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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カプセルからフード、特に飲み物を作るための抽出デバイスであって、
　抽出位置に向けたカプセルのための挿入領域が規定されるフレームと、
　前記フレーム内に配された第１のチャンバ部及び第２のチャンバ部を含み、閉位置から
開位置へと開位置から閉位置へと、前記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ部の少
なくとも一方が前記フレームに対して移動可能である、抽出チャンバと、
　前記抽出チャンバに抽出流体を供給する導管及び前記抽出チャンバから抽出されたフー
ドプロダクトを分注する導管と、
　前記抽出位置に上部からカプセルを挿入するための対向し合うガイドチャネルのペアと
、
　前記抽出位置において前記カプセルを支持する少なくとも１つのカプセル支持部材と
を有する抽出デバイスにおいて、
　前記少なくとも１つのカプセル支持部材は、前記フレームに対して固定された位置に前
記カプセルを維持するように設けられ、
　前記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ部が、前記チャンバを閉じるために一方
のチャンバ部から他方のチャンバ部へ移動可能であり、
　前記少なくとも１つのカプセル支持部材が、下方から前記カプセルの一部を支持するこ
とによって前記抽出位置に維持するように設けられ、前記カプセルを前記抽出位置から下
方へ落下させるために、前記カプセルの一部を変形させるように上方に移動する、
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抽出デバイス。
【請求項２】
　前記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ部が、前記フレームの摺動領域で摺動す
るように設けられた、請求項１記載の抽出デバイス。
【請求項３】
　前記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ部が、カプセルの挿入方向に対して実質
的に直交する摺動方向に沿って移動可能であり、前記摺動方向は、前記カプセルが前記抽
出位置にある時に前記カプセルの軸線に実質的に平行である、請求項２記載の抽出デバイ
ス。
【請求項４】
　前記抽出位置における前記カプセルの前記軸線が、前記抽出チャンバの軸線と実質的に
一致する、請求項３に記載の抽出デバイス。
【請求項５】
　前記ガイドチャネルは、前記カプセルのフランジと係合する、請求項１ないし４のいず
れか一項に記載の抽出デバイス。
【請求項６】
　前記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ部が開位置にある時に、前記ガイドチャ
ネルが前記第１のチャンバ部と前記第２のチャンバ部との間に配されている、請求項１な
いし５のいずれか一項に記載の抽出デバイス。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのカプセル支持部材が、底部から前記カプセルを支持するように配
され、支持位置と前記カプセルが前記抽出位置から下方へ落下することを可能にする開放
位置との間を可逆的に制御可能に動かされる、請求項１ないし６のいずれか一項に記載の
抽出デバイス。
【請求項８】
　前記ガイドチャネル及び前記少なくとも１つのカプセル支持部材が、互いに一体化して
いる、請求項１ないし７のいずれか一項に記載の抽出デバイス。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのカプセル支持部材が、前記ガイドチャネルに備えられた、請求項
１ないし８のいずれか一項に記載の抽出デバイス。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのカプセル支持部材が、各ガイドチャネルの内部に配された突起部
を含み、前記突起部間の距離はカプセルのフランジの最大径よりも小さい、請求項９記載
の抽出デバイス。
【請求項１１】
　前記ガイドチャネル及び前記少なくとも１つのカプセル支持部材が、前記第１のチャン
バ部及び前記第２のチャンバ部の動きの方向に対して実質的に直交する方向に移動可能な
、行ったり戻ったり動く位置決め部材に設けられ、前記位置決め部材は、前記カプセル支
持部材から前記カプセルを開放するために、前記抽出チャンバが閉位置にある時に上方へ
動かされるように制御される、請求項１ないし１０のいずれか一項に記載の抽出デバイス
。
【請求項１２】
　カプセルが前記抽出位置にある時に、前記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ部
は、前記抽出チャンバを閉じるために、一方のチャンバ部を他方のチャンバ部へ及び前記
抽出位置に維持されるカプセルに向かって動かされ、抽出後、前記抽出チャンバは実質的
に閉位置に維持される一方で、前記少なくとも１つのカプセル支持部材から前記カプセル
を開放するために、前記位置決め部材が持ち上げられ、前記少なくとも１つのカプセル支
持部材が持ち上げられると、前記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ部を動かして
離すことにより前記抽出チャンバが開けられ、前記カプセルが開放されるように、制御デ
バイスが、前記第１のチャンバ部、前記第２のチャンバ部及び前記位置決め部材の動きを
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制御する、請求項１１記載の抽出デバイス。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２のいずれか一項に記載の抽出デバイスを有するカプセルからの抽出
によりフードを作るマシーン。
【請求項１４】
　抽出デバイスによりカプセルからの抽出を行う方法であって、
　前記デバイスのフレームに対して固定された抽出位置にカプセルを案内するステップと
、
　カプセル支持部材によって前記抽出位置においてカプセルを下方から支持するステップ
と、
　前記カプセルが前記フレームに対して固定された位置に維持される一方で、対向する方
向からカプセルのある前記抽出位置の方へ抽出チャンバの２つの部分を近づけるステップ
と、
　前記チャンバ部により規定される前記抽出チャンバを閉じるステップと、
　抽出流体を前記チャンバを通って流すステップと、
　下方から前記カプセルを開放するステップであって、前記カプセルの部分を変形させて
、前記カプセルが前記抽出位置から直接下方へ落下することを可能にする当該ステップと
を有する、当該方法。
【請求項１５】
　前記カプセルを開放するステップが、前記カプセルが前記抽出位置に維持される一方で
、少なくとも１つのカプセル支持部材を前記抽出位置から上方へ動かすステップと、前記
少なくとも１つのカプセル支持部材が、前記少なくとも１つのカプセル支持部材により係
合された前記カプセルの部分を変形させるステップとを含む、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記カプセルが、前記カプセルのフランジと協働することにより前記少なくとも１つの
カプセル支持部材によって支持され、前記少なくとも１つのカプセル支持部材が、上方に
動く間にフランジを変形させる、請求項１５記載の方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フードプロダクトを含むカプセルに抽出（brewing）液体が流されて始まる
抽出により、飲み物又は他のフード（ｆｏｏｄ）を生成するマシーンに関する。
【０００２】
　より詳細には、本発明は、一般的には１回分のカプセルに含まれる物質の抽出又は希釈
によりコーヒー又は他の温かい飲み物を作る抽出デバイスに関するが、これに限定されな
い。
【０００３】
　また、本発明は、上記抽出デバイスを有する特に温かい飲み物のようなフードを生成す
るマシーンにも関する。
【０００４】
　本発明は、更に、カプセルから温かい飲み物のようなフードを作る抽出方法に及ぶ。
【背景技術】
【０００５】
　知られているように、温かい飲み物及び他のフードを作るために、水に溶解される又は
温水の通過により香りが抽出される物質を含むパッケージ、すなわち、通常は１回分のカ
プセルを利用するデバイスがこれまで以上に頻繁に使用されている。このようなデバイス
又はマシーンは、典型的には、コーヒーをベースとする飲み物を作るために用いられる。
【０００６】
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　以下において、本明細書及び添付の特許請求の範囲の両方に関して、カプセルの下で、
このタイプのデバイスに用いられやすい任意のタイプのパッケージング、通常は１回分の
タイプが意味される。このようなカプセルは、適切な穴開け器により穴開け可能に密閉さ
れているか、又は、穴開けの必要がないように透過性の面、すなわち、水を通す面を備え
ている。カプセルという用語は、技術的に「ポッド」と呼ばれる不織布又は他の透過性の
材料から作られたパッケージングも含んでいる。
【０００７】
　１回分のカプセルから飲み物を淹れる又は抽出する非常に広く行きわたっているタイプ
のデバイスは抽出チャンバを含んでおり、この抽出チャンバは、通常２つの部分からなり
、開位置と閉位置との間において一方の部分が他方の部分に対して動かされる。このよう
な２つのチャンバ部のうち、第１の部分は、抽出チャンバが規定されるデバイスの枠部に
固定され、他方のチャンバ部は、ユーザによって動かされるレバー機構（典型的には、動
かされるべきチャンバ部にヒンジ連結されるコネクティングロッドに関連するレバー）に
より移動する。
【０００８】
　抽出チャンバが開いている時に、２つのチャンバ部の間に規定される空間にカプセルが
挿入される。この空間における挿入は、一対の対向するガイドチャネルに沿って挿入領域
からカプセルを案内することにより行われる。一度カプセルがこのような空間に動かされ
ると、同じチャネルに備えられた突起部は、カプセルを支持することによってカプセルが
下方へ落下することを妨げる。カプセルがこのような位置にある場合、レバー機構が作動
し、抽出チャンバの可動部は、チャンバを閉じ、カプセルが穴開けタイプの場合にはチャ
ンバ自体の容器に備えられた針によりカプセルの可能な穴開けを可能にするために、カプ
セルと接触するように動かされ、固定されたチャンバ部の方へカプセルを動かす。従って
、（必要に応じて）穴を開けた後、温水は、１つ又はそれ以上の入口チャネル及びを１つ
又はそれ以上の反対側の放出チャネルからデバイスの供給領域に向かう飲み物の流出部を
通って流れる。
【０００９】
　可動性のチャンバ部がカプセルと接触すると、カプセルも動かされる。デバイスのタイ
