%と高い割
合を占めている

⑴

。冷媒漏えいの原因の一つとして，冷媒配
管のフレア接続およびろう付による接続，ならびに冷媒封
入および漏えい検査などは現場での作業であるため工事品
質が安定しないことが考えられる。

3　開発の狙いと課題

開発の狙いは，設置工事の不要化および保守メンテナン
スの簡易化と，GWPが低いHFO冷媒を使用した完全密
閉型サイクルによる環境負荷の削減とした。この狙いを実
現する上で次の課題があった。
⒜　外気の巻込みによる侵入熱量を低減して，冷凍機へ
の負荷とドレン水の発生量を低減する。

⒝　蒸発器で発生するドレン水をショーケース内で蒸発
させる。

⒞　GWPが低いHFO冷媒を使用した冷凍機システム
を実現するとともに冷媒封入量を低減する。
⒟　 冷凍機システムは，高い冷凍能力を確保し，容易
な脱着が可能で，かつ小型で内蔵化する。

4　特　徴

4 . 1 　分配された気流による新エアカーテン方式
図2に示すように，従来機では，外気の侵入を遮断する
ため，ショーケース上部の吹出し部から下部の吸込み部ま
で到達する風でエアカーテンを形成している。そのために
は，ショーケース前面の風量を非常に多くする必要があり，
外気の巻込みによって無視できない熱量が侵入していた。
庫内への侵入熱量を分析すると，図3に示すように，そ

のほとんどがエアカーテンから侵入する空気の潜熱量およ
び顕熱量で占めている。外気を遮断する機能であるエア
カーテンを維持しつつ，風速を低下させることが必要であ
る。
本開発機においては，図4に示すように各商品陳列棚の
下にダクトと棚の先端に気流ガイドを設け，棚一段ごとに
低風速の気流でエアカーテンを形成した。棚の下のダクト
から吹き出して棚の下を通過した気流と，上部から吹き出
した前面気流とを棚先端の気流ガイドを通過させることで

外気巻込み

背面吹出し

乱れ

蒸発器

背面ダクト 前面
エアカーテン

フロント高
（330mm）

図 2　従来機のエアカーテン方式

連結部

ユニットベース

エバ BOX本体熱リーク量

顕熱量

潜熱量

図 3　ショーケース侵入熱量の割合

分配された
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気流
ガイド
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小

図 4　開発したエアカーテン方式

風速
大

小

図 5　棚下のシミュレーション解析
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乱流の発生を抑制しながら合流させている。
熱気流のシミュレーション（図5）と実稼動状態の気流

を可視化する粒子画像流速測定法（PIV：Particle Image 
Velocimetry）（図6）を組み合わせて解析した。その結果，
前面のエアカーテンと各棚の下からの気流の合流点の流れ
を整流化して各棚の下の風量と前面エアカーテンの風量が
最適化でき，侵入熱量を約 30%低減した。

4 . 2 　排熱利用のドレン水蒸発システム
従来機では，ドレン水は埋設する配管などを通して店舗
の外へ排水していた。
本開発機は，冷凍機システムを運転して凝縮する際に発

生する排熱を利用したドレン水蒸発システムを開発するこ
とで，設置工事不要に対応した。図7にドレン水蒸発シス
テムの構成を示す。店舗内の吸い込んだ常温・常湿の空気
が凝縮器を通過すると，温度が上昇して相対湿度が低下す
るため，高温で乾燥した空気になる。蒸発シートは凝縮器
の下流に配置し，高温で乾燥した空気を利用することで蒸
発を促進させた。
蒸発皿にたまったドレン水は，蒸発シートの下部から吸

