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1　まえがき

近年，少子高齢化が進み，小売業界においても人手不足
や人件費の高騰により，女性・高齢者・外国人といった労
働者の多様化が進んでいる。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットで使われる

ショーケースにおいて，誰でも使いやすい簡易オペレー
ション，作業時の体への負担が低い省力化オペレーション，
効率的な作業により人員が削減できる省人化オペレーショ
ンなどの省人・省力化につながるアイテムの提供が要望さ
れている。
富士電機は，これらの要望に応える省力化ショーケース

を開発した。本稿では，その特徴について述べる。

2　省人・省力化アイテムの概要

今回開発した三つの省人・省力化アイテムは，顧客の要
望や意見を取り入れた上で，“商品補充における作業時間
の短縮”“ショーケース清掃における作業時間の短縮”“商
品補充における重量物の運搬や屈伸作業などの苦渋作業の
軽減”に主眼をおいたものである。
⑴　商品補充における作業時間の短縮
オープンショーケースの商品展示用棚として，イージー
スライド傾斜棚を開発した。これにより，簡易オペレー
ションを実現し，商品補充における作業時間を短縮した。
⑵　ショーケース清掃作業の簡易化
冷凍機内蔵ショーケースの凝縮器においてエアフィルタ

をショーケースの外側から取り出せる構造を開発した。こ
れにより，フィルタの清掃を簡易化した。
⑶　商品補充作業における苦渋作業の軽減
ウォークインケースにおける商品補充を補助する「ス

ウィングラック」を開発した。スウィングラックとは，
ウォークイン内部にあるウォークインラックの後方に取り
付ける可動式の棚であり，後方から商品補充をするウォー
クインケースに対する省力化オプション部材である。これ
により，苦渋作業を軽減する。

3　  オープンショーケースにおけるイージースライド
傾斜棚

3 . 1 　従来構造の課題
従来のオープンショーケースでは，用途に合わせて“固
定棚”“水平スライド棚”“水平・傾斜スライド棚（水平と
傾斜に切替可能）”の 3 種類を選べる配慮をしていた。
オペレーションを省力化するため固定棚を全てスライド
棚にしたいとの要望があった。
⑴　従来のスライド棚の特徴
⒜　商品補充時に棚の引出しが可能であり，商品補充時
間を大幅に短縮できる。

⒝　棚を水平状態と傾斜状態に変更が可能である。これ
により，商品の見せ方や売場作りが多彩になり売上の
向上につながる。

⑵　従来のスライド棚におけるオペレーション上の課題
⒜　商品を搭載したままで水平状態と傾斜状態の切替操
作が不可能である。図1に示すように，切替機構が棚
の奥にあるために商品を全て降ろさないと切替できな
い。
⒝　水平状態と傾斜状態の切替操作が困難である。図2
に示すように，円弧に近い形状の異形溝に沿って段付
きねじを動かしたのち，もう片方の段付きねじを引掛
け溝に収めるという複雑な操作をするためには，構造
をあらかじめ理解しておく必要があった。

オペレーション負荷を軽減した省力化ショーケース

木下　　卓  KINOSHITA, Suguru 前川　勝彦  MAEGAWA, Katsuhiko 丹羽　良之  NIWA, Yoshiyuki

Labor-Saving Showcase Reducing Operational Workload

近年，少子高齢化が進み，ショーケースにおいても省人・省力化の要求が高まっている。ショーケースのオペレーショ
ン負荷を軽減するために，三つの省人・省力化アイテムを開発した。一つ目は，イージースライド傾斜棚である。商品補
充時に棚を引き出すことができ，簡単に傾斜状態に切り替えることで作業を簡易化する。二つ目は，苦渋作業を抑制する
「スウィングラック」である。商品補充時に重量物を運ぶ作業を補助するための可動式ラックを付加している。三つ目は，
フィルタ簡易アクセス機構を持つ冷凍機内蔵ショーケースである。凝縮器エアフィルタを簡単に清掃することができる。

The advancement of population aging and declining birthrates in recent years has been increasing the need for labor saving 
in relation to showcases.  To reduce the workload in operating showcases, three labor-saving items have been developed.  Firstly, 
the easy-slide shelf, which can be pulled out for stocking and easily put in a sloping position for display to simplify operation tasks.  
Secondly, the “swing rack,” which controls physically demanding tasks with movable racks that assist the transfer of heavy items 
when stocking products.  Third, the showcase with a built-in freezer and equipped with an easy-fi lter-access mechanism that makes it 
easy to clean the condenser air fi lter.
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⒞　水平状態と傾斜状態の切替機構が大きく，商品陳列
量を圧迫する。