プに依存して、カプセルガイドチャネルは、カプセルを支持する突起部を開放することに
よりカプセルとともに動くことが起こる。この場合、この段階のカプセルは、可動性のチ
ャンバ部により支持される。代替として、カプセルを支持する突起部が固定され、カプセ
ルは、このような突起部のない追加のチャネル内で動かされ、抽出が行われてチャンバが
開放されるとき、可動部はもはやカプセルを支持せず、カプセルは、その後、新しいカプ
セルの挿入のために空間を開放することにより自由に落下する。接近した間隔の平行なチ
ャネル（挿入チャネル用の第１のペア及び落下チャネル用の第２のペア）間を動かされる
カプセルを伴うデバイスの一例は、国際特許出願公開ＷＯ２００５／００４６８３号公報
に開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、特に簡単に製造でき、特に簡単に使えるコーヒー又は他の飲み物を作
る新しい抽出デバイスを提供することにある。
【００１１】
　上記目的の範囲内において、本発明の好ましい形態の他の重要な課題は、特に信頼性の
高いコーヒー又は他の飲み物を作る抽出デバイスを提供することにある。
【００１２】
　本発明の他の好ましい形態の目的は、実現されやすく、実現されるのに経済的である抽
出デバイスを用いて飲み物を作る方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】



(5) JP 6058537 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

　以下においてより明らかであるこれら及び他の目的は、カプセルからフード、特に飲み
物を作るための抽出デバイスであって、抽出位置に向けたカプセルのための挿入領域が規
定されるフレームと、前記フレーム内に移動可能に配された第１のチャンバ部及び第２の
チャンバ部を含み、前記チャンバ部は、閉位置から開位置へと開位置から閉位置へと、一
方のチャンバ部を他方のチャンバ部に対して及び前記フレームに対して移動可能である抽
出チャンバと、前記抽出チャンバに抽出流体を供給する導管及び前記抽出チャンバから抽
出されたフードプロダクトを分注する導管それぞれと、前記抽出位置に上部からカプセル
を挿入するための対向し合うガイドチャネルのペアと、前記抽出位置において前記カプセ
ルを支持する少なくとも１つのカプセル支持部材とを有する、当該抽出デバイスにより達
成される。
【００１４】
　上記カプセル支持部材は、支持位置とカプセルが抽出位置から下方に落下することを可
能にする開放位置との間を可逆的に動かされる。
【００１５】
　本発明に係るデバイスは、より複雑なマシーン、例えば、ボイラ、温水を供給するポン
プ、コーヒーを分注する注ぎ口等のようなそれ自体は既知の追加の部材を備えたコーヒー
メーカーの内部に挿入され得る。
【００１６】
　幾つかの実施の形態では、上記第１のチャンバ部及び上記第２のチャンバ部が、上記フ
レームの摺動領域で摺動するように設けられている。好ましい実施の形態では、上記第１
のチャンバ部及び上記第２のチャンバ部は、カプセルの挿入方向に対して実質的に直交す
る摺動方向、すなわち、摺動軸に沿って移動可能である。上記摺動方向は、好ましくは、
上記カプセルが上記抽出位置にある時に上記カプセルの軸線に実質的に平行である。上記
摺動方向は、好ましくは水平方向に延在し、カプセルの挿入方向は、好ましくはほぼ鉛直
方向である。ほぼ鉛直方向という表現によって、カプセルが重力により抽出位置に落下す
ることを可能にするカプセル挿入方向が理解される。上記方向は、厳密に鉛直方向である
必要はなく、カプセルが重力により導入されれば鉛直方向に対して傾斜していてもよい。
カプセルは、フレームの挿入領域に備えられた開口部に導入され、抽出位置に達するまで
重力により落下する。
【００１７】
　カプセルは、好ましくは、ガイドチャネルに係合するフランジを備えており、上記カプ
セル支持部材で終端になるまでガイドチャネルに沿って摺動することにより抽出位置に達
する。カプセル支持部材は、好ましくは、橋台（abutment）の形状である。好ましくは、
橋台のペア、例えば、突起部のペアが、各ガイドチャネルに対して１つ備えられる。幾つ
かの好ましい形態では、上記チャネルに突起部が備えられ、これらの距離はカプセルのフ
ランジの径よりも小さい。抽出位置では、カプセルの軸線は、好ましくは、抽出チャンバ
の軸線とほぼ一致している。
【００１８】
　好ましい形態では、上記第１のチャンバ部、上記第２のチャンバ部及び上記少なくとも
１つのカプセル支持部材は、上記フレームに対して固定された位置に上記カプセルを維持
するように設計されて設けられ、上記第１のチャンバ部及び上記第２のチャンバ部は、上
記チャンバを閉じるために一方のチャンバ部から他方のチャンバ部へ移動可能であり、上
記カプセルは、上記少なくとも１つのカプセル支持部材により規定される上記抽出位置に
維持され、この位置は、ガイドチャネルに沿った落下運動の終わりにあるカプセルにより
達成される。
【００１９】
　幾つかの形態では、上記第１のチャンバ部及び上記第２のチャンバ部は、開位置にある
時に、上記ガイドチャネルが上記第１のチャンバ部と上記第２のチャンバ部との間に配さ
れている。
【００２０】
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　上記ガイドチャネル及びカプセル支持部材は、好ましくは、単一の構成部分を形成する
。幾つかの好ましい形態では、それらは互いに一体的にされている。例えば、カプセル支
持部材は、ガイドチャネルに備えられ、好ましくは、上記チャネルにおける突起部として
形作られる。両方のガイドチャネルに同じ高さで突起部を対向配置することは、カプセル
が突起部で終端になり、カプセル支持部材が強制的に動かされるまで、従って、上記カプ
セル支持部材により係合されるカプセル又はカプセルの一部を変形するまで抽出位置に閉
じ込められたままである制限領域を規定する。好ましい形態では、上記ガイドチャネルに
おける対向する突起部間の距離は、カプセルのフランジの最大径よりも小さく、カプセル
は、フランジ及びカプセル支持部材を形成する上記突起部の協働により抽出位置に保持さ
れる。
【００２１】
　幾つかの形態では、ガイドチャネル及びカプセル支持部材は、第１及び第２のチャンバ
部の動きの方向にほぼ直交する方向に移動可能な、行ったり戻ったり動く位置決め部材に
設けられている。また、位置決め部材は、上記カプセル支持部材から上記カプセルを開放
するために、抽出チャンバが閉位置にある時に上方に動かされるように制御される。
【００２２】
　幾つかの特に有利な実施の形態では、位置決め部材を行ったり戻ったり動かす持ち上げ
デバイスが備えられる。上記ガイドチャネル及びカプセル支持部材は、上記位置決め部材
上に有利に形成される。上記持ち上げデバイスは、上記第１のチャンバ部及び第２のチャ
ンバ部の動きの方向に対して平行に摺動するように移動可能な少なくとも１つの摺動体を
含んでいる。上記少なくとも１つの摺動体は、好ましくは、上記少なくとも１つのカプセ
ル支持部材に接続された従動子と協働するカムを含んでおり、上記摺動体の動きは、上記
摺動体の動きにほぼ直交する方向の上記少なくとも１つのカプセル支持部材の動きを引き
起こす。
【００２３】
　抽出流体を供給する単一の供給導管及び抽出された飲み物が上記チャンバから流れ出る
ようにする単一の出口導管が備えられ得る。他の形態では、異なる数の入口／出口導管が
備えられ得る。
【００２４】
　本発明の目的のために、上記デバイスのフレームは、使用中、フレーム内に規定される
デバイス内のカプセルを挿入する領域が動かない絶対基準系に対してほぼ固定されている
と見なされる。
【００２５】
　本発明によれば、上記抽出位置に収容されるカプセルは、抽出チャンバが閉じている間
、フレームに対して決して位置を変えない。実際には、抽出チャンバの両方の部分は、抽
出チャンバを閉じ、例えば穴開け針を含む穴開け器により可能な穴開けを行い、チャンバ
を開いてカプセルを針から取り除くため及び抽出位置からカプセルを開放するために必要
な全ての動作を極めて単純なやり方で実現するように動かされる。これは、既知のタイプ
のデバイスに対して、デバイスの信頼性及びデバイスの構造上の単純さの点からかなりの
利点を伴う。
【００２６】
　本発明の好ましい形態によれば、上記少なくとも１つのカプセル支持部材は、底部から
前記カプセルを支持するように配され、前記カプセルが前記抽出位置から直接下方へ落下
することを可能にすることによって支持位置と自由位置との間を可逆的に動かされるよう
に制御可能である。
【００２７】
　本発明の好ましい形態によれば、上記デバイスは、閉位置から開位置へと開位置から閉
位置へと両方のチャンバ部を動かす単一の機械的伝達部に接続された抽出チャンバを開閉
する制御レバーを有している。
【００２８】
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　幾つかの有利な形態では、制御レバーのような単一の制御部材を用い、好ましくはアク
チュエータの助けを借りずに、両方の抽出チャンバ部を動かすことが可能である。これは
、既知の先行技術のデバイスと比較して、構造及びデバイスの制御を非常に単純化する。
特に、以下の本発明の好ましい形態の説明から明らかであるように、上記デバイスは、穴
開け器が存在する場合でさえも、カプセルを含んでいるチャンバ部からカプセルを取り除
くために同様に単純な構造を有している。
【００２９】
　他の形態では、上記デバイスは、両方が動くチャンバ部の動きを制御するために、単一
のリンケージ、すなわち、単一の運動学的伝達を用いる電気式アクチュエータ又は油圧ア
クチュエータのような単一のアクチュエータを含み得る。同じアクチュエータが、ガイド
チャネル及び好ましくはカプセル支持部材が配される位置決め部材を行ったり戻ったり動
かす持ち上げデバイスの動きも制御することができる。
【００３０】
　特に有利な好ましい形態によれば、本発明に係るデバイスは、上記少なくとも１つのカ
プセル支持部材を動かす運動部材、すなわち、運動手段を備える。好ましくは、この運動
部材は、ガイドチャネルの軸線が配される面に実質的に一致する又は平行な面に沿って上
記少なくとも１つのカプセル支持部材を動かすように設計されている。すなわち、上記少
なくとも１つのカプセル支持部材の動きは、上記ガイドチャネルの長手方向の伸展に平行
である。このような面におけるカプセル支持部材の動きは、デバイスの構造をかなり単純
化でき、例えば、チャネルがデバイスの「軸線」に沿ったスペースを必要としない（軸線
という表現の下で、フレーム摺動領域内部の抽出チャンバの部分の摺動方向が意味される
。）ので、デバイス全体の寸法を大幅に制限可能にする。本発明の好ましい形態によれば
、カプセル支持部材を動かす運動部材は、摺動体又はフレームの形態の上下に動く移動部
材を有している。
【００３１】
　好ましくは、上記運動手段は、上記ガイドチャネルにほぼ一致する又は平行な面におい
