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まえがき

近年，低価格でおいしいコーヒーを提供するコーヒー

チェーン店の増加により，コーヒー市場の拡大が進んでい

る。このような中，市場ではよりおいしいコーヒーを常に

大量に販売できる国産のコーヒーマシンの出現が望まれて

いた。このような状況を踏まえ，富士電機ではフード機器

分野での新たな市場の開拓を狙い業務用コーヒーマシンの

開発を行った。

本稿では今回，新たに開発した世界初のペーパーフィル

タ式全自動コーヒーマシン「DRIP2000A」を紹介する。

コーヒーマシンの概要

コーヒーマシン「DRIP2000A」はおいしいドリップ

コーヒーを大量に販売し，なおかつ抽出から販売，洗浄ま

でを全自動で行える業務用機械である。

顧客のニーズに合わせ抽出から販売までのシステムを新

規開発し，また，面倒な洗浄作業をスイッチ一つで行える

自動洗浄機能を有する。その外観を図１に示す。

開発の背景とポイント

３.１ 開発の背景

国内のコーヒーマシン市場はそのほとんどが輸入機に占

められている。輸入機は低価格機から高級機までさまざま

なものが出回っているが，その価格に対する仕様が顧客の

ニーズを満足させるものはなかった。

そこで，抽出方式・操作性・メンテナンス性に関して顧

客との仕様検討を行い，ニーズを反映した機械の開発を進

めてきた。

３.２ 開発のポイント

店舗ごとに異なる微妙なコーヒーの味を機械側のきめ

細かな抽出設定で対応し，常に安定した品質で大量に販

売が行えること。

機械を衛生的に保てるように洗浄機能を有すること。

面倒な操作を行わずに，抽出から販売・洗浄作業まで

を全自動で行えること。

特　徴

本コーヒーマシンは前述した開発ポイントを実現するた

め，従来にない機能を数多く盛り込んでいる。

以下に主な特徴を述べる。

コーヒー本来のこくやうまみを引き出す減圧抽出シス

テム

コーヒーの濁りの原因となる微粉を除去するロール式

ペーパーフィルタ

抽出の状態を最適に保つための，蒸らし・抽出・洗浄

専用の独立３ノズル

抽出後のコーヒーをおいしく保つ湯煎（ゆせん）・密

閉方式のコーヒータンク

ボタン一つで機械を常に衛生的に保つ自動洗浄機能

販売杯数・抽出回数などのデータをひと目でチェック（6）
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図１　コーヒーマシン「DRIP2000A」の外観
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できる電子カウンタ機能

仕　様

表１に本機の主な仕様を示す。

構　造

６.１ 外観と内部構造

本機はコーヒーショップの店頭に設置されるため，従来

の厨房（ちゅうぼう）機器にはない曲面を多用したデザイ

ンとなっている。

図２に内部構造を示す。主要構成部は，①ブリュアユ

ニット，②コーヒータンク，③保温槽，④温水タンク，⑤

エアユニット，⑥販売配管である。

６.２ コーヒー抽出動作

図３にコーヒー抽出動作を示す。

主要な機能を以下に紹介する。

６.２.１ ペーパーフィルタ抽出

専用のペーパーフィルタを用い，原料に含まれる微細な

粉を除去する。また，抽出が終わった原料かすは自動的に

かすバケツへフィルタごと廃棄され，常に清潔なフィルタ

にて抽出を行う。

６.２.２ 蒸らし・抽出・洗浄専用ノズル

十分にコーヒーの味を引き出すために，ブリュア上部に

蒸らし・抽出・洗浄専用の独立３ノズルを搭載する。

蒸らしノズル：粉と湯のかくはん混合機能

抽出ノズル：シリンダ全体への均一な湯の投入機能

洗浄ノズル：次抽出に備えて前回のコーヒーかすを確

実に除去する洗浄機能

６.２.３ 減圧抽出機構

コーヒーの抽出は人手による抽出が最もよい味を出せる

といわれているが，大量抽出・販売には不向きである。そ

のため，本機では真空ポンプを用いブリュアよりコーヒー

タンク内を減圧し，その圧力にて吸引・抽出を行っている。

真空ポンプにはアスピレータというエゼクタポンプを使

用した。その原理を図４に示す。ポンプなどで圧送した流

体がノズルから高速で噴出することにより，減圧室内の圧

力を負圧にして，他の流体を吸引排出させている。本ポン

プの長所は吸引する流体が，蒸気・気液混合流体など，乾

燥空気以外のものでも吸引できることである。特に，コー

ヒーの減圧抽出の際には，コーヒー成分を含んだ蒸気を吸

引することはどうしても避けられなかった。安価なダイア

フラムポンプなどでは蒸気を含む高湿の空気を吸い込むこ
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表１　コーヒーマシンの仕様�

