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まえがき

富士電機は，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。例えば，1993 年にはおいしい

飲料を提供するカップ自動販売機の新システムとしてカッ

プミキシングシステム（CMS）を開発し，1996 年には衛

生性を向上させたミキシングボール（M/B）の開発，1998

年には衛生性をさらに向上させた CMSの開発を行った。

また，2001 年に飲料カップにキャップを自動装着して

利用者が取り扱いやすくした自動販売機を，2002 年にエ

スプレッソコーヒーとレギュラーコーヒーの販売を 1 台で

できるブリュア機構とホイップクリーム専用のミキシング

ボールを開発して消費者の飲料に対する好みの多様化に対

応してきた（表１）。

しかし，一般消費の低迷，コンビニエンスストアや量販

店での購入比率のアップ，またコーヒーショップチェーン

の展開により，カップ自動販売機 1 台あたりの売上高

（パーマシン）は低下している。

こうしたカップ市場の活性化を図るため，今回フローズ

ン/トッピング機構搭載カップ自動販売機の開発を行った

ので，その概要を紹介する。

開発の狙い

利用者を引き付けるカップ自動販売機

フローズン飲料と香りを楽しむトッピング飲料は，人気

飲料商品ではあるが，従来のカップ自動販売機では販売さ

れていなかった。コーヒーショップチェーンを多く利用す

る女性と若者にカップ自動販売機を利用してもらうことを

狙いとして，新しい飲料としてフローズン/トッピング飲

料を販売できる自動販売機を開発した。

オペレーターの独自色が出せる自動販売機

新しい飲料のために新原料を開発した場合，原料メー

カーと原料が限定されるため，各オペレーター（自動販売

機の商品補充や管理を行う企業）の特色を出しにくくなり，

オペレーターにとってメリットが少なくなる。そこで，現

状のカップ自動販売機で使っている原料を使用できるよう

にして，オペレーターの独自色が出せることを狙った。

パーマシンアップとなる自動販売機

新しくておいしい飲料にふさわしい価格が設定でき，

パーマシンを向上できる自動販売機を狙いとした。フロー
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表１　カップ自動販売機の開発履歴 

機種開発 

集 客 力 

操 作 性 
衛 生 性 

社会環境 

1996年機 

★ハイパー 
　ミキシング 
　ボール 

1997年機 1998年機 

★コーヒー豆 
　の低温保存 

★新コーヒー 
　ブリュア 

★省エネルギー 
　温水タンク断熱 
　強化 

1999年機 

★原料高精度吐出 

★抗菌プラスチック 

★省エネルギー 
　™インバータ付き 
　　蛍光灯 
　™庫内温検知制御 
　™モータのDC化 
　™人感センサ 

2000年機 

★ポイント 
　カード搭載 
★プロモション 
　機能 

★フラッシュ 
　メモリ化 

★冷媒R134a化 
★省エネルギー 
　™学習省エネ 
　　ルギー 

2001年機 

★エスプレッソ 
　ブリュア 
★キャップ自動 
　装着 

2002年機 

★ハイブリッド 
　ブリュア 

2003年機 

★フラッペ販売 
　機構 
★トッピング 
　機構 

★自動バルブ 
★衛生性塗装 

新CMS機のシリーズ開発 キャップ搭載機開発 

M/B機の新シリーズ開発 エスプレッソ搭載機開発 

フローズン機 
開発 
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ズン飲料は，従来のカップ自動販売機にない透明の樹脂