て上記少なくとも１つのカプセル支持部材を行ったり戻ったり動かすように設計されてい
る。幾つかの形態では、上記運動手段は、前記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ
部の動きの方向にほぼ直交する方向に前記少なくとも１つのカプセル支持部材を行ったり
戻ったり動かすように設計されている。
【００３２】
　説明されたように、他の観点によれば、本発明は、抽出デバイスによりカプセルから飲
み物のようなフードを抽出する抽出方法にも及んでいる。このような方法は、デバイスの
フレームに対して固定された抽出位置にカプセルを案内するステップと、抽出位置におい
てカプセルを底部から支持するステップと、前記カプセルが前記フレームに対して固定さ
れた位置に維持される一方で、対向する方向からカプセルのある前記抽出位置の方へ抽出
チャンバの２つの部分を近づけるステップと、前記チャンバ部により規定される前記抽出
チャンバを閉じるステップと、抽出流体を前記チャンバを通って流すステップと、下方か
ら前記カプセルを開放するステップであって、前記カプセルが前記抽出位置から直接下方
へ落下することを可能にする当該ステップとによって特徴付けられる。
【００３３】
　本発明の方法の好ましい形態によれば、カプセルが下方に落下することを可能にするた
めにカプセルを自由にするステップは、少なくとも１つのカプセル支持部材を上記抽出位
置から上方へ動かすことを備え、一方で、上記抽出位置に上記カプセルを維持し、上記支
持部材は、該支持部材により接触されたカプセルの部分を変形する。幾つかの形態では、
カプセルの上記部分は、カプセルのフランジの部分により形成される。カプセルの上記部
分は、実際には、支持部材の上方への動きに対する障害物を形成し、支持部材の上方への
動きの間、上記支持部材は、カプセルの上記部分を超えて上方に動くようにカプセルの上
記部分を変形する。
【００３４】
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　他の観点によれば、本発明は、カプセルからフード、特に飲み物を作るための抽出デバ
イスであって、フレームと、カプセル挿入領域と、第１のチャンバ部及び第２のチャンバ
部を含み、閉位置から開位置へと開位置から閉位置へと一方のチャンバ部を他方のチャン
バ部に対して移動可能である抽出チャンバと、前記抽出チャンバに抽出流体を供給する導
管及び前記抽出チャンバから抽出されたプロダクトを分注する導管それぞれと、上部から
抽出位置に前記カプセルを挿入するための対向し合うガイドチャネルのペアであって、前
記第１のチャンバ部及び前記第２のチャンバ部が開位置にある時に、前記第１のチャンバ
部と前記第２のチャンバ部との間に配される当該ガイドチャネルと、前記抽出位置におい
て前記カプセルを支持する少なくとも１つのカプセル支持部材とを有する抽出デバイスに
関する。前記少なくとも１つのカプセル支持部材は、前記抽出チャンバが開けられる前に
抽出位置からカプセル開放位置まで持ち上げられるように制御され、前記少なくとも１つ
のカプセル支持部材の持ち上げる動きは、前記カプセル支持部材から前記カプセルを開放
する。
【００３５】
　更に他の観点によれば、本発明は、抽出デバイスによりカプセルから飲み物を抽出する
方法であって、上記デバイスのフレームに対して固定された抽出位置にカプセルを案内す
るステップと、上記抽出位置においてカプセルを底部から支持するステップと、対向する
方向からカプセルのある上記抽出位置の方へ抽出チャンバの２つの部分を近づけるステッ
プであって、上記カプセルは上記フレームに対して固定された位置に維持される当該ステ
ップと、上記チャンバ部により規定される上記抽出チャンバを閉じるステップと、抽出流
体を上記チャンバを通って流すステップと、下方から上記カプセルを開放するステップで
あって、上記カプセルが上記抽出位置から直接下方へ落下することを可能にする当該ステ
ップとを有する当該方法に関連している。
【００３６】
　本発明の更に他の観点によれば、フード、好ましくは、コーヒー又はコーヒーをベース
とする飲み物のような温かい飲み物を作るための少なくとも１つのプロダクト又は材料を
含むカプセルであって、好ましくは、上記少なくとも１つのプロダクト又は材料を含む内
部容積部（ボリューム）を囲む側壁部、底壁部及び上壁部を含み、好ましくは、本体部を
囲むフランジを有する当該カプセルと、好ましくは移動軸線に沿って他方に対して一方を
移動可能である第１のチャンバ部及び第２のチャンバ部を備えた抽出チャンバを有する抽
出デバイスであって、上記軸線は、好ましくは水平方向に向けられ、上記第１及び第２の
チャンバ部は、開位置から閉位置に移動可能である当該抽出デバイスと、カプセル挿入領
域から抽出位置に向かって延在するカプセルガイドチャネルと、好ましくは上記ガイドチ
ャネルと一体的に移動可能な少なくとも１つのカプセル支持部材であって、上記ガイドチ
ャネル及び当該カプセル支持部材は、上記カプセルが、当該カプセル支持部材により規定
される上記抽出位置に向かって上記チャネルに沿ってカプセルの挿入方向に重力によって
動くように配された当該少なくとも１つのカプセル支持部材と、上記抽出チャンバ内にカ
プセルを伴って上記抽出チャンバを閉じるために、上記カプセルを動かすことなく上記第
１のチャンバ部及び上記第２のチャンバ部を上記抽出位置の方へ動かす作動手段とを有す
るシステムであって、上記カプセル支持部材、上記第１のチャンバ部及び上記第２のチャ
ンバ部は、上記カプセル支持部材がカプセルを開放するために上記カプセルの挿入方向と
反対の方向に動かされ、一方で、上記カプセルが上記抽出チャンバに依然として保持され
るように配され、制御される当該システムが備えられる。
【００３７】
　好ましい形態では、上記第１及び第２のチャンバ部は、上記少なくとも１つのカプセル
支持部材がカプセルを開放するまで閉じられた抽出位置に留まるように制御される。
【００３８】
　好ましくは、カプセル支持部材を形成する２つのカプセルを支持する突起部が各ガイド
チャネルに１つずつ備えられる。カプセルは、好ましくは、上記挿入領域から上記抽出位
置に向けて上記カプセルを動かす上記ガイドチャネルにおいて摺動するように係合可能な
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上記カプセルのフランジの少なくとも一部を変形することにより上記カプセル支持部材か
ら開放される。上記カプセルを支持する突起部間の距離は、カプセルのフランジの径より
も小さい。
【００３９】
　上記ガイドチャネル及び上記カプセル支持部材は、好ましくは、カプセルのフランジの
対向する外側部が上記カプセル支持部材を係合し、一方で、上記抽出チャンバ内の上記カ
プセルを密閉するために上記第１及び第２の抽出チャンバ部により上記フランジの両方の
面を密閉するように係合するために十分なスペースが残るような寸法にされる。
【００４０】
　上記ガイドチャネルは、好ましくは、空きスペースを囲む移動可能なカプセル位置決め
部材に設けられ、上記第１及び第２の抽出チャンバ部は、上記空きスペースに部分的に入
るために移動可能であり、カプセルのフランジを密閉するように係合する一方で、上記フ
ランジは、ガイドチャネルに上記カプセル支持部材とともに係合される。
【００４１】
　更に他の観点によれば、本発明は、カプセルからフード、好ましくは温かい飲み物、具
体的には、これらの限定されるものではないコーヒー又はコーヒーをベースとする飲み物
のような温かい飲み物を作るための抽出システムであって、上記フードを作るための少な
くとも１つのプロダクト又は材料を含む本体部を有するカプセルと、開位置から閉位置へ
及び閉位置から開位置へ移動可能である少なくとも第１のチャンバ部及び第２のチャンバ
部を有する抽出チャンバと、カプセル挿入方向に沿ってカプセル挿入領域からカプセル抽
出位置に向かって上記カプセルを案内する対向するカプセルガイドチャネルと、上記カプ
セルが少なくとも２つの対向するカプセル支持突起部に対して上記フランジの橋台により
上記抽出位置に保持されるように、フランジの径よりも小さい距離だけ離して置かれた当
該少なくとも２つの対向するカプセル支持突起部とを有し、上記抽出チャンバ部及び上記
カプセル支持突起部は、抽出サイクルの終了後、上記カプセルが上記抽出チャンバに依然
として保持される一方で、上記カプセル支持突起部が、上記カプセルのフランジを変形さ
せることによりカプセルのフランジを開放するように上記カプセル挿入方向と反対の方向
に動かされる当該抽出システムに関連している。
【００４２】
　本発明の追加の特徴及び利点は、例として示され、添付の図面において限定的な目的の
ためではない本発明の好ましい実施の形態の説明から結果としてより明らかになるであろ
うが、これに限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】作動レバーが持ち上げられた位置の本発明に係る抽出デバイスの不等角投影図を
示している。
【図２】作動レバーが下げられた位置の図１のデバイスの側面図を示している。
【図３】図２のデバイスの上面図を示している。
【図４】下げられた作動レバーを備えた先の図に係るデバイスの構成要素の第１のグルー
プの不等角投影図を示している。
【図５】先の図に係るデバイスの構成要素の第２のグループの不等角投影図を示している
。
【図６】デバイスに用いられ得るカプセルを案内及び支持しやすい上記図に示されている
デバイスの構成要素の上面図を示している。
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ面に従う断面における図６の構成要素の正面図を示してい
る。
【図８】種々の動作ステップの一つにおいて示される、先の図のデバイスの断面を示し、
特に、「８ａ」と記されている図は図３の中心の面ａ－ａに従う断面を示し、「８ｂ」と
記されている図は、面ａ－ａに平行な図３の面ｂ－ｂに従う断面を示し、これらは、抽出
サイクルの同じステップに関連している。
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【図９】種々の動作ステップの一つにおいて示される、先の図のデバイスの断面を示し、
特に、「９ａ」と記されている図は図３の中心の面ａ－ａに従う断面を示し、「９ｂ」と
記されている図は、面ａ－ａに平行な図３の面ｂ－ｂに従う断面を示し、これらは、抽出
サイクルの同じステップに関連している。
【図１０】種々の動作ステップの一つにおいて示される、先の図のデバイスの断面を示し
、特に、「１０ａ」と記されている図は図３の中心の面ａ－ａに従う断面を示し、「１０
ｂ」と記されている図は、面ａ－ａに平行な図３の面ｂ－ｂに従う断面を示し、これらは
、抽出サイクルの同じステップに関連している。
【図１１】種々の動作ステップの一つにおいて示される、先の図のデバイスの断面を示し
、特に、「１１ａ」と記されている図は図３の中心の面ａ－ａに従う断面を示し、「１１
