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まえがき

富士電機ではカップ自動販売機を1974年に開発して以来，

常に市場ニーズの変化に対応しながら新機種，新機構の開

発に取り組んでいる。

カップ自動販売機は，市場でのご愛顧をいただき，事務

所などに憩いの場が提供できる主要機種に成長してきた。

こうした中で，スターバックスコーヒーが日本に上陸して

以来，エスプレッソコーヒーをベースにフォーミングク

リームと組み合わせた「カプチーノ」や「カフェラテ」な

どのスペシャルコーヒーが若い女性に人気をよび，エスプ

レッソコーヒーの市場は急成長が続いている。

以下にエスプレッソコーヒーとレギュラーコーヒーが 1

台の自動販売機で販売できるエスプレッソブリュア搭載

カップ自動販売機（図１）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

ここ数年，カップ自動販売機の市場は，1 台あたりの売

上げ収益の低下から設置台数の伸びが鈍化している。その

要因としては次に記す項目があげられる。

消費者の飲料に対する好みが多様化し，飲料種類の多

い缶飲料を買う人が増えている。

コンビニエンスストアの台頭で商品数の売上げ寄与率

が下がっている。

一方，スターバックスコーヒーに代表されるコーヒー

ショップチェーンの積極的展開もあって，エスプレッソ

コーヒーの市場は急成長が続いている。

こうした背景により，カップ自動販売機の新しい飲料分

野への拡大と，さらに市場の活性化を図るため，エスプ

レッソブリュア搭載カップ自動販売機の開発に取り組んだ。

２.２ 開発のポイント

1 台のブリュア（コーヒー抽出部）でエスプレッソ

コーヒーおよびレギュラーコーヒーを提供できること。

エスプレッソコーヒーをベースにフォーミングクリー

ムと組み合わせた「カプチーノ」や「カフェラテ」など

のスペシャルコーヒーを提供できること。

飲料の味覚の安定化が図れること。

２.３ 特　長

シリンダ内に入れた原料を圧縮する機構を持ち，湯が

原料を通過するときに，エスプレッソコーヒーは高圧で，

レギュラーコーヒーは低圧で抽出できるエスプレッソブ

リュア機構を開発し，1 台のブリュアでエスプレッソ

コーヒーとレギュラーコーヒーを提供できる。

ホイップ専用ミキシングボールの開発によりきめ細か

いホイップクリームを調理し，エスプレッソコーヒーと

組み合わせた「カプチーノ」や「カフェラテ」などのス

ペシャルコーヒーの提供ができる。

無販売時配管内の湯の温度低下を防ぎ，また高圧抽出

時と低圧抽出時の圧力制御を可能にする。抽出湯量が少

なくても湯量のばらつきが少ないシステム回路の開発に
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図１　エスプレッソブリュア搭載カップ自動販売機の外観
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より，エスプレッソコーヒーとレギュラーコーヒーの味

覚の安定化を提供できる。

仕　様

表１に本シリーズ機の仕様の一部を示す。

構　造

４.１ 内部構造

オフィスから一般ロケーションまで幅広く対応できるイ

ンパクトのある新デザインを採用し，オフィスなどでのス

ペースの有効活用，また缶・パック自動販売機との併設な

どを容易にし，小型で運搬性を高くしている。

図２に内部配置を示す。内部配置については，日常の原

料およびカップの補充を行いやすく，保守点検が容易に行

える配置にし，操作性の向上を図っている。

４.２ エスプレッソブリュアの構造

図３にエスプレッソブリュアの構造を示す。
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表１　エスプレッソブリュア搭載カップ自動販売機の概略仕様�

種　　　　　類� レギュラーアンドホットカップ自動販売機�

型　　　　　式� EV250

外　形　寸　法� 幅 630×奥行 710×高さ 1,830（mm）�

製　品　質　量� 150 kg

電　　　　　源� AC100 V　50/60 Hz　15 A

扉　　照　　明� 押しボタン電照：蛍光灯 15 W×2

販　売　飲　料�

39 種類・20 ボタン�

ファンクション�
ボタン�

砂糖増・減・なし�
クリーム増・減・なし�
コーヒー増・減�
ブラック�

原 料 収 容 量 �

コーヒー1（豆）　　　　：4.5 L（1.6 kg）×1�
コーヒー2（粉）　　　　：4.5 L（1.6 kg）×1�
クリーム　　　　　　　　：3.6 L（1.7 kg）×1�
砂　糖　　　　　　　　　：4.6 L（4.1 kg）×1�
ミックス1　　　　　　　：4.6 L（3.7 kg）×1�
ミックス2　　　　　　　：3.6 L（2.9 kg）×1�
クリーム2（トッピング）：4.6 L（0.8 kg）×1

コーヒー�
　　　ブリュア�

方　式　：高圧抽出方式�
フィルタ：ステンレス鋼製フィルタ�

温 水 タ ン ク �
タンク容量：6 L�
ヒータ容量：950 W

カ ッ プ 機 構 �
500 シングルカップ機構�
標準 6.5/7 カップ　最大収容数 500 個�

給　水　方　式� 水道直結方式�

エスプレッソコーヒー�
レギュラーコーヒー�
レギュラーカフェオレ�
レギュラースペシャル�
カフェラテ�
カプチーノ�
クリーミーココア�
ミックス�

搬出スレーブ�
ボックス�

中扉�

粉・豆原料ボックス�庫内灯�

コントロール�
ボックス�

リンスバルブ�

カップ�
シュート�

電源ボックス�

ベンド�
ステージ�

ダムスイッチ�

温水タンク�

キャニスタ�
（パウダ）�

原料シュート�

ミキシング�
ボール�

温水タンク�
ボックス�

排気ファン�

カートリッジ�
式給水ポンプ�
（オプション）�
�

排水容器�

500シングル�
カップ機構�

コイン�
メカニムズ�

硬貨収納箱�

カートリッジ式�
給水タンク�
（オプション）�

カウンタ�

取出口�

安定器�
ボックス�

レギュレータ�
ボックス�

キャニスタ�
（コーヒー豆）�

ミル�

エスプレッソ�
ブリュア�

ブリュア�
ボックス�

コーヒーかす�
入れ容器�

ビルバリ�
データまたは�
カードリーダ�
ライタ�
（オプション）�

図２　エスプレッソブリュア搭載カップ自動販売機の内部配置

部品

上下駆動モータ� 側板（右）�

側板（左）�

かす�
シュータ�

シリンダ�

リンク�

スクレーパ�

上部ピストン�
（ステンレス鋼製�
　フィルタ付き）�

下部ピストン�
（ステンレス鋼製�
　フィルタ付き）�

駆動�
モータ�

コントロール�
ボックス�

図３　エスプレッソブリュアの構造
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エスプレッソブリュア抽出システム