水され，上部へと移動して蒸発していく。じゃばら状の蒸
発シートを両側から平滑な蒸発シートで挟むことで，水面
に接触する表面積が増加する。これにより，吸水速度を増

加させるとともに，蒸発シート内を通過する風と接触する
表面積も増加させた。これにより，発生するドレン量を
上回る十分な吸水速度を確保することができた。図8にシ
ミュレーション解析を示す。シミュレーションにより凝縮
器と蒸発シートへの風を解析することで，蒸発シート下部
へ流れる風の割合を多くして，蒸発シートが吸水したドレ
ン水をすぐに蒸発し，十分な蒸発量を確保した。

4 . 3 　低GWP冷媒採用の冷凍機システム
⑴　低GWP冷媒の採用
本開発機においては，自動販売機で実績があるHFO-

1234yf 冷媒を業界で初めてショーケースに採用した。
この冷媒の物性を従来のショーケースで使われている他

の冷媒とともに表1に示す。オゾン層保護係数が 0（ゼロ）
であり，GWPが 1 以下と極めて低い。また，冷蔵商品を
保存する 10℃以下の温度域において，冷凍機システムの
効率で優れているという特徴がある。HFO-1234yf 冷媒
は密度が小さく，低圧では圧力損失による冷凍能力が低下
するという欠点を克服する必要がある。
⑵　高回転に対応したインバータ圧縮機
従来機は，複数台のショーケースを冷却するために必
要な出力の大きい圧縮機を搭載しているため，三相 200V
の電源を使用していた。本開発機においては，制約を少な
くして幅広い場所で設置を可能にするため，電源の確保
が容易である単相 100Vとした。また，100V/15Aの限
られた電力で必要な冷凍能力を確保する必要がある。こ
のため，小型のレシプロ方式によるインバータ圧縮機を

図 6　PIV による可視化

風の流れ

ファン

蒸発
シート

図 7　ドレン水蒸発システムの構成

蒸発シート

ドレン水

凝縮器
風速
大

小

図 8　シミュレーション解析（蒸発シート）

表 1　冷媒の物性比較

項　目 HFO-1234yf HFC-134a HFC-404A HFC-410A

沸　点 -29.0℃ -26.0℃ -46.2℃ -51.4℃

臨界温度 95.0 ℃ 102.0℃ 72.0℃ 71.4℃

蒸気圧力
（25 ℃） 0.677MPa 0.665MPa 1.250MPa 1.660MPa

GWP＊ 1以下 1,300 3,940 1,920

オゾン層
破壊係数 0 0 0 0

＊  IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change）第5次報告書100年値
を使用



特
集　

食
品
流
通
の
利
便
性
向
上
・
省
力
化
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術

富士電機技報　2019 vol.92 no.1

24（24）

冷凍機内蔵で設置工事不要なHFO冷媒ショーケース

採用した。冷凍能力に必要な冷媒循環量を確保するため
には，圧縮機の回転機を高回転で稼動する必要がある。図
9に冷凍機制御システムの構成を示す。夏季など周囲温度
が高い，供給電圧が低いなど環境変動により，圧縮機へ
の電流が高くなる場合においても AC電源から安定した電
流を得るため，リアクトルを調整して力率を改善した。コ
ンバータには電流容量の上限まで電流が流せるようにする
ため，カレントトランスを設けて電流を検知した。運転制
御は，庫内温度に対する PID（Proportional-Integral-

Differential）制御と電流検知を組み合わせて回転数を制
御することで，圧縮機の回転数を高く維持して必要な冷凍
能力を確保した。
⑶　  高効率オールアルミニウム熱交換器（凝縮器，蒸発

器）
従来機は，冷媒が循環する銅配管とアルミニウムフィン
を組み合わせた蒸発器を背面ダクト内に，凝縮器は室外に
ある冷凍機に配置していた。この方式では，配管とフィン
は拡管によって接触しているだけなので熱抵抗が大きい。
そのため，熱交換器の寸法を大型にする必要があった。
本開発機においては，自動販売機で実績のあるオールア
ルミニウム熱交換器を採用した