ｂ」と記されている図は、面ａ－ａに平行な図３の面ｂ－ｂに従う断面を示し、これらは
、抽出サイクルの同じステップに関連している。
【図１２】第２の実施の形態における本発明に係るデバイスの斜視図を示している。
【図１３】図１２のデバイスの内部の構成要素の斜視図を示している。
【図１４】図１２のデバイスの位置決め部材の図１５のＸＩＶ－ＸＩＶに従う断面を示し
ている。
【図１５】図１４のＸＶ－ＸＶに従う断面を示している。
【図１６】作動レバーが持ち上げられた位置の状態の、開始位置における図１２のデバイ
スの図１７のＸＶＩ－ＸＶＩ線に沿った断面を示している。
【図１６Ａ】図１６のＸＶＩＡ－ＸＶＩＡ線に沿った断面を示している。
【図１７】図１６のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に従う平面図を示している。
【図１８】図１７のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線に沿った断面を示している。
【図１９】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２０】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２１】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２２】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２３】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２４】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２５】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２６】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２７】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２８】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
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る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図２９】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図３０】全体の動作サイクルの間の第２の実施の形態に係る抽出デバイスにより取られ
る種々の位置の一つにおける図１６ないし図１８の断面及び平面図と同様の断面及び平面
図を示している。
【図３１】開位置における本発明に係るデバイスの第３の実施の形態の断面を示している
。
【図３２】閉位置における本発明に係るデバイスの第３の実施の形態の断面を示している
。
【図３３】図３２のＸＸＸＩＩＩ－ＸＸＸＩＩＩ線に従う断面を示している。
【図３４】カプセル識別システムが備えられた図１９ないし図３０のデバイスと同様の抽
出デバイスの断面を示している。
【図３５】３つの異なる動作条件におけるカプセル識別システムの一実施の形態の断面を
示している。
【図３６】３つの異なる動作条件におけるカプセル識別システムの一実施の形態の断面を
示している。
【図３７】３つの異なる動作条件におけるカプセル識別システムの一実施の形態の断面を
示している。
【図３８】３つの異なる動作条件におけるカプセル識別システムの他の実施の形態の断面
を示している。
【図３９】３つの異なる動作条件におけるカプセル識別システムの他の実施の形態の断面
を示している。
【図４０】３つの異なる動作条件におけるカプセル識別システムの他の実施の形態の断面
を示している。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
図１ないし図１１の実施例
　添付の図面は、本発明に係るデバイスが本発明自体の理解に必要な部材に限定されて示
されている。既に述べたように、本発明に係るデバイスは、ボイラ、温水を供給するポン
プ、コーヒーを分注する注ぎ口等のようなそれ自体は既知の追加の部材を備えた、例えば
、コーヒーメーカーのような、より複雑なマシーンの内部に挿入され得る。
【００４５】
　先に挙げられた図を参照することにより、本発明に係る抽出デバイスが、参照符号１０
で全体として示されている。この抽出デバイスは、例えば、底部１１Ａ、２つの長手方向
壁部１１Ｂ及び上部１１Ｃにより形成された主に長手方向に延在する外枠１１を有してい
る。このような枠、実質的には中空の内部は、それぞれ第１のチャンバ部１３及び第２の
チャンバ部１４である２つの抽出チャンバ部についての摺動領域１２を中心に規定してい
る。摺動は、摺動方向と一致する枠の中心の長手方向の軸線Ｘに沿って行われる。
【００４６】
　特に、第１の抽出チャンバ部１３は、好ましくは円筒形状の、例えば、その内部にカプ
セルＣを受け入れやすい空洞部１６を有するボウル又はカップの形状の本体部１５を有し
ている。この実施の形態では、カプセルＣは、例えばプラスチック箔により形成された例
えば外に向かって広がった本体部及び閉鎖壁（closing wall）を備えた上面Ｃ′を持つタ
イプのものである。一般論として、カプセルＣは、側壁部（好ましくは、円筒形状又は切
頭円錐形状の壁）、上記上面又は上壁部Ｃ′及び対向する底壁部により規定される内部容
積（ボリューム）を持つ本体部を有している。上壁部Ｃ′は、開口フォイル、すなわち、
穴又は開口を備えたフォイルのようなフォイルにより形成されている。他の実施の形態で
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は、フォイルは、耐水性であり、抽出チャンバが閉じた時に穴を開けられ得る。対向する
底壁部もまた、開孔されていてもよいし、又は閉じられていてもよく、抽出チャンバが閉
じた時に底壁部に穴を開けるために穴開け器が設けられ得る。図示されている実施の形態
では、カプセルは、上面又は上壁部Ｃ′を囲む環状のフランジＣ″を有している。図に示
されているように、カプセルＣが第１のチャンバ部１３に収容されると、カプセルのフラ
ンジＣ″はカップ形状の本体部１５の末端部に接し、抽出チャンバを閉じることによって
、カプセルは、フランジＣ″の両側を第１のチャンバ部及び第２のチャンバ部１４の縁部
と密閉するように係合することにより抽出チャンバ内に密閉するように係合される。
【００４７】
　第１のチャンバ部１３は、例えば、カップ形状の本体部１５から横方向に延在する第１
の対向するカーソルのペア１５Ａによって、枠１１の側壁部１１Ｂに備えられた長手方向
の一対のガイド１７（側断面図の図では１つのみが示されているが、断面図から見える１
つと、他の見えない壁部で規定される他の１つとがある。）に沿って移動するように制約
されている。好ましくは、図示されているように、カーソル１５Ａは円筒形である。
【００４８】
　カプセル識別器１３Ａは、第１のチャンバ部１３の底部から伸びている。加圧された温
水のような抽出流体のための供給導管１３Ｂは、チャンバ部１３の底部で終わっている。
幾つかの実施の形態では、供給導管１３Ｂの上方に向かって水圧供給回路用の耐ドリップ
性／耐排出性のバルブ１３Ｃが設けられている。
【００４９】
　幾つかの実施の形態では、抽出チャンバの第２の部分１４は、中空本体部１４Ａを有し
ている。幾つかの実施の形態では、上記中空本体部１４Ａの第１の側は、複数の穴部１４
Ｃを備えたプレートの形態の緩衝物１４Ｂにより閉じられ、抽出チャンバが閉じられる際
に、第１のチャンバ部１３のカップ形状の本体部１５を閉じやすいようになっている。中
空本体部１４Ａは、更に、飲み物のための出口導管１４Ｄを備えた対向する第２の側を有
している。中空本体部１４Ａは、小枠部１４Ｅに制約されており、軸線Ｘに沿って移動さ
せられる。特に、対向し合う側面上の小枠部１４Ｅは、長手方向のガイド１７に摺動して
配される例えば矩形状の第２のカーソル１４Ｆを有している。
【００５０】
　中間の閉鎖プレート１４Ｂの穴部１４Ｃは、所望の圧力においてカプセルから抽出され
る飲み物の通過を可能にする。幾つかの実施の形態では、プレート１４Ｂは、特にカプセ
ル上面が耐水性である場合に、該カプセルＣの上面Ｃ′に穴を開ける図示されていない穴
開け部材も備えている。上記プレートは、抽出チャンバが閉じられる際にカプセルＣのフ
ランジＣ″に密閉して接着するように形作られている。
【００５１】
　この例では、カプセルＣは、液体を透過可能な１つの面を持つ、すなわち、抽出液体の
通過を可能にする穴を備えたタイプのものであることに注意されたい。このような面は、
第１のチャンバ部１３のカップ形状の本体部１５の底面に向き合う面となる。このような
底面には、穴開け部材は存在しない。本発明の他の実施の形態によれば、両方の面に穴が
開けられるカプセルの場合、このような第１のチャンバ部１３に、１つ又はそれ以上の穴
開け部材が備えられるであろう。他の実施の形態では、抽出する液体を透過可能な壁部を
有するカプセルが用いられる。
【００５２】
　以下によりよく説明されるように、抽出チャンバ部１３及び１４は、開位置（図８ａ、
図８ｂ）と閉位置（図２、図３、図４、図１０ａ、図１０ｂ）との間を移動する。開位置
では、チャンバ部は軸線Ｘに沿って距離を隔てており、抽出位置Ｐにカプセルを配置する
ためにカプセルＣがデバイスに挿入され得る。閉位置では、プレート１４Ｂがカップ形状
の本体部１５を閉じて、チャンバ部１３、１４は互いに結合され、カプセルＣは、容器１
６とプレート１４Ｂとの間のその内部に包含される。以下においてより明らかであるよう
に、抽出位置Ｐは枠１１に対して固定されている。すなわち、抽出チャンバが開位置の場
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合、一度カプセルが抽出位置Ｐに配されると、カプセルは、後述するようにカプセルが取
り出される抽出サイクルの終わりまでデバイスの枠１１に対して動かない。
【００５３】
　第１のチャンバ部１３及び第２のチャンバ部１４の両方が、起こり得るわずかな構造上
の隙間から正常な位置に戻すため及びＸに沿ったその摺動の間に動かなくなることを防止
するために、摺動方向Ｘを横切る２つの水平方向の軸線に対して（特に、１５Ａ及び１４
Ｆを通る軸線の周りそれぞれに）わずかな振動を作ることを許可されることに注意された
い。
【００５４】
　カプセルＣを抽出位置Ｐにつかせるために、位置決め部材１８が、この例ではフレーム
状ボディの形状で有利に備えられており、この位置決め部材には、２つの対向する平行な
ガイドチャネル１９がカプセルＣのフランジＣ″の対向する部分のために形成されている
。ガイドチャネル１９は、カプセルのフランジの外径にほぼ等しい又はそれよりもわずか
