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まえがき

ビール全体の消費量が伸び悩むなかで，生ビールの消費

量は増加しており，各ビールメーカーは量販店確保の有力

な手段として，定量注出生ビールディスペンサを位置づけ

ている。

富士電機の定量注出生ビールディスペンサは，1995年か

ら市場展開を開始し，以来，機種ぞろえを充実させ，市場

での実績を積み上げてきた。そして，この間の市場ニーズ

の変化に対応する新形定量注出生ビールディスペンサ（図

１）を開発したので，以下にその概要を紹介する。

開発の背景とポイント

２.１ 開発の背景

消費者の味覚志向の変化により，生ビールの炭酸ガス含

有量は，増加傾向にある。さらに近年発売の発泡酒は，そ

の傾向が顕著である。こういった生ビール，発泡酒の注出

時の発泡量を抑え，より安定的に定量注出することが，大

きな課題であった。

こうした背景から，生ビールの発泡メカニズムの解析を

行い，注出時に発泡量の少ない定量注出生ビールディスペ

ンサの開発に取り組んだ。

２.２ 開発のポイント

生ビール注出時の発泡量の低減と安定化

取扱い，洗浄作業性の向上

各種容器への対応

特　長

新形定量注出生ビールディスペンサは，前述した開発の

ポイントの具体化とともに，新しい市場ニーズに対応した

機能を多く盛り込んでいる。

以下にその主な特長を記述する。

ビールの流れを乱さない形状で，液と泡を分岐したバ（1）

（3）

（2）

（1）

フォーミングレスバルブ搭載新形定量注出生ビール
ディスペンサ
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図１　新形定量注出生ビールディスペンサの外観

表１　新形定量注出生ビールディスペンサの仕様 

寸
　
法 

外 形 寸 法  

設置必要面積 

質　　　　　　量 

電　　　　　　源 

電源コード長さ  

定 格 消 費 電 力  

冷 却 ユ ニ ッ ト  

通　風　方　向  

定量注出可能 
　　　 容器サイズ 

幅450×奥行670×高さ756（mm） 

幅450×奥行670（mm） 

冷却水なし：62 kg，冷却水あり：93 kg

単相100 V  15A  50/60 Hz

3 m 

390/400 W 

175 W（冷媒R134a） 

吸気：底面，排気：右側面および上面 

約80 L/4時間 

約18秒（圧力3.0 kg/cm，中ジョッキ使用時） 

マイコン制御方式 

定量（大，小），手動，泡連続，停止 

販売可，水槽適温，樽適温，ビール切れ，ガス切れ 

自動調圧，ビール切れ時自動注出停止，自動洗浄， 
水温表示，ビール温表示，押圧表示 

外形：φ70～105 mm，内径：φ60～90 mm， 
高さ：140～200 mm

能
　
力 

販　売　量  

注 出 速 度  

制 御 方 式  

注出ボタン  

表示ランプ  

その他の機能 
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ルブの開発により，安定した注出ができる。