3 . 2 　イージースライド傾斜棚の特徴
従来の課題を解決するため，水平状態と傾斜状態の切替
機構によって商品が陳列できないデッドスペースを 20%
削減した上で，商品を搭載したままで水平状態と傾斜状態
の切替操作を容易に行うことができるイージースライド傾
斜棚を開発した。
この傾斜棚を実現するため，次のような工夫を行った。
⒜　水平状態と傾斜状態を切り替える機構を設ける場所

を棚の前方とする。
⒝　棚を引き出す操作を行うことで同時に切替操作も行
うことができる。
⒞　商品陳列の邪魔にならないように切替機構をスライ
ドレールの外側に配置する。
このイージースライド傾斜棚における水平状態と傾斜状
態の切替の操作手順を図3に，新しい切替機構の詳細を図
4に示す。図4に示すように棚側部の傾斜機構が傾斜ロー
ラに乗り上げていくことで傾斜する構造とした。傾斜機構
は，棚を引き出した状態で軸（傾斜機構）を支点に上下さ
せることで，水平と傾斜の切替を行うことができる構造と

①水平状態

②棚を引き出す

傾斜機構

③棚奥（左右 2か所）
　の傾斜機構を操作

④棚を戻し傾斜状態

図 1　水平状態と傾斜状態の切替手順（旧構造）

異形溝 段付きねじ

傾斜機構段付きねじ

段付きねじ 段付きねじ

異形溝

①

②

③

④

図 2　水平状態と傾斜状態の切替機構（旧構造）

①水平状態

②棚を引き出す

③棚手前（2か所）
　の傾斜機構を操作

④棚を戻し傾斜状態

傾斜機構

図 3　水平状態と傾斜状態の切替手順（新構造）

ブラケット
傾斜ローラ

傾斜ローラ

傾斜機構

軸（傾斜機構）

傾斜ローラ軸（傾斜機構）

傾斜機構

傾斜機構

傾斜ローラ

①

②

③

④

図 4　水平状態と傾斜状態の切替機構（新構造）



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

28（28）

オペレーション負荷を軽減した省力化ショーケース

した。新構造の採用により，商品積載状態でも水平と傾斜
の切替操作を簡単に行うことができる。これにより，作業
時間が 30 分/日削減できる。
さらに，図5に示すように傾斜機構をスライドレールの
外側に配置した省スペース設計により，デッドスペースを
従来に比べて 20%削減した。

4　フィルタ簡易アクセス機構

冷凍機内蔵ショーケースにおいて，凝縮器エアフィル
タ（フィルタ）の清掃は性能を維持する上で重要である。
フィルタが 50%目詰まりすると冷凍機の効率が悪化し，
消費電力が約 20%増加する（富士電機製の栄養ドリンク
用ケースの場合）。これを防止するために，店舗には週 1
回のフィルタ清掃を推奨している。近年，コンビニエンス
ストアでは，冷凍食品販売の増加に伴い 1 店舗当たりの
冷凍機内蔵ショーケースが増える傾向にあり，フィルタ清
掃を行う作業負荷が増加している。
図6に示すように，従来はフィルタを清掃する場合には，
キックプレートと呼ばれる凝縮機のカバーを外さなければ
フィルタを取り出して清掃することができなかった。そこ
で，ショーケース正面の外側から直接フィルタを取り出す
ことができる構造を開発した。さらに，フィルタが外部か
ら見えるので，誰でも簡単にフィルタの状態を確認できる

ようになり，フィルタの目詰まりによる消費電力の上昇を
抑えることができるようになった。

5　「スウィングラック」

ウォークインケースに展示するまでは缶やペットボトル
などは飲料段ボール箱に収められている。そのため，バッ
クヤードで重量物である段ボール箱（約 12kg：500ml
ペットボトル 24 本入り）を持ち運びする移動動作や，床
に置いた段ボール箱から商品を 1 本ずつ補充する際に生
じる屈伸動作などの人への負荷は決して低いものではない。
この苦渋作業を軽減するウォークインラックに取り付ける
スウィングラックを開発した（図7）。

5 . 1 　商品棚の強度確保と簡易収納性の確立
フィールドテストにより実運用時の省人効果や店員の使
い方を分析した。その結果，飲料段ボール 3 箱（合計約
36kg）を一度に積載できる耐荷重がスウィングラックの
補助棚には必要であることが分かった。また，飲料商品以
外の重量物の積載やスウィングラックの補助棚へのいたず
らなどによる寄りかかり行為といった想定外の使い方をさ