に大きい距離だけ離間して配されている。すなわち、２つのガイドチャネル１９の底壁部
は、カプセルＣのフランジＣ″の径に等しい又はそれよりもわずかに大きい距離だけ離間
して配されている。ガイドチャネル１９の側壁部、すなわち、その深さは、カプセルが抽
出位置Ｐに向かって落下する間、フランジが安全に係合され、案内されるような寸法にさ
れている。
【００５５】
　このようなガイドチャネルは、更に、位置決め部材１８の中間の位置において、チャネ
ルから突き出ており、カプセルに対して支持部材としての機能を果たす突起部２０のペア
で終わっている。実際には、このような突起部２０は、カプセルのフランジの外径よりも
小さい距離を有しており、従って、カプセルのフランジが枠の上部１１Ｃに設けられた挿
入領域２１でガイドチャネル１９に挿入されると、カプセルは、カプセルを支持する突起
部２０に達するまでチャネルに沿って落下する。上記突起部間の距離は、実際には、カプ
セルのフランジＣ″の径よりも小さく、その結果、カプセルのフランジは突起部２０に抵
触し、これにより抽出位置Ｐに保持される。
【００５６】
　この実施の形態では、位置決め部材１８は、摺動領域１２の長手方向の軸線Ｘに沿って
ほぼ固定された位置をとる。これは、位置決め部材１８が可動性ではないことを意味して
いるのではなく（後によりよく説明されるように、このような位置決め部材は、鉛直方向
に、すなわち、軸線Ｘに対して直交方向に移動する。）、単に軸線Ｘに沿って、すなわち
、抽出チャンバ部１３及び１４の摺動方向に沿って動かされることができないことを意味
している。好ましい実施の形態では、このようなフレーム形状の位置決め部材の向きは、
軸線Ｘにほぼ直交している。すなわち、チャネル１９は、抽出チャンバ部の摺動方向に直
交している。
【００５７】
　以下に、このデバイスの操作を可能にする機械的構成要素が説明される。以下、単純化
の目的により、このような構成要素は、単数で述べられるが、好ましい実施の形態では、
実際には（図からよく見て分かるように）軸線Ｘが存在する垂直面に対して対称に配され
た構成要素のペアにより構成されている。
【００５８】
　説明されるように、抽出チャンバ部１３及び１４は、軸線Ｘに沿って一方のチャンバ部
を他方のチャンバ部に対して及びフレーム１１に対して移動させることができる。抽出チ
ャンバの開閉を可能にするために、閉位置から開位置へ及び開位置から閉位置へと２つの
チャンバ部１３及び１４を動かす機械的接続部に接続された制御レバー２２が存在する。
すなわち、単一の制御レバー２２により両方のチャンバ部１３、１４を動かす単一の機械
的伝達系が備えられ、上記レバーの動きは、２つのチャンバ部１３、１４が抽出チャンバ
を閉じるために互いに近づくようにし、その後、抽出サイクルの終了時に抽出チャンバを
開くために離間して配されるようにする。
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【００５９】
　制御レバー２２は、軸線Ｘ及びチャネル１９に直交する軸線Ｚ、この例では水平方向の
軸線に従ってフレーム１１にヒンジ連結されている。このようなレバー２２は、軸線Ｘを
横切る水平方向の枢動軸Ｆに従って第１の抽出チャンバ部１３の突起部１５Ｂにヒンジ連
結された第１の押しコネクティングロッド２３に中間ユニットによって接続されている。
第１のコネクティングロッド２３が第１のチャンバ部１３を押すことは、軸線Ｘに沿った
第１のチャンバ部の移動を可能にする。より詳細には、上述した中間グループは、一端部
において第１の押しコネクティングロッド２３にヒンジ連結され、反対側の端部で軸線Ｘ
を横切る水平方向の軸線Ｈによりフレーム１１にヒンジ連結されたクランク２４Ａを有し
ている（図において分かるように、クランクの回転は角度的に制限される。すなわち、ク
ランクの回転は、第１のチャンバ部の動きの目的のために必須ではない完全な回転を行わ
ない。）。上記中間ユニットは、更に、クランク２４Ａに対して同軸上にヒンジ連結され
たロッカーアーム２４Ｂを有しており、ロッカーアーム２４Ｂは、回転軸Ｈに対してそれ
らの間に角度的に間隔をあけて設けられた２つの対向する切込み部２４Ｂ′、２４Ｂ″を
有している。クランク２４Ａは、上記切込み部２４Ｂ′、２４Ｂ″の間に配されており、
従って、当該切込み部２４Ｂ′、２４Ｂ″が、軸線Ｈの周りのロッカーアームの回転の方
向に従って上記クランク２４Ａに対して交互にぶつかりやすくなっている。最後に、上記
中間ユニットは、第２のコネクティングロッド２５を有しており、その端部は、ロッカー
アーム２４Ｂの中間位置において、ヒンジ軸Ｚにほぼ対向するレバー２２の突起部２２′
にそれぞれヒンジ連結されている。
【００６０】
　この例では、第２のコネクティングロッド２５は、レバー２２が上方に持ち上げられる
と（抽出チャンバの開位置がそれに対応しており、図８ａ、図８ｂ、図９ａ、図９ｂを参
照されたい。）、ロッカーアーム２４Ｂの軸線Ｈに従ってヒンジピンの形状に部分的に倣
うベント構造を有している。この位置では、すなわち、レバー２２が上方に持ち上げられ
た状態では、クランク２４Ａと第１の押付けコネクティングロッド２３とは、下向きの頂
点を持つ鋭角を形成する。この位置から制御レバー２２を下げることは、第２のコネクテ
ィングロッド２５の上昇、及びその結果として生じる、切込み部２４Ｂ′、２４Ｂ″間で
構成される決定された角度に関して第２の切込み部（一番下方のもの）２４Ｂ″がクラン
ク２４Ａにぶつかるまで全く影響を受けずに回転するロッカーアーム２４Ａの上方への回
転を引き起こし、このことに、同じクランク２４Ａ及びこのクランク２４Ａにヒンジ結合
された第１のコネクティングロッド２３の端部の上昇並びにその結果として生じる抽出位
置Ｐの方へ抽出チャンバ部１３を押すことが対応する。
【００６１】
　上述されたように、制御レバー２２が第１の抽出チャンバ部１３の動きを引き起こす機
械的接続は、同時に、第２の抽出チャンバ部１４の協調的及び連帯的な動きも引き起こす
。これは、摺動軸Ｘを横切る水平方向の軸線Ｇに従って、一端部において第２の抽出チャ
ンバ部１４から横方向に突き出たピン１４Ｆにヒンジ連結された第３の運動コネクティン
グロッド２６のおかげで行われる。このようなピン１４Ｆは、第２の抽出チャンバ部１４
と一体化しており、第２の抽出チャンバ部とともに一体的に移動する。反対側の端部にお
いて、このような第３のコネクティングロッド２６は、クランク２４Ａの軸線Ｈについて
ヒンジピンに偏心的にヒンジ連結されている。実際には、制御レバー２２によるクランク
２４Ａの回転運動は、偏心的なヒンジ連結のおかげで偏心回転と、従って、コネクティン
グロッド２６のヒンジ連結端部の下降又は上昇及び軸線Ｘに平行な方向に沿った軸線Ｇの
結果としての動きとを引き起こす。すなわち、これは、軸線Ｘに沿った第２の抽出チャン
バ部１４の移動を引き起こす。従って、下方へのレバー２２の回転は、チャンバを閉じる
ために、抽出位置Ｐの方への第１の抽出チャンバ部１３の移動、及び同時に抽出位置Ｐの
方への第２のチャンバ部１４の移動をもたらし、底部から上方へのレバーの回転は、結果
として生じるチャンバの第２の部分１４の反対方向の移動とともにチャンバを開くために
位置Ｐからの第１のチャンバ部１３の移動をもたらす。
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【００６２】
　第３のコネクティングロッド２６はフレーム１１の外側にあることに注意されたい。ピ
ン１４Ｅは、ピンの移動を可能にするために軸線Ｘの方向に細長いフレーム１１の側壁部
１１Ｂにおいて規定される（図示されていない）開口部を通って延在する貫通ピン（thro
ugh pin）である。
【００６３】
　寸法の観点から、第１のチャンバ部１３の移動は第２のチャンバ部１４の移動よりも非
常に広い。第２のチャンバ部１４の移動は、実際には、非常に制限されており、例えば、
図８ａ及び図１０ａにそれぞれ示されている部分Ｔ′及びＴ″の差により備えられる。
【００６４】
　デバイスの説明を完全なものにするために、抽出を行った後、チャンバ１３、１４が開
放された時点で抽出位置ＰからカプセルＣの取り出しが行われるやり方を説明する必要が
ある。
【００６５】
　本発明によれば、支持部材２０は、より低いサイドからカプセルの連結を解き、カプセ
ルが下方に落下することを可能にするように上方に動かされるまで静止し、カプセルと係
合状態のままであるので、これは、位置Ｐからカプセルを動かすことなく行われる。
【００６６】
　本発明の好ましい実施の形態によれば、ガイドチャネル１９の展開軸のライング（lyin
g）面とほぼ一致した又は平行な面において、すなわち、本明細書のこの例では鉛直方向
に従って支持部材の動きを制御する支持部材のための運動手段が備えられる。この例では
、フレーム状ボディの形状の位置決め部材１８が、動き部材又はより詳細には以下に説明
される構成要素のグループにより形成される持ち上げデバイス２７により鉛直方向に移動
する。このようなデバイス２７は、文字「ｂ」を付された図８ないし図１１及び図５に見
られる。
【００６７】
　持ち上げデバイス２７は、フレーム１１に制約された線形カムを備え、レバー２２及び
位置決め部材１８の両方と相互作用する制御機構を有しており、レバー２２が持ち上げら
れた位置にあると、位置決め部材１８はカプセルＣを支持する位置にある（図８ｂ及び図
９ｂ）のに対して、レバーの下方への回転（図１０ｂ、図１１ｂ）はチャンバを閉じるこ
とに対応し、カプセルは、第１のチャンバ部１３及びガイドチャネル１９の支持部材２０
の両方によって支持される（位置決め部材は以前の位置に対して動いていない。）。この
位置において、通常、抽出プロセスが行われる。この地点からの上方へのレバー２２の回
転（図１１ｂ）は、第１のチャンバ部１３もカプセルＣも動かすことなく位置決め部材１
８の鉛直方向の上昇を引き起こし、カプセルＣは抽出チャンバ内に固定され、閉じられた
ままであり、実際には、チャンバが開かないように、ロッカーアーム２４Ｂのダブルの切
込み部２４Ｂ′－２４Ｂ″を伴う構造により強いられるレバーの回転の最初の２６°の遅
延が存在する（回転の最初の部分では、第１の切込み部２４Ｂ″がクランクを下方に押し
動かすことにより同じクランクに出会うまでロッカーアームはクランク２４Ａを押さない
。）。このような固定されたカプセルＣを伴う位置決め部材１８の鉛直方向の動きは、支
持突起部２０を変形させ、同じ直径端部の上への突起部の配置を可能にすることにより、
カプセルのフランジＣ″の直径端部に支持突起部２０を押し込む効果を有する。実際には
、突起部２０は、カプセルをもはや支持されていない。
【００６８】
　制御レバー２２の上方への回転を続けることにより、抽出チャンバが開く（チャンバ部
１３及び１４は上述したように離される。）。チャンネル１９により軸方向に固定された
カプセルＣは、第１のチャンバ部１３のカップ形状の本体部から完全に取り除かれる間は