カップとストロー付きで販売している。

現在，これらの狙いが利用者，オペレーター双方に受け

入れられ，駅，学校，オフィスビルなどに設置されている。

仕様と特徴

フローズン/トッピング機構搭載のカップ自動販売機の

外観と内部構造の例を図１に，主な仕様を表２に示す。

３.１ さまざまなカフェメニューの実現

レギュラーとエスプレッソの抽出が可能

図１ の下部左側のコーヒーブリュアは，高圧力でコー

ヒーを抽出するエスプレッソと挽（ひ）き豆を蒸らし低圧

力で抽出するレギュラーコーヒーを 1 台でつくることがで

きる。

カプチーノとカフェラテ

ホイップクリーム専用ミキシングボールを搭載し，ク

リーミーできめ細かい泡により，カプチーノやカフェラテ

のおいしさを向上させた。

フローズン飲料

フローズン機構を搭載しエスプレッソやカフェモカなど，

フローズン飲料を調理できる。図１ のように，製氷機に

続き氷振分け機構を設け，製氷機から払い出された粒氷を

そのまま出して通常のコールド飲料を調理する通路と，粒

氷を削氷機によりさらに砕いて細かな氷にしフローズン飲

料を調理する通路の 2 系統に振り分けている。

３.２ カフェスタイルの商品提供

トッピング機構を搭載し，シナモンなどの香料を好み

によりトッピングすることが可能である。

ストロー収納ボックスを搭載し，スプーン付きスト

ローを入れることにより女性に受け入れてもらいやすく

している。

クリアカップ販売によりフローズン飲料をイメージ

アップできる。

３.３ デザイン

オフィスはもちろんそれ以外の設置場所まで幅広く対応

できるインパクトのあるデザインで，フローズン飲料のフ

レーバーカードを他のフレーバーカードから際立たせる工

夫をしている
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図１　フローズン/トッピング機構搭載カップ自動販売機の外観と内部構造図（FEX260）

表２　仕様表（FEX260） 

外　形　寸　法 

質　　　　　量 

幅855×奥行794×高さ1,830（mm） 

328kg

セレクション数 18フレーバーカード：35ボタン 

ファンクション 
選択ボタン数：8 
ブラック，コーヒー増・減，クリーム増・減， 
砂糖増・減，トッピングあり 

原料搬出方式 
シロップ：なし 
コーヒー豆：スクリュー搬出式＋ミル 
粉原料：スクリュー搬出式＋粉一時保留機構 

原 料 収 容 量 

シロップ：なし 
コーヒー豆：4.0L×2 
クリーム：3.6L 
砂糖：3.6L 
ミックス1，2：3.6L×2 
ホイップ：4.0L 
トッピング：50mL

カ ッ プ 機 構 
対応カップサイズ：6.5，7，8，9，12サイズ 
収容数：最大784個 

氷 販 売 仕 様 
氷ストッカ容量：3.5kg 
氷払出し量上限：200g
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フローズン飲料の調理工程