泡の後だれがジョッキに入らないジョッキ受台駆動の

開発により，安定した注出ができる。

ボタン操作の洗浄機能や，注出バルブを着脱構造にす

ることで，簡単に洗浄ができる。

つぎ足し機能やコピー機能により，注出量の設定が簡

単にできる。

仕　様

表１に本機の仕様の一部を示す。

構　造

５.１ 外観と内部構造

操作パネル部は，大きな押しボタンに加え，分かりやす

いマーク付きで，初めての人でも簡単に生ビールが注出で

きるようにした。そしてこの操作パネル部には，ディジタ

ル表示部と表示ランプを設けることにより，ビール樽（た

る）温，炭酸ガス圧，冷却水槽水温やビール切れ，ガス切

れ，販売可といった状態が一目で分かるようにした。

また，冷却ユニットの吸排気は，底面吸気，上面および

側面排気方式を採用し，両側面および背面の壁にぴったり

と付けて設置できるようにした。

図２に内部構造を示す。主要構成部は，生ビール注出部

（注出バルブ，ジョッキ受台），冷却水槽，冷却ユニット，

制御部（コントロールボックス）である。

図３に飲料配管図を示す。販売ごとにビールの温度を樽

温センサで検知し，レギュレータでガス圧を自動調圧する。

これによって，常に適正なガス圧でビールを注出する。ビー

ル樽から炭酸ガス圧で押し出された生ビールは，冷却水槽

内で冷やされ，注出バルブから注出される。

また，自動調圧は２バルブ独立制御のため，２種類のビー

ルが販売可能で，２バルブ同時注出も可能である。

従来の定量注出生ビールディスペンサは，ビール注出経

路と泡注出経路の２系路であったが，新形定量注出生ビー

ルディスペンサでは 1経路とした。これによって，配管内

の洗浄がより簡単に行えるようになった。

５.２ 注出バルブ

５.２.１ PIV 法による流れの可視化

注出バルブの開発では形状最適化を狙い PIV（Partical

Image Velocimetry ：粒子画像流速測定）法による流れの

可視化を行った。

図４にこの手法を用いて得られた定常流れ（可視化バル

ブ開放状態）におけるトレーサ粒子画像を示す。それを基

に流れを速度ベクトルで表したものを図５に示す。

図５により流れパターンを解析した結果，旧バルブは流

路形状変化が大きい部分（スライド弁先端部分）で流れの

滞留部や複雑な渦の発生領域が見られたので，この領域が

（4）

（3）

（2）
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図２　新形定量注出生ビールディスペンサの内部構造
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図３　新形定量注出生ビールディスペンサの飲料配管図

図４　トレーサ粒子画像
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最小限になるよう形状の最適化を行った。これによりビー

ル注出時の発泡量を最少にできた。

PIV法とは，水にトレーサと呼ばれる粉末粒子を混合さ

せたものを可視化バルブ内に流し，これにアルゴンイオン

レーザをシート状に拡散させ照射して可視化し，それを画

像処理することにより流れの速度ベクトルを求める手法で

ある。

今回は，濃度相関法を用いて速度ベクトルを求めた。濃

度相関法とは，可視化状態にある流れの局所的な濃度パター

ンを二つの時点で追跡（画像上でのトレーサ粒子の移動量）

し，その追跡結果を局所領域のベクトルとする測定方法で

ある。

５.２.２ 注出バルブ

従来の注出バルブは，一つのノズルでビール（液）と泡

の注出を行っていた。通常の注出は，ビールを注出した後，

ビールの酸化防止や炭酸ガスの抜け防止として，泡を注出

してふたの役割を担わせている。このときに注出した泡が

バルブ本体内に残って次のジョッキへ注出を行った際，最

初に容器に注出されジョッキ内でかくらんされて，発泡が

誘発されることが分かった。

この現象に着目して，ビールノズルと泡ノズルを分岐し

た注出バルブを完成させた。

図６に注出バルブの断面図を示す。この注出バルブと

５.３節で述べるジョッキ受台との組合せにより，さらに注

出時に発泡の少ないシステムとした。

また，注出バルブはマニュアル機と同じ取付け構造とし

て，リングナットにより簡単に取外し可能で，水洗いでき

る構造とした。

５.３ ジョッキ受台

従来の注出バルブとジョッキ受台にセットされたジョッ

キの位置関係は，ビールノズルと泡ノズルの直下にジョッ

キがあった。

注出バルブのバルブ本体内での泡残りによる発泡現象と

同様に，この泡が注出待機時のジョッキ内へ滴下して，発

泡する現象も分かった。よって，５.２.２項で分岐した注出

ノズルで，バルブ本体内に残った泡が，ジョッキへ滴下し

ないビール注出方式（ジョッキの駆動方式）を開発した。

図７にジョッキ受台の動作を示す。

待機状態（①）は，ジョッキの位置を泡ノズルの直下か

ら外すことで，ジョッキ内への泡の滴下を防止した。ビー

ル注出（②）は，ビール注出時の泡立ちを抑えるため，
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図５　注出バルブの速度ベクトル分布図 継手 
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図６　注出バルブの断面図
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図７　ジョッキ受台動作図
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ジョッキを最大限に傾けて，設定した量まで発泡の少ない

ビールを注出しながら，直立状態（③）まで戻す。泡注出

（④）は，ジョッキを泡ノズルの直下まで移動させ，泡を

注出した後，待機状態（⑤）に戻す。

上記の動作を行うことで，安定した生ビールの注出がで

きた。

また，ジョッキ受台のジョッキ受けの構造を 2段切換構

造にすることで，大小いろいろな形状の容器に対応可能と

した。

あとがき

新形定量注出生ビールディスペンサの概要について記述

した。

ビールの質へのこだわりが高まるなか，生ビール市場の

拡大において，だれにでも簡単に生ビールが定量注出でき

る定量注出生ビールディスペンサは，一層その需要と期待

がある。今後も，市場ニーズに対応すべく，技術の向上に

努め，消費者，ビールメーカー，量販店それぞれに満足さ

れる，ディスペンサの開発に努力する所存である。

最後に，本機開発に際し，終始ご指導，ご支援をいただ

いた関係各位に深く感謝の意を表する次第である。
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