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まえがき

近年のスーパーマーケット用オープンショーケースは，

店舗間の競争の激しさから，イニシャルコスト，ランニン

グコストの低減はもちろんのこと，お客様の購買意欲を高

めるための商品の展示性，演出性の機能が強く求められて

いる。

富士電機は，こうした要求にこたえて，「やさしさ」を

基本テーマに「商品の見やすさ，選びやすさ，取りやすさ」

をさらに追求するとともに，お客様や施工する人に対して

もトータルにやさしい「スーパーマーケット向け冷凍冷蔵

オープンショーケース（MAXシリーズ）」を開発し，発

売した。その外観を図１に示し，以下にその概要を紹介す

る。

MAXシリーズおよび多段形オープンショー

ケースの概要

MAXシリーズは，店舗の多様化に伴う商品アイテムや

陳列方法など，さまざまな売り方に対応するため，基本断

面形状の違いにより多段形，セミ多段形，平形，ペアフリー

ザ形の 4タイプで構成している。また各タイプで使用温度

帯の違いにより用途で細分化し，トータル 423 種類と豊富

な機種数でシリーズを構成している。

このなかで冷凍機別置形冷蔵多段形オープンショーケー

スの代表機種の断面構造を図２に示す。このタイプのショー

ケースは，上部の吹出し口から冷気を吹き出し，下部の吸

込口から冷気を回収することにより，ショーケースの開口

部に冷気のエアカーテンを形成する。ショーケースは，こ

のエアカーテンにより外気を遮断して庫内を適切な温度に

保冷し，商品を陳列，展示するものである。

陳列商品の保冷温度帯，ショーケースの奥行と長さ寸法，

エアカーテンの層数の違いなどにより分類を細分化し，98

種類の機種で構成している。また，コーナ形ケース・特殊

形ケースやオプションにより個別化，多様化するニーズに

スーパーマーケット向け冷凍冷蔵オープンショーケース
（MAXシリーズ）
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図２　MAXシリーズ冷蔵多段形オープンショーケースの