41 mm

35 mm

58 mm

54 mm

商品陳列デッドスペース

商品陳列デッドスペース

（a）新　棚

（b）従来棚

図 5　傾斜機構の大きさ比較

フィルタ
を取外し

フィルタ取手
凝縮器

フィルタ

従来構造

フィルタ

新構造
キックプレート

図 6　フィルタの取付け構造

ウォークインラック

スウィングラック
（固定枠）

スウィングラック
（補助棚）スウィングラック

（可動枠）

図 7　「スウィングラック」
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オペレーション負荷を軽減した省力化ショーケース

れる場合の安全性を考慮して，120 kgでも安全性を確保
する構造とした（図8）。
さらに，バックヤードは飲料段ボール箱の他に冷蔵商品

の仮置きの場所として使用されている。そのため，商品の
補充作業時以外には補助棚を折りたためることが求められ
ている。補助棚を支えるストッパ構造では，使用後に補助
棚を畳む際に手が挟まり，けがにつながる可能性があった。
そこで，図9に示すようにラチェット式ロック機構とダン
パー機構を採用することで，誰でも簡単に安全に操作でき
る収納性を実現した。

5 . 2 　可動枠の耐久性と軽い操作性の確立
図10に補助棚を取り付ける可動枠を示す。フィールド
テストの結果から，可動枠は，ショーケースの耐用年数 7
年の間，ウォークイン 6 扉分を 1 日 25 回往復する耐久性
〔1 往復約 7.5m× 想定回数 11 万回（7 年相当の安全率 2
倍）= 総走行距離 861km〕が必要であることが分かった。
また，高齢者や女性でも簡単に使えるようにするため，移
動操作力の極小化（50N 以下）が必要であった。そこで，
図11に示すように可動枠の底面に戸車を取り付け，V 字

補助棚

図 8　補助棚の構造詳細

ダンパー機構

ラチェット式ロック機構

①開き時（商品設置時）はロックが掛かる

②補助棚を一度持ち上げてロックを解除する

③離すとダンパーで補助棚をゆっくり折りたたむ

図 9　補助棚の開閉操作

可動枠の移動

図 10 　可動枠の移動

V字型レール可動枠の戸車

図 11 　戸車とV字型レール構造（側面図）

商品荷重による倒れ

商品荷重

上部ローラによる姿勢維持

図 12 　上部ローラによる可動枠の姿勢維持（側面図）
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型レールの上を転がる構造とした。戸車とレールの接触に
よる摩耗粉やバックヤード内のほこりを V字型レールの
溝の底にためることにより，戸車がほこりに乗り上げる際
に生じる抵抗を低減した。
さらに，図12に示すように補助棚に商品が置かれた状
態では，可動枠が手前に倒れようとする力のモーメントが
発生する。そこで，上部レールに横方向にもガイドローラ
を設けることで，可動枠の姿勢を維持して軽い操作性を実
現した。

5 . 3 　既存店導入を想定した取付け性
スウィングラックは，店舗のウォークインラックを現地

で改造して取り付ける製品である。既存店へ導入するには，
外形寸法が若干異なる各メーカーのウォークインラックに
現地で追加の加工対応を行わなければならない。そこで，
全メーカーの製品に取付け可能な構造とするため，部品の
取付け位置を変更してさまざまな外形寸法に対応できるよ
うにした。また，バックヤードの床面に凹凸があっても下
部レールの水平を確保するため，スペーサとレベリングの
取付けができる構造とした。
スウィングラックを導入することで，29 分/日の作業
時間を抑制するとともに，29 回/日の屈伸作業回数を削
減できる。

6　あとがき

オペレーション負荷を軽減した省力化ショーケースにつ

いて述べた。今後も小売業界において，省人・省力化ニー
ズは高まってくると考えられる。お客さまの要求ニーズに
応えられるような開発に従事していく所存である。

木下　　卓
コンビニエンスストア向けショーケースの設計に
従事。現在，富士電機株式会社食品流通事業本部
生産統括部三重工場設計第一部。日本冷凍空調学
会会員。

前川　勝彦
コンビニエンスストア向けショーケースの設計に
従事。現在，富士電機株式会社食品流通事業本部 
生産統括部三重工場設計第一部。

丹羽　良之
コンビニエンスストア向けショーケースの設計に
従事。現在，富士電機株式会社食品流通事業本部
生産統括部三重工場設計第一部。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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