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1　まえがき

2012 年に展開を開始したコンビニエンスストア向け
コーヒーマシンは，2016 年にラインアップに追加したカ
フェラテマシンと合わせて累計出荷台数が 6 万台以上と
なっている。これは，富士電機がカップ式自動販売機向
けに 30 年以上にわたり開発し，進化させてきたドリップ
コーヒーの抽出技術とそのおいしさが認められた結果であ
る。
本稿では，ドリップコーヒーの抽出工程で重要なコー

ヒー豆を粉状に挽（ひ）く“コーヒーミル（グライン
ダー）”，挽いたコーヒー粉と湯を混ぜてコーヒー液を抽出
する“コーヒーブリュア”，ならびにブリュアの一つの部
品であるコーヒー液を濾（こ）す“メッシュフィルタ”に
ついて述べる。

2　コーヒーミル（グラインダー）

ミルは焙煎（ばいせん）されたコーヒー豆を設定した
粒度に粉砕し，抽出機（ブリュア）に払い出す機構であ
る。富士電機製ミルは図1に示すように，連結したモータ
によって回転する下刃と，ハウジングに固定した上刃から
なる。刃と刃の隙間（ギャップ）により粉砕する豆の粒度
が決まる。この隙間は最小 0.05mmピッチで豆の粗さを
調整している。長年にわたるコーヒー抽出機構の開発経験
から，おいしいコーヒーを提供するため，豆の粉砕粒度の
ばらつきがより少なくなるよう，高精度にギャップを調整
することが求められている。
また，粉砕時に発生したコーヒーの微粉が粉の通路やブ

リュア各部に付着するので，清掃箇所が増加するとともに，
清掃を怠ると動作不良の原因になることから，その改善も

求められていた。
 
2 . 1 　粉粒度安定化
高精度の粒度を実現するために，これまでも粉砕刃の形

状や表面加工などにさまざまな工夫を施してきたが，部品
単品の改良では精度向上が頭打ちとなってきていた。そこ
で今回は視点を変え，粉砕刃のギャップ調整の精度を上げ
ることで，さらなる精度向上を図ることができるのではな
いかと考えて改善に取り組んだ。
これまでの調整方法は，上下の刃を一度突き当てた状

態（ギャップ =0）から規定の寸法だけ戻した位置を基準
ギャップ（製品仕様で決めたデフォルトのギャップ寸法）
とするものであった（図2）。しかし，ギャップの寸法を
直接測定していないので，最初の突き当て時の力や戻し機
構の動作ぶれによりばらつきが発生していた。 
そこで，高精度センサシステムを追加することで，直
接ギャップ寸法を測定しながら調整する自動ギャップ調

コーヒーマシンにおけるドリップコーヒー抽出技術

永吉　賢也  NAGAYOSHI, Kenya 西川　洋平  NISHIKAWA, Yohei 伊藤　修一  ITO, Shuichi

Drip Coffee Extraction Technology for Coffee Machines

よりおいしく大容量のコーヒーを短時間で提供するために，コーヒーマシンにおけるドリップコーヒー抽出技術を開発
した。コーヒーの味を左右するコーヒーミルについては，粉砕粒度のばらつきをより少なくするため，静電気の影響を排
除するとともに粉砕刃の隙間（ギャップ）調整の精度向上を行った。また，コーヒーを抽出するブリュアについては，抽
出中湯添加システムや傾斜式フィルタブロックにより，販売時間の短縮と大容量のコーヒーの連続抽出を実現した。さらに，
海外での入手が難しいペーパーフィルタに替わる，より目の細かいメッシュフィルタを開発した。

Fuji Electric has developed drip coffee extraction technology for coffee machines that rapidly prepare tastier coffee in large 
quantities.  The coffee mill, which determines the quality of the coffee taste, is protected from static electricity and enhanced in the 
precision of the grinder blade gap adjustment to equalize grain size.  For the brewer, which extracts coffee, a system that adds hot wa-
ter during extraction and a tapered fi lter block are added to shorten serving time and continuously extract a large quantity of coffee.  
Furthermore, as paper fi lters are sometimes unavailable outside Japan, we have developed a mesh fi lter that is fi ner than paper fi lters.
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図 1　コーヒーミル構造図
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コーヒーマシンにおけるドリップコーヒー抽出技術

