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1　まえがき

スーパーマーケットやコンビニエンスストア業界では，
少子高齢化に伴う労働人口の減少，法規制に伴う環境対応
など店内作業の省力化や店舗機器の省エネルギー（省エ
ネ）化に対する要望が非常に高くなっている。
富士電機は，これまでショーケースなどの機器単体を中
心に省エネ化の推進を図ってきた。しかしながら，店舗の
売上を拡大するために冷熱機器が増加傾向にあり，店舗当
たりの電気使用量は増加している。このような中で，省エ
ネ化を図るためには，機器単体だけでなく，店舗全体の熱
収支関係を考慮した総合的な観点が重要である。
本稿では，店舗全体視点での熱負荷や店内の空気の流れ

（気流）に着目した店舗向けの店舗熱収支分析ツールと正
圧制御システムを使って，店舗全体の省力化と省エネ化を
図る店舗空調ソリューションについて述べる。

2　現状の課題と開発の狙い

実際の店舗では，立地条件や規模，店舗機器構成，来店
者数などさまざまな条件が異なる。各店舗の消費電力量の
増減の要因もさまざまで，省エネ化のアプローチも異なる。
例えば，店内の温度分布や空気の流れは，空調や機器の

レイアウトの影響を大きく受ける。そのため，店舗全体を
制御するシステムを導入しただけでは，効果が十分に得ら
れない場合がある。
そこで，店舗内の空調や冷熱機器のレイアウトを基に気

流の影響も考慮した熱気流解析によって，店舗全体の熱収
支を分析できる店舗熱収支分析ツールを開発した。
さらに，その分析結果を活用し，店舗内の気圧を制御し
て店舗全体の省エネ化と店内の清掃作業の省力化を図りな

がら快適な店舗環境を実現する正圧制御システムを構築し
た。

3　店舗熱収支分析ツール

図1に，開発した店舗熱収支分析ツールの構成を示す。
店舗熱収支分析ツールは，計算対象とする店舗の条件の入
力や結果を表示するユーザインタフェースと季節や時間ご
とに店舗全体の熱収支を計算する熱収支計算部，ならびに
熱収支を計算するための店内の温湿度分布を計算する熱・
気流解析部に分かれている。
ユーザインタフェースや熱収支計算部は，操作の容易性

から汎用の表計算ソフトウェアを用いた。熱・気流解析部
は，汎用の熱・気流解析ソフトウェアを用いた。この二つ
のソフトウェアを連係させることで店舗設計に必要な熱収
支を計算している。
シミュレーションを用いて店舗全体の省エネ化や店舗レ
イアウトの最適化を検討するためには，まず対象とする実
際の店舗の現状を再現することが重要である。そこで，店
舗熱収支分析ツールでは，店舗の立地条件や規模，なら
びに店舗機器の種類や台数（機器構成），店舗レイアウト，
さらに来店者数なども考慮できる。その結果，店内の温度
分布を詳細に分析できるようになり，熱収支計算の精度が
飛躍的に向上した。店内気流の見える化も合わせて行うこ
とができるなど，より分析しやすいツールである。
また，機器構成やレイアウト以外に，季節や時間帯によ
る外気環境の変化が大きく影響する。そこで，これまでの
各種試験結果のデータを活用し，年間を通した温度や湿度
の外気環境の変化もパラメータとして反映できるようにし
た。

店舗全体の省力化と省エネルギー化を実現する店舗空調
ソリューション

寺脇　宏幸  TERAWAKI, Hiroyuki 高野　幸裕  TAKANO, Yukihiro 馬杉　卓弥  MASUGI, Takuya

Store Air Conditioning Solution to Save Storewide Labor and Energy

スーパーマーケットやコンビニエンスストア業界では，店内作業の省力化や店舗機器の省エネルギー化の要望が高くなっ
ている。店舗全体視点での熱負荷や店内の空気の流れに着目した店舗熱収支分析ツールを開発した。店舗の立地条件や規
模，機器構成，店舗レイアウトなどを考慮した解析により熱収支計算の精度が飛躍的に向上した。このツールの活用により，
扉からの外気侵入が店舗の熱負荷として大きな割合を占めることが分かった。外気侵入低減のため，店内外の差圧を均圧
化する正圧制御システムを開発した。店舗性能評価設備により，正圧化した店舗において約 10%の省エネ効果を確認した。

In the supermarket and convenience store industries, there has been increasing demand to save labor and energy for store 
equipment.  We have developed an in-store heat balance analysis tool that targets storewide heat load and airfl ow.  The accuracy of 
heat balance calculation has been improved dramatically by performing analysis in consideration of store location conditions, size, 
equipment confi guration, and layout.  By using this tool, we found that the intrusion of outside air through the doors is responsible 
for a large percentage of the store’s heat load.  To reduce the air intrusion, we developed a positive pressure control system that 
equalizes differential pressure inside and outside the store.  We confirmed an energy savings effect of about 10% for stores that 
implement positive pressure control using our equipment for evaluating store performance.
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3 . 1 　熱収支計算部
熱収支計算部で計算する際に考慮するパラメータを図2