エスプレッソコーヒーは，特有の濃厚なこく，苦み，強

い香りを出すため焙煎（ばいせん）した専用の豆を，豆で

保存しておき販売ごとにミルで微細に挽（ひ）いたうえ，

60mLの湯を投入して高圧で短時間に抽出する仕組みとし

た。一方のレギュラーコーヒーは，保存している挽き豆

（粉）に，155mLの湯を投入して低圧で抽出するシステム

とした。

５.１ 抽出動作

図４にエスプレッソブリュアの動作原理を示す。

原料投入工程では，エスプレッソコーヒー用に焙煎さ

れたコーヒー豆をキャニスタに収容し，機内のミルにて

細かく挽き豆にした後に原料シュータを通してシリンダ

内に入れる。

原料圧縮では，駆動モータによりシリンダを抽出位置

まで動作させた後に，上部駆動モータにより上部ピスト

ンを動作させ原料を圧縮させる。

抽出工程では，温水タンクの湯をポンプにより加圧し，

上部ピストンから注入する。上部フィルタを通過し下部

ピストン側に湯が移動する。加圧した湯が原料内を通過

することでエスプレッソコーヒーを抽出する。このとき

原料が抽出飲料に混入しないために，下部ピストンに取

り付けているステンレス鋼製フィルタで原料を分離する。

抽出された飲料は，ミキシングボール内で砂糖やミルク

と混合調理を行いカップに注入する。

かす捨て工程では，駆動モータを動作させ，下部ピス

トンのフィルタ面がシリンダ上部と同一面となるまでシ

リンダを下げる。エスプレッソ抽出後のかすは，シリン

ダから下部ピストンにより押し出される。シリンダを駆

動させ，かすをスクレーパでかき，かすバケツに落とす。

シリンダは，原料投入位置に戻って一連の動作は終了す

る。

５.２ 抽出圧力制御

エスプレッソコーヒーは高圧で抽出し，レギュラーコー

ヒーは低圧で抽出する。

シリンダ内に投入した原料を上下駆動モータで上部ピス

トンを移動させ，上下駆動モータの回転速度を検知して原

料を一定の力で圧縮する制御を確立した。エスプレッソ

コーヒー原料は圧縮比を大きく，一方，レギュラーコー

ヒー原料は圧縮比を小さく制御することでエスプレッソ

コーヒーとレギュラーコーヒー抽出時の抽出圧力を調整し

ている。

さらに，抽出時の圧力ばらつきを抑えるためブリュアよ

り後に閉止弁を設け，閉止弁の開閉制御により抽出圧力を

制御し，安定した飲料の抽出を可能にした。

５.３ 飲料温度の確保

エスプレッソコーヒーは飲料量が少ないことから，一定

の味を抽出するためには，一定の温度を保つことが必要で

ある。

図５にシステム配管を示す。温水タンク→湯ポンプ→流

量計→湯販売弁までを一定の温度に保つため，定期的に湯

ポンプを動作させ，温水タンクから湯販売弁までを湯タン

ク内の湯を循環する湯循環制御を採用することで，飲料抽

出温度を確保している。

スペシャルコーヒーの調理

エスプレッソコーヒーをベースにホイップクリームを

たっぷり加えた「カプチーノ」「カフェラテ」をカップ自

動販売機で提供するには，適度なホイップクリームの泡立

ちを提供することが重要な課題である。
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図４　エスプレッソブリュアの動作原理
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以下にホイップ専用ミキシングボールについて述べる。

ホイップクリームは，ホイップ専用のパウダーを使用し

て調理する。標準的な調理方法として，湯量 50mL，原料

量 7gをミキシングボールに投入しかくはん羽根でかくは

んし泡立てた後にカップに注入する。同時に湯量 20mL

をミキシングボールに投入し付着したホイップクリームを

洗い流す。図６は出来上がったホイップ飲料の泡と液の関

係を示す。出来上がった飲料は三層に分かれる。一番上に

かにが泡を吹いた感じの大きな泡（大）ができ，次にク

リーミーで細かい泡（小）ができ，一番下に液体ができる。

出来上がった飲料を９型（９オンス）の透明カップに入れ

種々検討し全高に対して泡（小）の高さを比率で 20 ％以

上とした。

図７に一般用とホイップ専用のミキシングボールの形状

を示す。一般用ミキシングボールと比較してホイップ専用

ミキシングボールでは，かくはん羽根の回転速度を 1.5 倍

に上げ，遠心力によるこぼれ対策として，ミキシングボー

ルの外側の形状を細く高くした。きめ細かい泡（小）の泡

立ち量を高さ比率で比較すると，ホイップ専用では一般用

に対して 1.5 倍の 26 ％を実現し，本格的なスペシャル飲

料の販売ができる。

あとがき

エスプレッソブリュア搭載カップ自動販売機の概要につ

いて紹介した。

エスプレッソコーヒー対応カップ自動販売機は，エスプ

レッソコーヒーとレギュラーコーヒーを１台のブリュアで

抽出することで各オペレーターに着目され，さらにホット

専用機で小型化したことにより，好評を得て全国展開中で

ある。

今後も市場ニーズに対応すべく，技術を結集して，消費

者やオペレーターを含むカップ自動販売機にかかわる人達

に喜ばれるカップ自動販売機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次第である。
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図５　カップ自動販売機内のシステム配管系統

（a）一般用ミキシングボール�（b）ホイップ専用ミキシングボール�

図７　一般用ミキシングボールとホイップ専用ミキシングボール

の形状

泡（大）�

泡（小）�

液�

全高�

図６　出来上がったホイップ飲料の泡と液の関係
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