主
仕
様�

種　　　　　　　　類�

型　　　　　　　　式�

性
能
仕
様�

ウォームアップ時間�

温 水 タ ン ク�
（上）�

レギュラー�
コーヒー�

アメリカン�
コーヒー�

湯�

本
体�

制
御
装
置�

外　形　寸　法�

方　　　　　式�

質　　　　　量�

電子カウンタ�

98 kg

温
度
設
定
範
囲�

販
売
時
吐
出
量�

（
標
準
）�

温 水 タ ン ク�
（下）�

保 　 温 　 槽 �

販 　 売 　 飲 　 料 �

コーヒー抽出時間�
（1.5 L 抽出時）�

選　択　ボ　タ　ン�

コーヒーブリュア�

コ ー ヒ ー タ ン ク �

原　料　収　容　量�

か 　 す 　 処 　 理 �

排 　 水 　 方 　 式 �

消 　 費 　 電 　 力 �

タ イ マ 機 能 �

全自動ドリップ式コーヒーマシン�

DRIP2000A

約 60 分�

設定範囲　　：30～99 ℃�
推奨使用範囲：90～97 ℃�

120 mL/4 秒�

160 mL/5 秒�

170 mL/4.5 秒�

幅 650×奥行 615×高さ 925（mm）�

設定範囲　　：30～99 ℃�
推奨使用範囲：90～97 ℃�

設定範囲　　：30～99 ℃�
推奨使用範囲：90～97 ℃�

レギュラーブラックコーヒー�
アメリカンコーヒー�
湯�

3 分 25 秒�

™コーヒー抽出ボタン×3 種�
　（ポット，ショート，ロング）�
™アメリカンコーヒー抽出ボタン×2 種�
　（ショート，ロング）�
™湯抽出ボタン×2 種�
　（ポット，ショート）�
™抽出設定ボタン×4 種�

抽出方式　：減圧式抽出方式�
フィルタ　：ペーパーフィルタ�
最大抽出量：1.5 L

貯蔵容量：1.5 L×2 タンク�
保温方式：湯煎方式�

有効容量：7.2 L（約 2 kg）�

外部排出方式�
（オプションにてかすバケツ対応可能）�

外部排水�

6,650/6,650 W

マイコン制御�

4 種：累計売上数，売上量�
　　　期間売上数，売上量�

ウォームアップ時刻：�
　1日 3 回，毎日設定可能�

キーボード�
コントロールボックス�

温水タンク�

コーヒータンク�

ペーパーフィルタ�

保温槽�

ブリュアユニット�エアユニット�販売配管�

かすバケツ�

図２　コーヒーマシンの内部構造
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とは故障の原因となってしまう。しかしながら，本ポンプ

は蒸気を吸引しても常に安定した能力を発揮できる。

抽出時の圧力は減圧によるコーヒーの沸騰を防止するた

め，圧力調整弁にて圧力調整を行い最適な圧力で吸引する。

６.２.４ コーヒータンク

本機では 220 杯/ｈの連続販売を可能とするため，抽出

したコーヒーをいったん貯蔵するコーヒータンクを 2 個搭

載する。

一般的にコーヒーマシンではヒータによる加熱保温が主

流である。しかしこの方式ではヒータ周辺のみが高温にな

り均一な温度での保温ができずに，風味や味の劣化を招い

てしまう。そこで，コーヒータンク自体を一定の温度に保

たれた湯で保温する保温槽を設け，常に均一の温度でコー

ヒーを保温することを可能とした。これにより，常に風味

や味を損なうことなく一定の味のコーヒーを提供すること

が可能となった。また，タンク内は抽出ごとに洗浄ノズル
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ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

①抽出動作信号により，フィ�
　ルタブロックが上昇してシ�
　リンダと密着する。�
②アスピレータが動作し，コ�
　ーヒータンク内を減圧する。�
③前回抽出動作から5分以上�
　経過している場合，洗浄湯�
　ノズル，蒸らし湯ノズル，�
　抽出湯ノズルの順に湯が吐�
　出され配管・シリンダ内を�
　加熱する。湯はリンスポン�
　プから排出される。�

①キャニスタからシリンダに�
　入った原料は，蒸らし湯ノ�
　ズルから吐出された湯によ�
　り平たんにならされる。�
②あらかじめ設定された蒸ら�
　し時間にて蒸らしが行われ�
　る。�

①抽出湯ノズルより湯がシリ�
　ンダに投入される。�

ステップ 4

①コーヒー投入弁が開き，ア�
　スピレータによる減圧抽出�
　が開始され，ペーパーフィ�
　ルタを通しコーヒーを抽出�
　する。�
◇アスピレータによる減圧抽�
　出と，紙フィルタによるド�
　リップ方式にて苦みや雑味�
　が少なく，濁りのないおい�
　しいコーヒーが抽出される。�

ステップ 5

①コーヒー投入弁が閉まり，�
　アスピレータが停止する。�
②コーヒー投入弁が閉じ，代�
　わってブリュア洗浄湯排水�
　弁が開き，リンスポンプに�
　て残った水分（コーヒー）�
　を排出する。�

ステップ 6

①フィルタブロックが下降す�
　る。�
②紙送り装置が作動し，ペー�
　パーフィルタを送り，フィ�
　ルタブロック上の抽出かす�
　を排除する。�

ステップ 8

①フィルタブロックが下降す�
　る。�
②紙送り装置が再び動作し，�
　ペーパーフィルタを送り，�
　フィルタブロック上の洗浄�
　かすを排除する。�

ステップ 7

①フィルタブロックが再度上�
　昇してシリンダと密着する。�
②洗浄湯ノズルから湯をシリ�
　ンダに投入し，シリンダ内�
　を洗浄する。�
③排出はリンスポンプにて機�
　外に排出される。�

抽出湯ノズル�

抽出湯ノズル�

抽出湯ノズル�

洗浄湯ノズル�

洗浄湯ノズル�

蒸らし湯ノズル�

蒸らし湯ノズル�

ペーパーフィルタ�

ペーパーフィルタ�

ペーパーフィルタ� ペーパーフィルタ�

コーヒー�
タンク（左）�

コーヒー�
タンク�
（右）�

シリンダ�

シリンダ�

シリンダ�

シリンダ�

キャニスタ�

フィルタ�
ブロック�
上昇�

排気�

排気�

排気�

排気�

アスピレータ�
アスピレータ�

アスピレータ�

リンスポンプ�

原料�

コーヒー�
投入弁�

コーヒー�
投入弁�

リンス�
ポンプ�

ブリュア洗浄湯排出弁�

ブリュア洗浄�
湯排出弁�

フィルタブロック降下�

フィルタブロック上昇�

フィルタブロック降下�

かすバケツ�
�

ローラ�

押さえ�
ローラ�

抽出かす�

排水�リンスポンプ�

排水�

図３　抽出動作

ノズル� 液体（水）� 吐出口�

ノズルから噴出された�
液体＋吸引される流体�
の流れ（エアなど）�

吸引口�

噴射の勢いにより�
室内は負圧になり�
吸引される�

ノズルから噴出�
される流体の流�
れ（水など）�

吸引される流体の�
流れ（エアなど）�

図４　アスピレータの原理
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にて湯リンス洗浄され，古いコーヒーを一滴も残すことな

く常に新鮮なコーヒーだけを貯蔵する。

６.３ 洗浄機能

コーヒーに含まれる成分は飲料配管内に付着し，時間が

経過するとともに雑味を発生させる。そのため，1 日に１

回常に洗浄を行うことが必要とされる。

しかしながら，コーヒーマシンの内部配管は非常に複雑

で，手作業にて洗浄を行うことは困難である。

そのため，本機では専用洗剤にて全自動で洗浄を行う。

洗剤滴下→洗浄→すすぎをボタン一つで行うことができ，

機械操作に不慣れな人でも，常に安定した洗浄を行える。

６.４ その他の機能

６.４.１ 電子カウンタ

扉内部に搭載されたキーボードにより累計販売杯数・抽

出回数，期間販売杯数・抽出回数を確認できる。

これにより，店舗の原価管理などを簡便に行える。

６.４.２ 湯販売機能

温水タンクを二つ搭載し，常に安定した温度の湯を提供

することが可能となった。湯は湯専用ノズルにて販売され，

紅茶などの他のメニューに対応可能となっている。また

コーヒーとの同時販売も可能で，繁忙時にも十分に対応可

能な能力を有する。

あとがき

以上，コーヒーマシンについてその概要を説明した。

消費者の本格化嗜好，店舗の小規模・大量販売による市

場の要求により，コーヒーマシンの設置はますます増加し

ていくと思われる。

最後に，本コーヒーマシンを開発するにあたり，始終ご

指導・ご援助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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＊ 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。