に示す。店舗には，フライヤーなどの調理機器，別置
ショーケース，内蔵ショーケース，空調，換気扇などが設
置されている。熱負荷として，照明，調理や保温機による
発熱，内蔵ショーケースからの排熱だけでなく，扉や換気
扇からの外気侵入，日射や壁面からの熱侵入，人体の発熱
を考慮する必要がある。これらの熱侵入や発熱を空調の冷
気とショーケースの冷気で冷却することにより，熱収支の
バランスを取っている。
図3に熱収支計算結果を示す。店舗機器の種類・台数や
外気条件などを入力すると，外気侵入や日射，ショーケー
スなどの要因ごとの熱負荷，消費電力量，ランニングコス
トを 1 時間おきに 24 時間（1 日）計算できる。また，年

間消費電力量は，夏・冬・中間期（春と秋）ごとの計算
（季節平均値）では誤差が大きくなるため，1か月ごとに
年間の消費電力量を計算して予測精度を高めている。

3 . 2 　店舗の熱・気流解析部
店舗熱収支分析ツールの計算精度を高めるには，正確な
温湿度のデータが必要である。これまでは，店舗のレイア
ウトや図2に示すパラメータが異なる既存店舗の温湿度の
実測データを流用していたため，計算結果の精度に問題が
あった。そこで，熱・気流解析部では，汎用の熱・気流解
析ソフトウェアを用いて温湿度が精度高く推測できるよう
にした。
図4に，店舗の熱・気流解析に使用したモデルを示す。
空調，ショーケース，島ゴンドラ，カウンターおよび天井
のダクトなどの形状を再現している。また，イートイン，
ウォークインケース，バックヤード，トイレ，事務所など
のレイアウトも再現している。シミュレーションによって
解析する際には，内部空気の自然対流や温湿度も考慮した。
エアコンからの吹出し，吸込み，ショーケースのエアカー
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図 1　店舗熱収支分析ツール

換気は換気同量と仮定，扉からの侵
入量は実測値を使用。エンタルピ差
から熱量を計算。
外気は季節ごとに温湿度を指定。

外気侵入
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図 2　熱収支計算部で考慮するパラメータ
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テン，什器（じゅうき）の発熱，ウォークインケースの冷
却や換気などを境界条件として与え，日射，地中熱の影響，
天井照明機器の発熱なども考慮した。
また，ショーケースの漏れ冷気や内蔵ショーケースの排

熱が店内の温湿度に及ぼす影響が大きい。そこで，店内温
湿度に応じてショーケースの運転率を計算し，排熱量や冷
気量を計算できる式を組み込んだ。さらに，季節条件，機
器の入替，レイアウトの変更に対応できるように，ショー
ケース，島ゴンドラ，空調などの解析モデルをライブラ
リー化した。加えて，専門的な解析者でなくてもシミュ
レーションを行うことができるように操作性も配慮してい
るので，顧客の要望に迅速に対応できるようにしている。
図5に，夏場の環境条件で熱・気流解析を行った店内の
温度分布を示す。これは，図6に示す実験用の模擬店舗を

対象にしたものである。天井の温度，内蔵ショーケースで
の排熱やエアカーテン漏れ冷気を再現している。店内の実
測と解析の温度分布は，ほぼ一致することを確認した。

3 . 3 　消費電力量の計算結果
熱・気流解析を用いて店内温度分布を求め，その結果を

店舗熱収支分析ツールに入力して，消費電力量を計算した。
従来に比べて精度が向上し，本ツールで求めた消費電力量
は実測値に対して誤差が ±12%であった（図7）。

4　正圧制御システム

4 . 1 　システムによる外気侵入の抑制
開発した店舗熱収支分析ツールを活用して，コンビニエ
ンスストアの標準店舗の熱収支を分析した。図8に示すよ
うに，店舗の熱負荷として大きな割合を占めるものが店舗
出入口である自動扉からの外気侵入であることが分かった。
また，外気侵入量を低減すると，汚れた空気が侵入するこ
とも防げるので店内の清掃作業の省力化と快適な店舗環境
が実現できる。そこで，自動扉からの外気侵入を抑制する
技術を検討した。
一般的に，店内のフライヤーやトイレの異臭を排気する

ために換気量が多くなる。そのため，店内の空気圧力が外
部より低い（負圧）状態となり，その差圧に応じて自動扉
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図 4　熱・気流解析モデル
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図 5　熱・気流解析による温度分布