位置Ｐに留まっている。カプセルがもはや第１のチャンバ部の中に含まれていない時点で
、該カプセルは、もはや何によっても支持されておらず、従って、抽出位置Ｐを自由にす
ることにより下方に落下する。カプセルが落下した状態でレバー２２の回転を続けること
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により、位置決め部材１８は、新しいカプセルを受け取るために最初の位置に再び下げら
れる。
【００６９】
　持ち上げデバイス２７は、例えば、長手方向の中央面に関して対称に設けられた細長い
摺動体２８のペアを有している。以下においては、これらの細長い摺動体の１つのみが参
照されるが、それらの１つずつについてほぼ同じ説明である。各摺動体２８は、軸線Ｘに
平行なフレーム１１の内側フランク（側面）上を摺動するように制約されており、線形カ
ム２９として形作られ、特に、摺動体自体の伸展に平行な、すなわち、水平方向の第１の
端部２９Ａ、上方に傾斜した第２の中心部２９Ｂ及び上記第１の部分に平行な第３の部分
２９Ｃにより形成されたアイレット（小穴）を有している。このような形状のアイレット
２９では、位置決め部材１８と一体化したピン３０が摺動するように設けられている。
【００７０】
　成形されたアイレット２９に関して摺動体２８の反対の部分から、レバー２２と相互作
用する領域が存在する。特に、このような領域は、摺動体２８の小端部フラップ２８Ａに
関連している。このような小フラップは、上記レバーが持ち上げられた位置にある時（図
８ｂ、図９ｂ）にレバー２２と一体化した押し付属体２２Ａの重なりを可能にするように
形作られている。一方、レバー２２が下げられた位置にある時（図１０ｂ）には、押し付
属体２２Ａは摺動体の端部フラップ２８Ａに固定される。摺動体の端部の小フラップ２８
Ａの末端面２８Ａ′は、フレーム１１の外側に向かって傾斜している（傾斜は、図５にお
いて見られる。）一方で、摺動体のこのような端部フラップ２８Ａの末端面２８Ａ′は、
上部においてはフレーム１１の内側に向かって傾斜している。更に、このようなフラップ
２８Ａは、水平面に従って弾性的に変形可能である。すなわち、水平方向にフレキシブル
である。レバー２２の下方への回転の間、押し付属体２２Ａは、端部フラップをフレーム
の外側に向かって撓ませること及び付属体２２Ａを後部位置において小フラップ２８Ａの
末端面２８Ａ′の後ろに持ってくることを可能にすることによって、端部フラップ２８Ａ
の傾斜した上面２８Ａ″でクリープを起こす。このステップの間、摺動体２８は移動しな
い。
【００７１】
　（回転の最初の約２６°について、図１１ｂ）レバー２２を上げると、ピンが成形され
たアイレット２９の傾斜部２９Ａを進む時に、位置決め部材１８の上昇の結果、第２のチ
ャンバ部１４の方に末端面を押し、ピン３０が線形カム２９として形作られたアイレット
を動かすことによって、押し付属体２２Ａは摺動体２８の小フラップ２８Ａの末端面２８
Ａ′にぶつかる。この段階において、支持部材２０は、カプセルＣのフランジＣ″を超え
て鉛直方向に動き、従って、フランジＣ″は専ら抽出チャンバによって支持される。摺動
体の前進の間、支持部材は、例えば、摺動体２８の端部と第２のチャンバ部１４との間に
設けられたコイルばねの形状の弾性部材３１のような動きを妨害する手段の支配下に置か
れる。このような弾性部材３１は、摺動体の前進の間、縮む。従って、制御レバー２２の
回転を続けると、付属体２２Ａは、小さいフラップ２８Ａよりも上の位置になるまで上方
に動く。この地点において、ばね３１の弾性力は、ピン３０が反対方向の成形されたアイ
レット２９を動かすことによって、すなわち、位置決め部材１８を下方に戻すことによっ
て摺動体に元に戻るように作用する（再度、図８ｂを参照されたい。）。この段階におい
て、カプセルは、引っ込んでいる第１のチャンバ部１３により支持されておらず、従って
、下方に落下する。位置決め部材１８は、抽出位置Ｐに対応する新しいカプセルを受け取
る位置に戻される。
【００７２】
　要約すると、上記デバイスの動作は、以下のようである。図８ａ、図９ａ、図１０ａ及
び図１１ａはチャンバ部１３及び１４の動きを示しており、図８ｂ、図９ｂ、図１０ｂ及
び図１１ｂは位置決め部材１８の動きを示していることに注意されたい。デバイスの同じ
作業ステップは、等しい図番に対応している。
【００７３】
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　図８ａ及び図８ｂには、カプセルの挿入を待ち受けるチャンバが開いた状態のデバイス
が示されている。制御レバー２２は持ち上げられており、摺動体２８は、成形されたアイ
レット２９の第１の水平方向端部２９Ａ上の位置決め部材１８のピン３０及び小フラップ
２８Ａの傾斜した上面２８Ａ″上の制御レバーの押し付属体２２Ａとともに後ろにある。
位置決め部材１８は、カプセルを受け取るために下げられている。
【００７４】
　図９ａ及び図９ｂには、図８の状況が大体示されているが、ガイドチャネル１９に置か
れたカプセルＣが、支持突起部２０の上に、すなわち、抽出位置Ｐに存在している。制御
レバー２２は、依然として完全に持ち上げられている。カプセルのフランジＣ″がガイド
チャネルに係合されている。突起部２０間の距離がフランジＣ″の外径よりも小さいので
、カプセルは、位置Ｐに保持され、突起部２０を超えて下方に動くことを阻止されている
。
【００７５】
　その後、図１０ａ及び図１０ｂに示されているように、制御レバーは、フレームの方へ
完全に回転される。第１のチャンバ部１３及び第２のチャンバ部１４は、カプセルをチャ
ンバ内部に導くことにより、チャンバを密閉するためにカプセルＣが位置する位置決め部
材１８の方に移動する。穴開け部材が、カプセルの２つの対向する面に穴を開ける。
【００７６】
　図示されている例では、この位置でクランク２４Ａとコネクションロッド２３とが、軸
線Ｘよりも高いところの相互の関節点で約３°のずれを伴ってほぼ一直線に並べられてい
ることに注意されたい。このレバー２２が下げられているステップでは、押し付属体は、
末端面２８Ａ′に配された摺動体２８の小フラップ２８Ａを撓ませる。摺動体２８及びそ
の結果として位置決め部材１８は、レバー２２が下げられているステップの間、動かない
。
【００７７】
　カプセルＣは、突起部２０に対してその橋台により規定される位置に対して動いていな
い。図示されている例では、第１のチャンバ部１３及び第２のチャンバ部１４は、カプセ
ルＣとの係合を密閉する際に他方に対して一方を押圧される一方で、フランジの外側の環
状の領域は、依然として位置決め部材１８のガイドチャネル１９に係合されており、突起
部２０で終端になっている。好ましくは、第１及び第２のチャンバ部１３、１４の両方が
、位置決め部材１８の構造により規定されるボリュームに部分的に入り、第１及び第２の
チャンバ部１３、１４の両方の前面がガイドチャネル１９又はその一部とほぼ一直線に配
置される。実際のところ、抽出チャンバの上記移動可能な第１及び第２のチャンバ部１３
、１４の少なくとも１つ及び好ましくは両方が、位置決め部材１８により囲まれた空きス
ペースに入る。
【００７８】
　このステップでは、レバー２２が完全に下げられた状態で、供給ダクト１３Ｂを通って
カプセルの内側に抽出水を流すことによって抽出が行われる。カプセルの中身から抽出さ
れた液体は、プレート１４Ｂから穴部１４Ｃを通り、その後出口導管１４Ｂを通って出て
いき、（図には示されていない）分注領域の方に送られる。
【００７９】
　分注すると、すなわち、飲み物の抽出が終わると、その時使用されたカプセルを排出し
、新しいカプセルを挿入するために、制御レバー２２が持ち上げられる。図示されている
例では、制御レバーの最初の２６°に関して（図１１ａ、図１１ｂ）、カプセルのフラン
ジの直径端部を超えて突起部２０を部分的に変形することにより、（押し付属体２２Ａに
より制御される摺動体２８の動きのおかげで）突起部２０が上向きに通過するように位置
決め部材１８の上昇が起こる。これは、突起部２０からカプセルＣのフランジＣ″を開放
する。好ましくは、抽出チャンバの第１及び第２の部分１３、１４がまだ動いておらず、
カプセルのフランジＣ″は、抽出チャンバの第１の部分１３及び第２の部分１４の対向す
る前面の間に依然として強制的に保持されている。カプセルは、抽出チャンバ内に保持さ
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れ、落下することを防止されている。
【００８０】
　レバー２２の回転を続けることにより、位置決め部材１８は持ち上げられた位置にとど
まり、カプセルを自由にすることにより、その後カプセルはもはや何によっても支持され
ず、チャンバ部１３及び１４は位置決め部材から遠ざかり、カプセルは（図示されていな
い）使い尽くされたカプセルを集める領域の方へ自由に落下する。弾性部材３１は、位置
決め部材１８を下方に、すなわち、最初の状態に導くことにより（図８ａ及び図８ｂ）摺
動体２８を元に戻す。
【００８１】
　幾つかの実施の形態では、好ましくはフランジＣ″を部分的に変形することにより、フ
ランジＣ″を超えて上方に動く突起部２０のためにカプセルのフランジＣ″が安全に開放
されるようにカプセルが鉛直方向の持ち上げに対して依然として保持されれば、抽出チャ
ンバの第１の部分１３及び第２の部分１４を離れたところに動かすことは、位置決め部材
１８の上方への動きと少なくとも部分的に重なり得ることを理解されたい。
【００８２】
　明らかに、本明細書において用いられる「水平方向」及び「鉛直方向」の基準は、或る
例の特定の基準系、すなわち、図におけるような摺動軸Ｘが水平方向に配された基準系を
参照している。デバイスが非水平方向の軸線Ｘで取り付けられるべきであるケースでは、
結果として基準は変化する。
【００８３】
　幾つかの実施の形態では、軸線Ｘは水平方向及び／又は位置決め部材１８の動きの方向
に関して傾斜し、及び／又は、位置決め部材１８に備えられるガイドチャネル１９の向き
は、軸線Ｘに関して９０°よりも異なるように向けられる。しかしながら、好ましい実施
の形態では、ガイドチャネル１９の向きは、カプセルを配置するために取られるいかなる
追加の方策も必要とすることなくカプセルがチャネルに入り、重力により抽出位置Ｐに到
達するようにされる。デバイスの残りの部材は、上述した動き及び機能を実行することが
できるようにガイドチャネル１９に対して向けられる。
【００８４】
　更に、チャネルの下部側を開放するために、支持部材２０が動いている間、カプセルを
固定された位置に保持するという概念を依然として維持して、位置決め部材１８のチャネ
ル１９は軸線Ｘに関して傾斜してさえ（軸線Ｘに直交するのではなく、まさに説明された
例のように）設けられ得ることに注意されたい（例えば、カプセル自体の軸線に対して（
直交していない）傾斜したフランジを持つカプセル及び傾斜したガイドチャネルを考えら
れたい。）。一般に、本発明によれば、カプセルの軸線は、その傾斜を変えず、好ましく
