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まえがき

自動販売機の国内設置台数は約 550 万台となり，そのう

ち，カップ飲料自動販売機（以下，カップ自動販売機と略

す）は約 33 万台まで普及してきた。

富士電機は，カップ自動販売機を 1974 年に開発して以

来，市場ニーズに対応しながら新機種，新機能の開発に取

り組んできた。1998 年にカップ自動販売機の新システム

として，衛生性を向上させおいしい飲料を提供するカップ

ミキシングシステムを開発した。また，2001 年にカップ

ミキシングシステムを利用したキャップ自動装着のカップ

自動販売機，2002 年には粉砕された多量の氷と飲料を混

ぜたフローズン飲料を供給できるカップ自動販売機を開発

してきた。

本稿では，これらをさらに発展させたカップミキシング

方式の新しいカップ自動販売機の開発について紹介する。

開発の狙い

カップ自動販売機はオフィスや工場を中心に展開が進ん

できたが，一般消費の低迷，コンビニエンスストアや量販

店での購入比率の増大，またコーヒーショップチェーンの

展開により，自動販売機 1台あたりの売上高（パーマシン）

が低下している。

こうした背景から，カップ自動販売機による飲料販売拡

大と市場の活性化を図るため，飲料バリエーションの拡大

と利用者の買いやすさの向上を狙ったカップミキシング方

式の新カップ自動販売機の開発に取り組んだ。

開発のポイントをまとめると以下の 4 点になる。

飲料バリエーションの拡大

飲料の味の向上

利用者の買いやすさの向上

販売商品の高付加価値化

仕様と特徴

表１にカップミキシング方式の新カップ飲料自動販売機

（4）

（3）

（2）

（1）

カップミキシング方式の新カップ飲料自動販売機

177（19）

濱本　賢一（はまもと　けんいち） 峯崎　秀之（みねざき　ひでゆき） 上野　　学（うえの　まなぶ）

特

集

表１　新カップ飲料自動販売機の主な仕様 

項　目 仕　様 

カップ式ホット＆コールド飲料自動販売機 

幅990×奥行780×高さ1,830（mm） 

355kg 

AC100V，50/60Hz，15A 

56ボタン 

砂糖・クリーム・コーヒー5段階増減ボタン 
シロップ用氷なしボタン 

種　類 

外形寸法 

質　量 

電　源 

セレクション数 

ファンクション 

シロップ：ポンプ式＋BIB 
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＋原料一時保留機構 

原料搬出方式 

シロップ：2ガロン×3 
コーヒー豆：5.5L，4.6L 
インスタントコーヒー：3.6L 
クリーム：3.6L 
砂糖：3.6L 
ミックス1～4：3.6L×4 
ホイップ：4.6L 
トッピング：50mL