図 6　模擬店舗外観
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図 7　  店舗熱収支分析ツールを用いて計算した消費電力量の計算
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図 8　空調の熱負荷要因分析結果
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から外気が侵入する。負圧状態で自動扉が開くと，大きな
空気の流れが発生し，圧力差を解消するのに必要な空気量
以上の空気が扉から侵入することが分かった。
そこで，店内の空気圧力を外の空気圧力より高い（正
圧）状態に保つ正圧制御システムを考案した。手術室や無
菌室，食品工場などでは，室内へ汚れた空気が入ることを
防ぐために室内の正圧化が行われている。店舗に適用する
際には，正圧化しすぎることで店内の温度管理された空気
を外に吐き出すことになり，逆に消費エネルギーが増加す
る。そこで，店内外の差圧が極力小さくなるように高精度
に制御した“均圧化”を安価で実現することが必要である。

4 . 2 　システム構成
本システムは，店内を正圧に保つために，図9に示すよ

うに，差圧センサが検知した店内外の圧力差に応じて，正
圧化ファンにより店内に空気を給気口から供給し，外から
の空気が侵入するのを防ぐ。
正圧化ファンの回転数を店内外の差圧に基づいてフィー

ドバック制御を行うので，条件の異なる店舗においても高
精度に制御することができる。また，店外で吹く風などの
外乱を低減したセンサ構造とし，フィルタ信号処理と併せ
て高精度化を図った。

図10に，扉から侵入する外気を可視化した画像を示す。
正圧制御によって扉からの外気侵入が抑えられ，夏場であ
れば高温の空気が，冬場であれば低温の空気が温度管理さ
れた店内に侵入して空調負荷となることを防ぐことができ
る。
さらに，店内に取り込んだ外気が優先的に店外へ排気さ
れ，熱負荷とならない場所に給気ファンを設置する。空調
や換気などの店舗レイアウトを考慮して，例えば，空調と
換気量の大きなフライヤーやトイレなどとの間に給気ファ
ンを設置する。図11に，熱・気流解析シミュレーション
を用いた解析結果を示す。正圧化のために取り入れた外気
は，フライヤーやトイレの換気に利用されるので空調への
影響が低減でき，安価な構成でシステムが構築できる。

5　店舗性能評価設備

総合的な性能評価をフィールドテストによって行おうと
すれば，四季の変化を考慮して約 1年間を要する。さらに，
立地条件や気象条件の違いまで考慮する必要が生じる。富
士電機では，図12に示す店舗性能評価設備を持っている。
実際の店舗を巨大な恒温室内に再現し，全国各地の春夏秋
冬，昼夜にわたる外気条件を模擬し，省エネ効果を検証し
ている。
店舗性能評価設備を使って，正圧制御システムを用いた

扉からの外気侵入低減による省エネ効果と，外部からの汚
れた空気の評価指標として空気中の粉じん量低減効果を検
証した。夏場と冬場における空調負荷変動から侵入空気量
を換算した。また，同様に空調負荷変動から省エネ率を求
めた。なお，本検証の条件として，店内外の差圧値がほと

給気ファン

インバータコントローラ

差圧センサ

フィルタ＋PID制御

店外 店内

図 9　正圧制御システム

（a）正圧状態

（b）負圧状態

図 10 　扉からの外気侵入低減効果

空　調
正圧化外気

店　内 トイレ

外気をトイレ側へ流すことで
正圧化による空調負荷を低減 高

低

温度

図 11 　外気導入時の店内温度分布

図 12 　店舗性能評価設備
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んどない正圧制御とし，店内入口の自動扉の開閉は 1 分
間に 1 回とした。
図13に示すように，正圧制御を行っていない負圧の店
舗に対して，正圧化した店舗では省エネ効果が約 10%あ
ることが分かった。また，店内空気中の粉じん量をパー
ティクルカウンタにより測定した結果，店内外の粒子数比
は負圧店舗に対して正圧店舗では約 30%の低減効果が確
認できた。加えて，侵入空気量・空調省エネ効果は店舗熱
収支分析ツールを使った予測結果ともよく一致し，ツール
の汎用的な計算精度を確認できた。

6　あとがき

店舗全体の省力化と省エネルギー化を実現する店舗空調

ソリューションについて述べた。
今後も店舗全体視点での省エネと省力化の価値は高いと

思われるので，店舗熱収支分析ツールや実店舗を模擬した
店舗性能評価設備を活用してさらなる省エネと省力化に
貢献していく。また，コンビニエンスストアだけでなく，
スーパーマーケットなどの店舗への拡大も進めていく所存
である。

寺脇　宏幸
食品流通事業の製品全般における要素技術開発に
従事。現在，富士電機株式会社食品流通事業本部
開発統括部要素開発部。日本冷凍空調学会会員。

高野　幸裕
食品流通事業の製品全般における要素技術開発に
従事。現在，富士電機株式会社食品流通事業本部
開発統括部要素開発部課長。精密工学会会員，計
測自動制御学会会員。

馬杉　卓弥
食品流通事業の製品全般における製品開発に従事。
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二部。
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図 13 　  効果検証結果



＊ 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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