は、摺動軸Ｘに平行のままである。
【００８５】
　説明されたデバイスの構造は、構造上及び動作上の単純さの点から明らかな利点をもた
らす。実際には、このような構造の場合、カプセルは、抽出及び放出の準備の種々のステ
ップの間にもはや動かされず（上記チャンバ部及びカプセルを支持する手段は動く）、従
って、カプセル自体を動かす及び支持する複雑なメカニズムの必要がない。また、フレー
ムの軸線を横切る方向に従って動く小型形状のカプセルの位置決め部材の使用は、全体の
寸法のかなりの低減を可能にする。
【００８６】
　ここで説明した好ましいデバイスとは別に、本発明における暗示的な利点は、上述した
ことを考慮して、デバイスのフレーム１１に対して固定された抽出位置ＰへのカプセルＣ
の案内ステップと、抽出位置Ｐにおいて底部からカプセルを支持するステップと、対向す
る方向からカプセルが位置する抽出位置Ｐに向かって抽出チャンバの２つの部分１３、１
４を近付けるステップと、チャンバを密閉する次のステップとを有する抽出デバイスによ
りカプセルから飲み物を抽出する方法によってさえ達成される。
【００８７】
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　その後、内部にカプセルのあるチャンバを通って抽出流体を流すことによって抽出が行
われ、抽出された液体は分注又は収集領域に向かって流される。抽出ステップが終わると
、カプセルが抽出位置から直接落下することを可能にすることにより、カプセルは下部側
において自由になる。
【００８８】
　特定のケースでは、下方へ落下することを可能にするためにカプセルを自由にするステ
ップは、抽出位置Ｐからカプセルの支持部材２０を上方へ動かすステップを備え、このよ
うな支持部材２０の動きの間、カプセルは依然として抽出位置に存在し、支持部材２０は
、支持ステップの間、支持部材の近くにあるカプセルの部分を変形させる。実際には、こ
のようなカプセルの部分は、支持部材２０の上方への動きに対して障害となる。
【００８９】
図１２ないし図３０の実施の形態
　図１２ないし図３０は、本発明に係るデバイスの第２の変更された実施の形態を示して
いる。図１ないし図１１に示されている第１の実施の形態の素子、部品又は構成要素に対
応する図１２ないし図３０に示されている実施の形態の素子、部品又は構成要素は、同じ
参照符号で表記されている。
【００９０】
　第２の実施の形態は、主に以下の点で第１の実施の形態と異なる。すなわち、作動又は
制御レバー２２と抽出チャンバとのリンケージ（linkage）、位置決め部材１８及び該位
置決め部材に備えられるガイドチャネル１９の形状、並びに位置決め部材１８の昇降運動
を作動させるメカニズムの点で第１の実施の形態と異なる。図１２ないし図３０に示され
ている抽出ユニットのこれらの３つの部分が、これから個々に説明される。１つの実施の
形態を他の実施の形態と区別する特徴は、種々の可能な組み合わせを編み出すために様々
に組み合わせられ得ることを理解されたい。例えば、図１２ないし図３０に開示されてい
る作動又は制御レバー２２と可動式の抽出チャンバ部とのリンケージは、全ての残りの素
子及び構成要素は変わらないままで図１ないし図１１の実施の形態にも用いられることが
できる。同様に、図１ないし図１１の作動レバー及びリンケージは図１２ないし図３０の
実施の形態に用いられることができ、及び／又は、図１２ないし図３０に示されている抽
出チャンバ部１３は図１ないし図１１の実施の形態において置き換えられることができ、
また、その逆も可能であり、第２の実施の形態の位置決め部材の昇降についてのメカニズ
ムは第１の実施の形態において用いられることができ、また、その逆も可能である。
【００９１】
　具体的には、制御レバー２２を移動抽出チャンバ部１３に接続するリンケージ又は機械
的接続を参照すると、図１２ないし図３０の実施の形態では、制御レバー２２は、図１な
いし図１１のコネクティングロッド２５と同様のコネクティングロッド２５によりロッカ
ーアーム２４Ｂに接続されている。しかしながら、第２の実施の形態では、コネクティン
グロッド２５は、制御レバーの末端部とヒンジ軸Ｚとの間に位置する制御レバー２２の突
起部２２Ｂにヒンジ結合されている。
【００９２】
　抽出チャンバに関して、第２の実施の形態によれば、第１の抽出チャンバ部１３は、２
つのサブ部分１３Ｘ及び１３Ｙを含んでいる。サブ部分１３Ｘは、抽出サイクルの間、カ
プセルＣが収容される抽出チャンバの内側の容器１６を形成している。上記第１のサブ部
分１３Ｘは、抽出チャンバ部１３を制御レバー２２により作動されるてこ装置に接続する
突起部１５Ｂと一体化している外側のサブ部分１３Ｙの内部に摺動するように収容されて
いる。２つのサブ部分１３Ｘ、１３Ｙの間には密閉ガスケット１３Ｚが設けられており、
この密閉ガスケットは、抽出チャンバ部１３の２つのサブ部分１３Ｘ、１３Ｙの間に形成
された可変容量型のチャンバ１６Ｘを密閉するために備えられている。２つのサブ部分１
３Ｘ、１３Ｙは一種の水圧シリンダ－ピストン系を形成しており、サブ部分１３Ｘがピス
トンを形成し、サブ部分１３Ｙがシリンダを形成している。２つの部材１３Ｘ及び１３Ｙ
の間のチャンバ１６Ｙには、弾性部材１６Ｙが設けられている。
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【００９３】
　供給導管１３Ｂを通って送られる抽出液体、例えば、加圧された温水は、可変容量型の
チャンバ１６Ｘに入り、そこで生成される圧力は、本明細書において以下により詳細に説
明されるように、抽出チャンバが閉じている間に起こり得る隙間を戻すために、サブ部分
１３Ｘ、１３Ｙが離れていくようにする。弾性部材１６Ｙは、抽出デバイス及び／又はカ
プセルＣの製作公差が備えられた場合であっても、加圧水がチャンバ１６Ｘを満たし始め
る前に抽出チャンバを最初に閉じることを確実にする。
【００９４】
　上記位置決め部材及びガイドチャネル１９の形状（図１４、図１５、図１６参照）は、
カプセルＣが支持部材２０により規定される抽出位置Ｐにある時（図１６）に、上記カプ
セルの軸が抽出チャンバ部１３、１４の相反する動きの方向を規定する軸線Ｘにほぼ平行
である（実質的に平行である）ようになっている。「ほぼ平行である（実質的に平行であ
る）」という表現によって、専らカプセル又は抽出デバイスを形成する素子の起こり得る
製作公差の結果として厳密に平行な位置とは異なる位置が理解される。これは、軸線Ｘに
直交する方向に対してわずかに傾斜したチャネルを設計することにより達成される。上記
設計の利点は、カプセルＣがより滑らかに容器１６に入ることができることである。好ま
しくは、カプセルＣが抽出位置Ｐにある時に、該カプセルの軸線は抽出チャンバの軸線Ｘ
とほぼ一致している。ほぼ一致の定義は、カプセル又は抽出チャンバの製作公差のために
２つの軸線の正確な一致と異なる任意の位置、すなわち、任意の意図的ではないずれを含
んでいる。
【００９５】
　位置決め部材１８は、先の実施の形態のように制御レバー２２を介して備えられる昇降
運動を備えられる。しかしながら、レバー２２から位置決め部材１８までの動きが異なる
メカニズムで伝達され、これは、上記位置決め部材１８の動きのより良好な制御及び抽出
デバイス全体の単純化された構造を可能にする。制御レバー２２は、ここでもまた、末端
部に２つの押し付属体２２Ａを備えた対向する突起部２２′を備えている。上記付属体２
２Ａは、各細長い摺動体２８の第１の端部の付近に備えられる各スロット２８Ｘに係合し
ている。スロット２８Ｘ及び付属体２２Ａは、摺動体２８を作動させる各カム従動子の取
り合わせを形成している。各摺動体２８は、フレーム１１の各長手方向の側壁部１１Ｂの
対応するガイドに摺動するように係合されている。ヒンジ軸Ｚについての制御レバー２２
の回転は、付属体２２Ａが円形軌道に沿って各スロット２８Ｘ内を動くようにする。上記
の動きの結果として、摺動体２８は、軸線Ｘに平行に摺動するように動かされる。従って
、摺動体２８の動きは、カム従動子２８Ｘ、２２Ａにより軸線Ｘに沿って両方向に積極的
に制御され、図１ないし図１１に示されている実施の形態において備えられているばね３
１のような弾性回復部材の必要がない。
【００９６】
　スロット２８Ｘと反対側の端部において、各摺動体２８は、図１ないし図１１における
カム２９と同様の機能を有する制御カム１２９を備えている。しかしながら、制御カム１
２９の形状は、カム２９とはかなり異なり、位置決め部材１８のより良好な制御を備える
。１つのカム１２９の形状は、図１８に明らかに示されており、反対側のカムは対称的で
ある。カム１２９は、下部のほぼ直線状の部分及びアーチ形状の上部を有する閉路又はル
ープ経路を規定している。位置決め部材１８と一体化したピン３０は、上記位置決め部材
１８の各サイドに備えられている。各ピン３０は、対応するカム１２９に係合し、カム従
動子として機能する。カム１２９とピン３０との間の相対的な動きは、後により詳細に説
明されるように位置決め部材１８が上下に動くようにする。各ピン３０は、レバーの動き
の結果として、ループ形状のカム１２９により規定される閉じた軌道に沿って動く。弾性
のフラップ１２９Ｘ、１２９Ｙが各カム１２９に備えられおり、各ピン３０は、本明細書
において後により詳細に説明されるように、カム１２９の内部の正確な閉じた軌道に従わ
されるようになっている。
【００９７】
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　抽出サイクルは、以下のように行われる。図１６ないし図１８から始まり、部分１３、
１４が完全に離間し、制御レバーが完全に持ち上げられた位置にある状態で抽出チャンバ
が完全に開いている時に、新しいカプセルＣが挿入領域２１を介してデバイスに落とされ
る。カプセルＣのフランジＣ″は、位置決め部材１８のチャネルと係合する。上記位置決
め部材１８は、より低い位置にある。ピン３０は、図１８に示されているように、カム１
２９の最も低い部分の凹部に位置されている。
【００９８】
　図１６は、また、一度カプセルがガイドチャネル１９に沿って落下した時に、カプセル
Ｃにより実現される位置を示している。カプセルのフランジＣ″は、チャネル１９に沿っ
て備えられる突起部２０で終端になっている。カプセルＣの軸線は、軸線Ｘにほぼ平行で
ある。前の例に関連して説明されたように、カプセルＣは、抽出サイクルの全ての間、抽
出位置Ｐから動かされない。
【００９９】
　抽出サイクルを開始するために、軸線Ｚについて制御レバー２２を回転することにより
抽出チャンバが閉じられなければならない。図１９ないし図２１では、抽出デバイスは閉
じられた位置にある。制御レバー２２は、ほぼ鉛直方向の開始位置から約９０°回転され
て、ほぼ水平である（図１２）。２つの抽出チャンバ部１３、１４は、一方を他方の方へ
及びカプセルＣのフランジＣ″に対して動かされる。カプセルＣは、図１６ないし図１８
と同じ位置Ｐのままである。プレート１４Ｂは、抽出チャンバ部１３の内側のサブ部分１