原料収容量 

対応カップサイズ：6.5，7，8，9，12，16サイズ 
収容数：最大1,583個 

カップ機構 

タンク容量：10L＋0.3L（加圧ブリュア用） 
メインヒータ：950W，サブヒータ：400W 
加圧ブリュア用：950W

温水タンク 

圧縮機（呼称出力）300W 

貯氷量  3.5kg 

X，Y，Zおよびカップハンド移動方式 

パドルミキシング方式 

吸引抽出方式 

高圧抽出方式 

自動開閉方式 

水道直結方式/カセット方式（15L×2） 

VTS-G方式 

32W×2

冷却装置 

製氷機 

カップ搬送機構 

調理方法 

コーヒーブリュア 
（吸引） 

コーヒーブリュア 
（加圧） 

取出口扉 

給水・排水方式 

制御方式 

蛍光灯 
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の主な仕様を，図１に外観を示す。

飲料バリエーションの拡大

レギュラーコーヒーに加え，エスプレッソコーヒーとエ

スプレッソコーヒーをベースとしたカフェラテやカプチー

ノを提供する。また，フローズン飲料などの飲料バリエー

ションを持たせ利用者の飲料選択幅を広げることができた。

飲料の味の向上

コーヒーの種類により，それぞれ適した抽出方法がある。

エスプレッソコーヒーは加圧方式，レギュラーコーヒーは

吸引方式とすることにより，飲料の味の向上を図った。吸

引ブリュアでは手で入れた場合に近いコーヒーの抽出を行

うことにより，従来以上に本格的なレギュラーコーヒーを

提供でき，加圧ブリュアにおいては，吸引ブリュアに比べ

より濃いアイスコーヒーを作ることが可能となった。

利用者の買いやすさの向上

販売時間を短縮することにより，待ち時間が気にならな

いようにした。また，デザインにおいては，ホット飲料，

コールド飲料の区別が一目で分かるようにして，飲料の選

択をやりやすくした。

販売商品の高付加価値化

ホイップクリーム（泡立ちクリーム）を各飲料に載せる

システムを標準搭載するとともに，フローズン機構を搭載

可能とすることにより，フローズン飲料を提供できるよう

にした。さらに吸引ブリュアの採用により，大容量レギュ

ラーコーヒー飲料を提供できるようにした。

構造と機能

４.１ 内部構造

内部構造を図２に示す。

主な構成は，①給水機構，②水冷却機構（冷却水槽），

③水加熱機構（温水タンク，エスプレッソ湯タンク），④

シロップ貯蔵（BIB：Bag In Box）ならびに送出機構（シ

ロップポンプ），⑤粉末原料およびレギュラーコーヒー原

料貯蔵ならびに送出機構（キャニスタ），⑥コーヒー抽出

機構（吸引ブリュア，加圧ブリュア），⑦製氷機構，⑧

カップ機構，⑨自動取出口扉，⑩原料一時保留機構，⑪

カップ搬送機構，⑫パドル機構，⑬制御ボックス，である。

４.２ カップミキシング方式

カップミキシング方式における飲料の調理をレギュラー

コーヒーで説明する。販売信号が入ると砂糖やクリームの

粉原料はキャニスタから原料一時保留機構に貯えられ，同

時にレギュラーコーヒー豆はミルでカッティングされて温

水タンクからの湯とともにブリュアに入る。同時に，カッ

プ搬送機構はカップ機構から落下したカップを受け取り，

原料一時保留機構に移動して粉原料を受け取る。次に飲料

を調理するパドル機構の位置に移動して，ブリュアから抽

出されたレギュラーコーヒー液をカップに入れ，パドル機

構によってかくはんしカップ内で飲料を調理する。その後，

カップ搬送機構によって自動取出口扉部まで搬送すると，

扉が自動的に開くので利用者はカップを取り出すことがで

きる。カップが取り出されると扉が自動的に閉まる。
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図２　新カップ飲料自動販売機の内部構造図１　新カップ飲料自動販売機の外観