４.１ カップミキシングシステム

本自動販売機で採用しているカップミキシングシステム

は，カップ内に粉原料を入れ，そこに湯を注いで，カップ

内でパドルによりかくはんし飲料を調理するシステムであ

る。

今回はこのカップミキシングシステムをベースに開発を

行い，カップ内での調理工程に粉砕した氷を溶かす工程お

よび粉原料のトッピングを行う工程を追加した。図２にそ

の調理工程を示す。

例えば，ココアフローズンの飲料調理については，まず，

カップ内に通常よりも多量のココアの粉を払い出し，少量

の湯を注いでパドルによりカップ内でかくはんする。こう

して粉を一度湯に溶かしたあと，多量の粉砕した氷を払い

出し，カップ内でパドルによりかくはんし，ココアフロー

ズンが出来上がる。

４.２ 氷の安定供給

フローズン飲料の調理において最も難しい点は，より多

くの氷を安定して飲料内に溶け込ませる点にある。

粉を溶かすときに少量の湯で溶かさなければ，その後，

氷を注いだときに氷が溶けて氷が少なくなり通常のコール

ド飲料のようになる。また，氷の割合が多くなりすぎると

カップ内でかくはんできる限界を超え，かき氷のような飲

料ができる。

従来機以上に安定した量の氷を払い出すことがポイント

であり，後述するような氷の払出し機構を開発した。

フローズン飲料の味覚に大きな影響を与えるポイントは

氷の粒の大きさである。コーヒーチェーン店の飲料に引け

を取らないことを目標に取り組み，味覚，舌ざわりの比較

を行い，おいしくかつ自動販売機の製氷機および調理に適

した氷の粒を目指し開発を行った。

新しい販売機構の開発

５.１ 削氷装置の開発

業務用削氷装置メーカーと共同で，自動販売機内で使用

するために，短時間で必要量を削氷する能力を持ち，削氷

装置へ粒氷を供給しやすく，削氷後の氷をカップ内に導く

のに適した形状の削氷装置の開発を行った。衛生性を確保

するために，湯により削氷装置内を洗浄し，風で乾燥させ

る機能を設け，補充訪問時にワンタッチで洗浄することが

できるほか，タイマによる自動洗浄も行えるようにした。

５.２ 氷供給方式の開発

粉砕した氷をカップ内にどのように入れるかが課題で

あった。削った氷をカップ内にそのまま導くとシュータ内

側一面に細かい氷が付着する。そこで，氷を払い出した後

に 10mLの湯を流し，付着した氷も流す方式をとってい

る。

また，飲料販売後時間が経過した後の 1 杯目の氷につい

ては乾燥した状態の氷通路に水分が付着するため，氷の付

着量が増えて，カップ内に入る氷の量が減る。そこで，販

売してから一定時間経過後は通常よりも多い量の氷を出し，

カップ内に入る氷量を安定させるようにしている。

５.３ かくはん機構の改良

カップミキシングシステムでは，粉原料を順番にカップ

で受け取るため粉原料がカップ内で層になる。フローズン

飲料では普通の飲料よりはるかに少量の湯で粉原料を溶解

させる必要がある。きめ細かい粉原料がカップの底にある

場合，少量の湯で溶かすと上部の粉は解けるがカップの底

のコーナー部の粉が溶け残ってしまう。きめの粗い砂糖を

底に入れ，パドルのかくはん力で砂糖の粉が動いて粉原料

を残らず溶かすようにするなど，最適な順序で粉原料を払

い出す工夫をしている。また，フローズン飲料販売時，清

涼感と高級感を出すプラスチックカップでは，底形状が平

たんではないため，専用のパドルかくはん位置を設け調理

を行っている。

５.４ トッピング機構の開発

トッピング機構とはシナモン原料などの飲料の上に振り

かけるトッピングを自動販売機内部で行う機構である。

通常の粉原料量は少ないものでも 1 杯あたり 1 ～ 2 g 程

度であるが，今回のトッピング機構で出すシナモンの量は，

振りかけて香りを出すには十分な量である，1 杯あたり

0.05 g 前後である。このような微量の払出しができる原料

箱を新しく開発した。原料箱内の原料をスクリューで押し

出す方式であるが，原料箱内に小さな空洞ができると払い

出す量が不安定になってしまう。また，原料がスクリュー

と共まわりすると原料が出ないことになる。そこで，新規

開発した形状のスクリューと払出口部の網を採用し，これ

らの問題を解決した。
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自動販売機内の製氷機で作った氷を削氷装置 
で細かく削氷し，先に調理しておいた原料と 
カップ内でかくはんすることによりフローズ 
ン飲料が出来上がる。 

氷振分け装置 

削氷装置 

ベース飲料 
を調理 

移動 移動 移動 

削氷を 
入れる 

パドルで 
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完成 

製氷機 フローズン機構 

図２　調理工程図

特
集
2



フローズン/トッピング機構搭載カップ自動販売機

５.５ 氷量センサの改良

フローズン飲料の販売制御を行うにあたり，従来の氷搬

出制御を改善した。従来の飲料では 30 ～ 90 gが使用範囲

であるが，フローズン飲料は 130 ～ 180 gを使用する。大

量の氷を短時間で製氷機から削氷機へ供給するため，氷の

通路を広げる必要があった。

従来の光式氷センサは，

センサ遮光時間∝氷量（g）

となる性質を利用したものである。図３のように氷の通路

に発光ダイオードとホトトランジスタを向かい合わせて，

氷が通過すると，発光ダイオードの光を遮光するようにし

ておき，ホトトランジスタの出力を積分することで氷量を

計測する。拡張した氷通路には氷が重なって通過する場合

もあるためセンサを二組にして，連続的に氷を払い出して

も氷の量を正確に計測できるようにした。

さらに，氷が落下するときに水滴が光センサに付着して

誤検知する可能性がある。そこで，氷を搬出しない待機時

にホトトランジスタが「氷なし」を出力するレベルになる

ように発光ダイオードの出力を調整するフィードバック回

路を設けた。これにより待機中は「氷なし」を出力し，氷

がセンサを遮光すると「氷あり」になり，水滴などの影響

を受けないようにした。

その結果，大容量かつ高精度な氷検知が可能になり，飲

料調理の精度を向上させることができた。

あとがき

今回開発したフローズン/トッピング機構搭載カップ自

動販売機は，例えばエスプレッソをベースに粉原料をミッ

クスしフローズン飲料を調理できるなど，新たな飲料への

可能性を持ち飲料バラエティに広がりを持たせられる自動

販売機である。

カップ自動販売機は，世の中で市民権を得て，今日に

至っているが，カップ自動販売機に求められるものは，消

費者からは新しい飲料や味覚，衛生性であり，オペレー

ターからは集客力，取扱い性，清掃性，低コスト化である。

今後も市場ニーズに対応すべく技術力を結集して，消費

者やオペレーターなど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る次第である。
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図３　氷検知制御
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