断面構造

図１　スーパーマーケット向け冷凍冷蔵オープンショーケース

（MAXシリーズ）の外観



スーパーマーケット向け冷凍冷蔵オープンショーケース（MAX…

対応している。

このなかで，ショーケースの除霜制御に業界で初めてファ

ジィ制御を適用したファジィ制御応用シリーズが注目を集

めている。

冷蔵多段形オープンショーケースの特長

３.１ お客様にやさしく

３.１.１ 見やすく，選びやすい構造

お客様の視野に商品を無駄なくアピールし，無理のない

姿勢で商品を選び，取り出せるように，人間工学に基づき

ショーケースの各部の寸法を設定した。

棚板構成

ショーケースに近寄ったお客様が，商品を選びやすく，

取り出しやすくするために，人が自然に立った状態で，手

の届く寸法から標準の棚板奥行寸法を決定した。これによ

り，棚板は上段から下段に行くに従い棚奥行を徐々に大き

くする構成とした。また，女性の平均身長から算出した視

線の高さを基準位置として，棚板の可視範囲が最大になる

ように角度を設定した。お客様がショーケースの前に立っ

たときに，棚の最上段から最下段までの商品が一目で見渡

せる構成である。

上部（キャノピー）寸法

ショーケースに近寄った際の圧迫感を解消するため，従

来，下部と同じ寸法であったキャノピーの奥行を 75mm

短縮した。また，キャノピー先端を丸みのあるデザインに

することで，従来よりも，心理的にも物理的にも，さらに

ショーケースに近寄って商品を選べるようにした。

展示性の向上

ショーケースの開口寸法とゴールデンスペース（最下段

棚と吸込口との間隔）を広げることで，視野の角度が大き

くなり陳列している商品を強烈にアピールすることを可能

とした。

また，商品のボリューム感・連続感を演出する傾斜ミラー

の上部支えは，２種類の幅のプライスカードやPOP（Point

of Purchase）ハンガーを取付け可能とした。下部の支え

は，棚の角度に対応してミラー角度を 2段階に容易に変更

可能な構造とし，商品の展示性を大幅に向上させた。

３.２ お店にやさしく

３.２.１ 陳列性の向上

商品の補充回数低減と，商品売切れによる販売機会の喪

失を防止するために，デッキ（商品陳列部最下段）奥行を

拡大し商品の収容量を約 10 ％増加した。

３.２.２ 新マイクロコンピュータコントローラ標準装備

全ケースに新マイクロコンピュータコントローラ（M

マイコン）を標準装備することにより，温度制御を高精度

化し，無駄のない運転で高鮮度管理を可能とした。また，

温度表示部をコンパクトにまとめ液晶ディジタル表示にし

たことで，洗練されたデザインで温度確認も容易に行える

ようにした。

３.２.３ ランニングコストとイニシャルコストの低減

エアカーテン吹出し口の断面方向風速分布の改良，長手

方向の均一化，ハニカムの改良によるエアカーテン整流効

果の向上，蒸発器のパターン改良による冷却性能の高効率

化などにより精肉・鮮魚用途のケース所要冷凍能力を

10 ％低減した。

また，温度帯の高い野菜，乳製品用途のケースは，上記

の改善により，ダクト構造がケース全体で 2層になってい

たものを，吹出し口だけ 2層にする構造で，従来と同等の

温度特性を達成した。これにより，ダクト構造を簡素化し

部品点数を大幅に削減した。

３.３ 施工する人にやさしく

３.３.１ 電源の200 V化

ケース電源を，これまでの 100V と 200V の混在から，

照明，ファンモータ，防露ヒータ，Mマイコン電源回路

をすべて単相 3線式 200V 電源に変更した。これにより施

工時の電気回路数が半減し，大幅な電気工事の簡素化を実

現した。

３.３.２ 工事・メンテナンス性の向上

Mマイコンの標準装備や，液電磁弁・除霜タイマの取

付けなどのキット化（オプション）を採用し，ショーケー

スの制御機能をショーケース本体側で処理可能にした。こ

れにより現地での配線工事作業を大幅に簡素化し，メンテ

ナンス性も向上した。

マイクロコンピュータ制御

富士電機では，ショーケースの運転制御に業界初のマイ

クロコンピュータ制御を導入した。本シリーズに搭載して

いるMマイコンの構造を図３に示す。また，入出力構成

を図４に示す。

Mマイコンでは，従来機械式サーモスタットや電子式
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図３　Mマイコンの構造



スーパーマーケット向け冷凍冷蔵オープンショーケース（MAX…

サーモスタットなどで個別に行われていた温度制御，除霜

制御，水切り（デフロストタイムラグ），警報出力などの

制御を一括して行うとともに，制御の精度を大幅に向上し，

庫内温度管理を厳密に行うことにより商品の高鮮度管理を

実現した。

また，周囲環境の変化による制御温度の調整，センサの

異常表示などの自己診断機能，各部の温度モニタ機能など，

マイクロコンピュータならではの，従来にない機能を持っ

ている。

主な機能を以下に述べる。

４.１ 表示機能

操作部の液晶ディジタル表示により，庫内温度，各設定

温度，警報内容，警報出力履歴，センサ部温度，センサ異

常などが確認できる。

４.２ 設定機能

操作部の押しボタンにより，庫内温度，除霜復帰温度，

警報設定温度，水切り時間などの設定が容易にできる。

４.３ 庫内温度制御機能

庫内温度は，設定温度，庫内温度調節センサ温度，外気

センサ温度などの情報から制御を行い，適正温度に維持し

て商品の鮮度管理を行うとともに，冷やし過ぎによるエネ

ルギーロスを低減する。

４.４ 除霜制御機能

除霜センサの温度をもとに，除霜復帰を制御するととも

に，除霜水の排水を確実に行うための水切り時間の制御に

より，確実な除霜を行う。

４.５ 警報出力機能

各センサの温度，センサの入力値からケースの運転状態

を判断し，異常時に警報の表示を行うとともに，外部に出

力する。

また，警報内容は履歴データとして保管され，メンテナ

ンス時に確認可能である。

シミュレーション解析

本シリーズの開発にあたっては，熱流体解析を活用し，

エアカーテン性能の最適化を行い，ケースの大幅な特性改

良を行った。

庫内温度分布を図５に示す。

本シリーズでは特に，エアカーテン吹出し口と吸込口の

位置関係，吹出し口のハニカム整流子，吹出し風速と庫内

背面からのバックフローの相関関係を最適化し，従来から

課題となっていた，棚最下段部および庫内底部の吸込口付

近の温度改善を行った。

これにより，従来機にもまして庫内温度の均一化を図り

省エネルギー，高鮮度管理を実現した。

あとがき

スーパーマーケットは，新たな店舗スタイルを求めて，

ますます個性化，多様化の傾向にあり，ショーケースにも

画一的なものからの脱皮が要求されている。

今後も，シリーズの拡充および特徴のある新製品の開発

を積極的に進めていく所存である。
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設定値入力 

除霜信号 
（AC200V） 

照明信号 
（AC200V） 

庫内温度 
除霜復帰 
水切り時間 
高温警報 
低温警報 

データ表示 

警報出力 
a接点無電圧出力 
〔1A　　　　〕 （200V） 

除霜出力 
a接点無電圧出力 
〔1A　　　　〕 （200V） 

温度調節出力 
a接点無電圧出力 
〔1A　　　　〕 （200V） 

庫内温度 
吹出し温度 
設定温度 
除霜表示 
警報表示 

センサ 
（サーミスタ） 

マイコン 
コントローラ 

電　源 
AC200V

庫内温度表示用センサ 
温度調節用温度センサ 
除霜用温度センサ 
外気温度センサ 

図４　Mマイコンの入出力構成

吹出し口 庫外 

ケース庫内 エアカーテン 吸込口 

図５　庫内温度分布の解析事例
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