カップミキシング方式の新カップ飲料自動販売機

４.３ 加圧ブリュア

図３に加圧ブリュアの外観を示す。

従来の機構では金属主体で構成していたものを，90 ％

以上の部品を樹脂化し，ローコスト化・軽量化を行った。

業務用高級機の機能に加えカップ自動販売機として要求

される機能を備え，次のような特徴を持つ。

ローコストで高級機並みの飲料品質

多種類のコーヒー豆，原料量に対応可能

衛生保持機能によるサービス性の向上

動作原理を図４に示すが，飲料品質を左右するポイント

となる点はステップ 3の原料を圧縮するタンピング工程で

ある。タンピングとは，最適な抽出のために挽（ひ）き豆

をある堅さに固めることであり，エスプレッソの味覚に大

きな影響を与える。タンピングが強すぎると，ろ過抵抗が

増加し，異質な味が出たり抽出不良となる。逆に弱すぎる

とろ過抵抗が低下し，濃厚で風味の高いおいしさが得られ

ない。

そこで，業務用で使われている DCモータによるピスト

ン駆動タンピング方式を採用し，タンピング圧を制御する

モータ電流値を味覚評価および抽出安定性から求め，その

値が一定になるように制御した。その結果，ホットコー

ヒーからアイスコーヒーまで使用原料量 6.0 ～ 13.0 gの幅

でタンピング力を一定にすることができた。また，衛生保

持機能として，タイマ設定による自動湯洗浄機能および制

御ボックス画面の指示に従って洗浄剤を使うサニテーショ

ン機能を付加し，メンテナンス性を高めている。

４.４ 吸引ブリュア

図５に吸引ブリュアの外観を示す。

手で入れた場合のドリップコーヒーの抽出により近づけ

るための特徴を図６に示す動作原理に沿って説明する。

ステップ 1 ：フィルタブロックが上昇し，シリンダと密

着する。

ステップ 2 ：レギュラーコーヒー原料がシリンダ上部か

ら投入される。次に湯がシャワー部に入り，プレヒータで

再加熱される。シャワー部の下部には，レギュラーコー

ヒー原料に湯が均等にかかるように複数の穴があいており，
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図５　吸引ブリュアの外観
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図４　加圧ブリュアの動作原理
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図３　加圧ブリュアの外観
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手で入れる場合のドリップコーヒーに湯を注ぐのと同じや

り方になるようにしている。

ステップ 3 ：チューブポンプが逆転動作し，シリンダ内

にエアを注入して湯と原料を強制かくはんさせ，その後手

で入れるドリップコーヒーと同様に蒸らしを行う。かくは

ん時間が長いとコーヒーの濃度が濃くなり，蒸らし時間を

長くするとコーヒーの嫌な渋味や苦味が少なくなる。それ

ぞれ，使用するコーヒー豆や狙いの味に合わせて時間設定

を変更できる。

ステップ 4 ：チューブポンプが正転動作し，紙フィルタ

を通してコーヒーを抽出する。このとき，手で入れる場合

の自然落下抽出に近づけるため，チューブポンプ圧は 0.01

MPaの低圧で吸引抽出を行う。

ステップ 5 ：フィルタブロックが下降し，紙フィルタを

送って，抽出かすを排除する。

また，ステップ 4の工程でコーヒーを抽出しながら，湯

をさらに投入することにより大容量抽出を可能にした。

利用者の使いやすさ

５.１ デザイン

利用者が飲料を選択しやすいようゾーニングされたデザ

インを採用した。

図１の外観において，左 2列をコールド飲料，右 2列を

ホット飲料のゾーンに分けた。また，中 2列は季節に応じ

てコールド，ホットの切替え，あるいはお勧め飲料表示

ゾーンにした。コールドゾーンは青色の LED（Light

Emitting Diode）発光押しボタン，ホットゾーンは赤色の

LED発光押しボタン，中のゾーンは青色と赤色の LED発

光を切替え可能な押しボタンにした。

また，自動取出口扉が開いたときに利用者がカップを取

り出しやすいように，取出口には LED照明を採用した。

５.２ 販売時間の短縮

10 ％を超える販売時間の短縮を実現し，利用者への

サービスの質を高めた。

調理する工程で，インスタントコーヒーのように湯に

溶けやすい粉原料は，湯バルブの大容量吐出化により湯

の吐出流速でかくはん溶解し，パドル機構でのかくはん

をなくして調理時間を短縮した。

カップ搬送機構においては，動作速度を高速化すると

ともに，各工程（カップ取出し，原料準備など）とカッ

プ搬送をオーバーラップさせて，搬送機構の待ち時間を

短縮した。

あとがき

カップ自動販売機に求められるものは，利用者からはよ

り本格的な味，飲料バラエティ，衛生性や調理のスピード

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スピーディに応え，利用者やオペ

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，本機の開発に際し，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６　吸引ブリュアの動作原理
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