⑵

。配管とフィン部を同一金
属により一体化し，熱交換量を大きくした配管は細穴を
複数持つ多孔管を用いて単位容積当たりの熱交換量を約 2
倍に向上し，熱交換器を小型化した。これにより，凝縮器
および蒸発器を配置した冷凍機システムをカセット化し，
ショーケース上部に設置できるようにした。仮に不具合が
生じても，短時間で冷凍機システムの脱着交換ができ，店
舗の営業を停止する必要がなくなった。また，冷媒封入量
は，従来の別置型ショーケースよりも，蒸発器の小型化と
多孔管による配管内の容積の低減，室外機への接続配管を
不要にしたことなどの効果も含めて，83%（当社比）と
大幅に低減した。
⑷　冷凍機システム内の圧力損失の低減
本開発機においては，冷凍能力を向上するため，圧縮機

を高回転にして冷媒循環量を増加している。しかし，式⑴
から分かるように，管内流速の 2 乗に比例して圧力損失
が大幅に増加することで冷凍能力が低下してしまうという
問題があった。
オールアルミニウム熱交換器では，管内径を小さくして

多孔管とすると伝熱面積を増やすという点では効果的であ
る。一方，管内径が細くなると，圧力損失が増えて冷媒の
循環量が少なくなり冷凍能力が低下していた。

　 …………………………………………⑴

 　ΔP ：圧力損失（Pa）
 　λ ：管摩擦係数
 　 L ：配管長（m）
 　D ：管内径（m）
 　γ ：管内ガス密度（kg/m3）
 　ν ：管内流速（m/s）

そこで，図10に示すように蒸発器の冷媒が循環する経
路を上下左右に 4 分割にして，蒸発器内の全体の配管長
を維持しながら各経路の配管長を 75%短くした。また，
内部熱交換器においても，熱交換に有効となる配管長を短
くすることで，図11に示すように圧力損失を冷凍機シス
テム全体で 70%抑え，目標となる冷媒循環量を確保した。
⑸　高精度の冷媒循環量制御
従来機は，複数台のショーケースが接続されているので，

ショーケースごとに冷媒循環量を制御するため，蒸発器出
口の過熱度を検知して膨張弁の開度を制御する機械式の温
度自動膨張弁を使用している。この温度自動膨張弁は，蒸
発器入口の冷媒温度を制御することが難しい。そこで，冷
媒温度を-10℃程度まで下げ，庫内との温度差を大きくし
て冷却している。そのため，蒸発器への着霜が発生して熱

= ・ ・ΔP λ L
D 2
γν2

コンバータ インバータ 圧縮機リアクトル

マイコン センサ

センサ

電　流

運転状態

回転数指令

AC100 VAC100 V DC280 V

PWM

AC

DC電源

図 9　冷凍機制御システムの構成

右　上

右　下

左　上

左　下

図 10 　蒸発器経路の構成

70 %低減

内部熱
交換器

蒸発器

改良前 改良後

1.0

圧
力
損
失
（
改
善
前
＝
1.
0）

図 11 　冷凍機システム内の圧力損失の割合
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交換量が低下するため除霜する必要がある。また，除霜し
ている間は冷凍機が停止するため，庫内の温度上昇を回復
するために大型の熱交換器が必要であった。
本開発機においては，自動販売機で実績のある PWM

（Pulse Width Modulation）制御を使用した電子膨張弁
を採用した

⑶

。電子膨張弁への通電のデューティ比（オン・
オフ時間の割合）に応じて，循環する冷媒を微小流量まで
リニアに制御できる。冷媒温度を高精度に制御でき，0℃
以下にする必要がなくなるため，蒸発器への着霜をなくす
ことが可能となった。除霜を不要にするとともに，庫内温
度の変動を抑制した連続運転ができるようになった。

5　あとがき

冷凍機内蔵で設置工事不要なHFO冷媒ショーケースに
ついて述べた。今後は，順次ラインアップを拡充していく
など，環境負荷の低減となる製品開発を行い，消費者の利
便性向上と地球環境保全に努めていく所存である。
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