整装置を開発した。この機構により，調整誤差を従来の
±0.075mmから ±0.050mmに約 30%改善した。

2 . 2 　静電抑制による微粉付着の削減
他社製も含めてミルにコーヒーの微粉が付着する原因の

一つとして，静電気が関係していることが知られている。
従来の富士電機製ミルも，豆とミルが同じ帯電傾向になる
ように帯電列

〈注〉

上で近い構造材料を選定するなど“静電気抑
制構造”を採用していた。しかし，環境条件ならびに投入
する豆の量や種類によっては，静電気発生量（帯電圧）が
大きくなる。これにより，粉通路やブリュアへの粉の付着
が増加し，結果として吐出量のばらつきや汚れにつながっ
ていた。
従来型ミルを詳細に検証した結果，粉砕した粉とミルの
ハウジングの接触状態によっては，十分な帯電防止効果が
発揮できない場合があることが分かった。そこで，粉砕し
た豆とミルのハウジングが効率よく接触する構造とした。
さらに，構造材料として，豆と帯電列が近く，加工性や耐
久性も良好なアルミニウム合金を選定した（図3）。この
新構造により，従来比で帯電圧を 1/3～ 1/2にし，微粉
付着の抑制，吐出量の安定化，ブリュアの汚れの低減を実
現した（図4）。

3　コーヒーブリュア

3 . 1 　抽出中湯添加システム
コーヒーの抽出方法は，エスプレッソ式とドリップ式に

大きく分類される。エスプレッソ式は，細かく挽いたコー
ヒー粉に高い圧力（約 0.9MPa 前後）をかけて微細な穴
の開いた金属製フィルタを通過させることで抽出し，短時
間で濃厚かつ力強い味のコーヒーが調理できる。一方，ド
リップ式は，やや粗めのコーヒー粉をペーパーフィルタや
ネル布に入れ，湯をかけることでじっくり抽出する。すっ
きりした味が特徴で日本人の嗜好（しこう）に合っている
といわれている。
エスプレッソ式に比べて抽出に時間がかかるドリップ式

を採用しているコーヒーマシンは，抽出時間を短縮するた
め，吸引式（負圧式）または加圧式（正圧式）の抽出を採
用している。
図5に示す吸引式（負圧式）ブリュアは，コーヒー粉と
湯を混合する容器（シリンダ）内のコーヒー液をポンプで
吸い出して抽出する。抽出中に，シリンダを大気圧に開放
した状態で湯が追加でき，小型の容器で大容量の抽出が可
能である。
一方，図6に示す加圧式（正圧式）ブリュアは，シリン
ダ内でコーヒー粉と湯を混合した後にシリンダを密封し，
エアポンプで圧力（約 0.05MPa）をかけることにより抽
出する（微加圧抽出）。抽出時にシリンダが密封されてい
るため，香りが逃げずおいしいコーヒーが抽出でき，コン
ビニエンスストア向けコーヒーマシンをはじめ多くの富士
電機の製品で採用している。しかし，加圧式ブリュアでは
抽出中はシリンダが密封されているため，途中で湯を追加
することができない。そのため，コーヒーを大容量抽出す
る際には複数回に分ける必要があり，販売時間が長くなる
ことや海外向け製品などの一杯の量が多い場合に課題と
なっていた。
この課題を解決するため，図7に示すように加圧式ブ
リュアにおいて抽出中のシリンダ内に湯を追加できるシス
テムを開発した。
図8に湯投入方式の比較を示す。従来の加圧式ブリュア

ギャップ

（a）刃を突き当てる （b）規定量調整ねじを
回して離す

図 2　従来のミル粉砕刃のギャップ調整

〈注〉  帯電列：ものとものを擦り合わせると片方に正，もう片方に負

の静電気が発生する。静電気の正負の順に並べたもの。この列

上で離れたもの同士を擦ると大きな静電気が生じる。

粉砕刃
（静電気発生源）

アルミニウム
合金リング

図 3　豆原料の帯電防止構造
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図 4　帯電防止効果
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では，電磁弁を開閉して温水タンク内の湯を重力によりシ
リンダ内に流し込む構造であった。シリンダの壁面に沿っ
て湯を流すことで，シリンダ内のコーヒー粉に満遍なく湯
を行きわたらせるとともに，シリンダへのコーヒー粉の付
着を防止していた。
新型機では，シリンダへの湯の供給を，抽出時にシリン

ダを密封するふた部に設けた供給口から湯ポンプで流し込
む構造とした。コーヒー抽出のためエアポンプにより加圧
されたシリンダ内に，湯ポンプによって湯を追加投入する
ことができる。これにより，大容量のコーヒーの連続抽
出が可能になり，従来機では 60 秒かかったラージサイズ

（240ml）の販売時間が 48 秒となり 20%の短縮となった。
また，供給口からシリンダ内への湯の供給はシャワー状

で均一にコーヒー粉にかけられる構造としたので，おいし
さが向上するとともに，抽出後にシリンダに付着したコー
ヒー粉をより効率的に洗い流せるようになった。

3 . 2 　傾斜式フィルタブロック
コーヒーの抽出量の増加に応じて必要なコーヒー粉の量
が増える。そのため，大容量のコーヒー抽出において抽

コーヒー粉

湯

逆　転
エア注入

紙送り

PP

かくはん

P

正　転 コーヒー
抽出

吸　引

P

シリンダ

ペーパー
フィルタ

図 5　吸引式（負圧式）ブリュア
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下　降コーヒー抽出

加　圧
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閉 開シリンダ

フィルタ
ブロック

ペーパー
フィルタ

図 6　加圧式（正圧式）ブリュア

給　水

湯タンク

湯ポンプ P ブリュア

図 7　抽出中湯添加システム 

湯
湯

ポンプ

電磁弁

（a）シャワー投入方式
（新型機）

（b）螺旋（らせん）
投入方式（従来機）

図 8　湯投入方式の比較
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出後のかすの処理が問題となる。コーヒー抽出後には，図
9に示すように，フィルタブロックを降下させてペーパー
フィルタを送ることでかすを廃棄する。その際，かすの高
さはシリンダとフィルタの隙間より低い必要がある。コー
ヒーマシン全体の寸法の制約によってフィルタブロックの
降下距離（ストローク）に限界があるため，使用可能な
コーヒー粉の量は決まってしまう。コーヒーの大容量抽出
が可能で小型のコーヒーマシンを作るためには，ブリュア
の大きさを変えずにこのストロークを大きくする必要があ
る。
従来機では，単純に上下動作するフィルタブロック機構
であった。新型機では，最下端まで降下したフィルタブ
ロックを傾ける機構を追加した。従来と同じストロークで
ありながら，コーヒーかすを捨てる際のシリンダとフィル
タの隙間がより大きく開口する構造となった。これにより，
ブリュアの大きさは従来機と全く同じでありながら，使用
可能なコーヒー粉の量を 25%増加できるようになった。

4　メッシュフィルタ

フィルタの役割は，コーヒーの粉と湯の混合状態の液か
らコーヒー液を抽出することである。ドリップ式のコー
ヒーマシンでは，主に自動販売機専用のペーパーフィルタ
かメッシュフィルタを使用している。
ペーパーフィルタ方式では，ペーパーがコーヒーオイル
の吸収とコーヒーの微粉のろ別を行うため，透明感のある
すっきりとしたキレのあるコーヒーが抽出できる。コンビ

ニエンスストアのコーヒーマシンや多くのカップ式自動販
売機で使用されている。しかし，使用している専用ペー
パーフィルタは日本国内の独自規格であるため，海外での
入手が難しい。
図10に示すメッシュフィルタは，金属や樹脂の薄板に
無数の穴を網状に開けたものである。金属製の場合は，全
く油を吸収しないので，コーヒーオイルを多く含んだコー
ヒー豆の味わいをよりダイレクトに味わえるコーヒーを抽
出する。しかし，ペーパーフィルタよりメッシュ（網目）
が粗いため，コーヒー液にコーヒーの微粉が混ざり（図
11），その舌触りが気になる消費者もいるという問題を海
外向けにコーヒーマシンを展開する上で解決しなくてはな
らない。
微粉を抑えるために単純にメッシュフィルタの目を細か

くすると，抽出時間が長くなり，さらに抽出圧力が高くな
ることでコーヒーの雑味が増えてしまう。
そこで，フィルタのメッシュをさまざまに変えながら
コーヒーを抽出し，データを収集した。コーヒーを抽出す
る際の圧力や時間と，抽出したコーヒーの味覚センサによ
る苦味，酸味，うま味などの測定値との相関関係を明らか
にしながら狙いの味に近づけていった。開発の最終段階で
は，コーヒー鑑定士による官能評価を行いながら調整を進
め，メッシュフィルタの厚さ，穴径，穴ピッチ，開口面積，
枚数などの最適な組合せを見極め，直径 50mmに約 13
万個の穴を設ける“スーパーファインメッシュ”を開発し

かす廃棄

フィルタ
ブロック

フィルタ
ブロック

抽出

抽出

かす廃棄

（a）新型機

（b）従来機

図 9　かす廃棄方式

図 10 　メッシュフィルタ

微粉を低減 コーヒー微粉
コーヒーカップの底に残った微粉

（a）スーパーファインメッシュ （b）従来型

図 11 　コーヒー微粉残り量の比較
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た。このメッシュフィルタの採用により，コーヒー本来の
味とコクがありながら後味のすっきりしたコーヒーを提供
できるようになった。

5　あとがき

コーヒーマシンにおけるドリップコーヒーの抽出技術に
ついて述べた。長年，研究開発してきた技術が認められ，
コーヒーマシンは今やコンビニエンスストアにはなくては
ならない製品となった。今後も，さらなるおいしさ，取扱
いやすさおよび小型化を追求し，お客さまの事業発展に貢
献していく所存である。

永吉　賢也
カップ式自動販売機，フードサービス機器の開発
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二部。

西川　洋平
新製品における機能開発設計に従事。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
発部担当課長。

伊藤　修一
カップ式自動販売機，フードサービス機器の開発
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二部。



＊ 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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