３Ｘの円形の縁部に押し付け、フランジＣ″はそれらの間に閉じ込められる。抽出サイク
ルが開始できる。上記閉じる動きの間、位置決め部材１８のピン３０は、各カム１２９の
直線状のより低い部分に沿って摺動する。これらは、弾性フラップ１２９Ｘによりアーチ
形の上記カムの上部に偶然に入ることを防いでいる。
【０１００】
　上記レバー２２の開始位置及び終わりの位置は、鉛直方向及び水平方向それぞれと異な
り得ることを理解されたい。
【０１０１】
　一度抽出チャンバが閉じられると、加圧された温水が供給導管１３Ｂを通って送られる
。何らかの理由で抽出チャンバの２つの部分１３、１４の間にいくらかの隙間が残ってい
る場合、その隙間は、抽出チャンバのサブ部分１３Ｙに対する抽出チャンバのサブ部分１
３Ｘの動きにより埋め合わされる。この動きは、可変容量型部１６Ｘに入る加圧された温
水のおかげで及びカプセルＣにより生成される逆圧のために水圧駆動される。上記容量型
部が広げられ、任意の起こり得る隙間が埋め合わされると、水が容器１６にカプセルＣを
通って流れる。既に述べたように、カプセルＣの上面及び／又は底面は開口されていても
よい。代替として、上記面の一方又は両方は密閉されていてもよい。密閉された面は、当
業者には知られているように、（図示しない）適切な穴開け器により穴を開けられ得る。
穴開け器は、機械的又は水圧式又は組み合わされた水圧／機械的作用によりカプセルの穿
孔を引き起こすことができる任意の部材であると理解されたい。
【０１０２】
　抽出が完了した後、抽出チャンバ１３、１４が開けられ、水平方向の位置から鉛直方向
の位置まで軸線Ｚについて制御レバー２２を再び回転することにより使用済みのカプセル
Ｃが排出される。開位置の方への制御レバー２２の第１の回転（図２２ないし図２４参照
）は、突起部２０により形成された支持部材からカプセルを開放するために位置決め部材
１８の上方への動きを引き起こす。図１８ないし図２１の位置から図２２ないし図２４の
位置へのレバーの回転の間、付属体２２Ａは摺動体２８を引っ込ませるようにスロット２
８Ｘ内を摺動する。上記引っ込ませる動きの間、カム１２９は、位置決め部材１８の上方
への動きを引き起こすように位置決め部材１８のピン３０と協働する。上記上方への動き
は、カム１２９のアーチ状の上部により制御される。ピン３０は、カム１２９の上記アー
チ状の部分に入り、その頂部の方へ進むようにされる（図２４参照）。弾性フラップ１２
９Ｙは、ピン３０がカム１２９の下部により規定される直線経路をたどることを防止し、
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上記ピン３０がカムのアーチ状の部分に沿って入り、動くようにする。
【０１０３】
　前の実施の形態に関連して詳細に説明されたように、位置決め部材１８の持ち上げる動
きは、フランジＣ″をわずかに変形することによって、突起部２０を径が突起部間の距離
よりも大きいカプセルＣのフランジＣ″を超えて通すようにする。この動きの間、抽出チ
ャンバ１３、１４がまだ閉じられているので、カプセルは依然として元の位置Ｐのままで
ある。制御レバー２２を抽出チャンバ部１３、１４に接続するリンケージは、制御レバー
２２の第１の上方への動きの間、抽出チャンバが閉位置に維持されるように設計されてい
る。
【０１０４】
　制御レバー２２の更なる回転（図２５ないし図２７参照）は、抽出チャンバ１３、１４
の開放及び位置決め部材１８の下降を引き起こす。この制御レバー２２の回転の間、位置
決め部材１８のピン３０は、カム１２９のアーチ状の部分に沿ってその頂部からカムの下
部の直線状の部分の方へ動かされる。従って、位置決め部材１８は、その開始位置に向か
って下方に動かされる。カプセルＣは、支持部材２０から開放されており、抽出チャンバ
１３、１４が開けられると、カプセルはもはや支持されておらず、フレーム１１の底部１
１Ａに備えられた開口部１１Ｄの下に設けられた収集トレイ（図示せず）に向かって下方
に落下する。
【０１０５】
　図２８ないし図３０は、再び、使用済みのカプセルの排出後の抽出デバイスの位置を示
している。
【０１０６】
図３１ないし図３３の実施の形態
　本発明に係るデバイスの第３の実施の形態は、図３１ないし図３３に示されている。こ
れらの図では、第３の実施の形態と本明細書において上述した第１及び第２の実施の形態
との違いの説明のために、抽出デバイスの幾つかの素子のみが示されている。抽出デバイ
スの同じ又は対応する素子、部品及び構成要素を示すために同じ参照符号が用いられてい
る。
【０１０７】
　図３１ないし図３３の実施の形態では、クランク２４Ａと１１Ｘで標記されたフレーム
１１の固定部との間に水圧シリンダ－ピストンユニット１０１が配されている。フレーム
１１の固定部１１Ｘは、ピストン２４Ｘが摺動するシリンダ１１Ｙを形成している。ピス
トン２４Ｘは、クランク２４Ａに枢動可能に接続されている。加圧水供給ライン（図示せ
ず）がシリンダ１１Ｙのチャンバに接続されている。好ましくは、シリンダ１１Ｙに供給
される水は、抽出チャンバに抽出水を備える同じポンプにより加圧されるが、加熱されな
い。これは、例えば２つの加圧水導管を備えることにより達成され得る。第１の導管はポ
ンプをボイラに接続し、第２の導管はシリンダ１１Ｙにポンプを直接接続する。
【０１０８】
　デバイスの閉位置（図３２）において、加圧水がシリンダ１１Ｙに供給される。水圧は
、抽出チャンバが信頼性高く閉じられることが常に保証されるようにカプセル又は抽出デ
バイスの起こり得る製作公差を補償する。圧縮コイルばね１０３のような弾性部材が、フ
レーム１１の固定部とピストン２４Ｘとの間に配されている。弾性部材１０３は、起こり
得る製作公差を補償し、水圧回路のポンプが抽出チャンバ及びシリンダ－ピストンユニッ
ト１０１において加圧水の注入を始める前でさえも抽出チャンバが閉じられることを確実
にする。
【０１０９】
図３４ないし図４０の実施の形態
　図３４は、図１２ないし図３０に示されているデバイスと同様の抽出デバイスの長手方
向の断面を示している。図１２ないし図３０に対応する部品、素子及び構成要素を示すた
めに同じ参照符号が用いられている。共通の特徴は、ここでは説明されない。図３４の抽
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出デバイスは、全体として２００で示されているカプセル識別システムを有している。同
じカプセル識別システム２００が、図１ないし図１１及び図３１ないし図３３に関連して
本明細書において説明された抽出デバイスの他の実施の形態にも用いられ得る。
【０１１０】
　カプセル識別システム２００の２つの択一的な実施の形態が、図３５ないし図４０を参
照して本明細書において以下に詳細に説明される。図３５ないし図３７に示されている実
施の形態は、図３４の抽出デバイスに示されている実施の形態である。
【０１１１】
　まず、図３４ないし図３７を参照すると、カプセル識別システム２００は、抽出デバイ
ス１０の第１のチャンバ部１３によって支持されている。より具体的には、カプセル識別
システム２００は、第１のチャンバ部１３の底部から延在するカプセル識別器１３Ａの後
ろに設けられている。幾つかの実施の形態では、カプセル識別器は、第１のチャンバ部１
３の底部から反対側の第２の抽出チャンバ部１４に向かって延在する錐台形状の突起部２
０１を有している。幾つかの実施の形態では、突起部２０１は、内部空洞であり、カプセ
ル識別摺動体２０５のための摺動シート２０３を形成している。図面では、摺動シート２
０３及びカプセル識別摺動体２０５は、円錐形に成形されている。しかしながら、上記構
成要素の両方は異なって成形されることが可能であり、それらは、例えば、円筒形又はプ
リズム状である。カプセル識別摺動体２０５は、図３５に示されている静止位置に対して
弾性部材２０７により弾性的に偏っている。図示されている実施の形態では、弾性部材２
０７はコイルばねであるが、層状ばね、皿ばね等のような他の適切な弾性部材が用いられ
得る。弾性部材２０７は、カプセル識別摺動体２０５と協働する押し具（pusher）２１１
とカバー２０９との間に配されている。押し具２１１は、カプセル識別摺動体２０５と一
体化しているか又はカプセル識別摺動体２０５に制約されており、代替として、押し具２
１１は、カプセル識別摺動体２０５と弾性部材２０７との間に単純に配され、カプセル識
別摺動体２０５に対して弾性的に偏向され得る。
【０１１２】
　図示されている実施の形態では、カプセル識別摺動体２０５の長さは、静止位置（図３
５）において、その末端部、すなわち、バイアス部材２０７と反対側の端部が突起部２０
１の端部とほぼ同一平面であるようにされている。
【０１１３】
　カバー２０９は、カプセル識別摺動体２０５が部分的に収容され、上記カプセル識別摺
動体２０５が摺動シート２０３に突出している抽出チャンバ部１３の後ろに支持されてい
るハウジング２１３を閉じている。ハウジング２１３は電子カード２１５を含んでおり、
電子カード２１５上には、２つのセンサ２１７Ａ、２１７Ｂが配されている。幾つかの実
施の形態では、センサ２１７Ａ、２１７Ｂは、それぞれが光エミッタ及び光レシーバを有
する光学センサである。２つのセンサ２１７Ａ、２１７Ｂは、カプセル識別摺動体２０５
と一体的に動く突起部２１１Ａと協働する。幾つかの実施の形態では、突起部２１１Ａは
押し具２１１上に形成されている。センサ２１７Ａ、２１７Ｂにより生成される信号は、
以下に説明される目的のために抽出デバイスの制御ユニットによって処理される。
【０１１４】
　図３５に示されている位置では、突起部２１１Ａは、両方のセンサ２１７Ａ、２１７Ｂ
の前に配されている。両方のセンサ２１７Ａ、２１７Ｂが光学センサの形態である場合、
図３５の位置では、突起部２１１Ａは両方のセンサの２つのエミッタと２つのレシーバと
の間に配され、従って、エミッタにより発せられる光がレシーバにより検出されることを
防止する。
【０１１５】
　カプセル識別摺動体２０５の動きは、カプセル識別摺動体２０５とカプセルとの相互作
用により引き起こされる。カプセルＣは、それに応じた形をしている。図３６及び図３７
は、抽出チャンバが閉じられている時にカプセルにより取られる位置においてカプセルＣ
が内部に収容された状態の抽出チャンバ部１３を示している。図３６及び図３７に見られ
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るように、カプセルは、凹部ＣＲを有する底部ＣＢを備えている。凹部の形状は、好まし
くは、突起部２０１の形状に対応している。付属体ＣＡは、凹部ＣＲの底部からカプセル
の底部ＣＢに向かって突出している。付属体ＣＡの形状は、付属体ＣＡが、カプセル識別
摺動体２０５が摺動するように配された摺動シート２０３を通ることができるようにされ
ている。
【０１１６】
　カプセルが抽出チャンバに導入されない場合、抽出チャンバが閉じられると、センサ２
１７Ａ、２１７Ｂに対するカプセル識別摺動体２０５の位置は変化しない。両方のセンサ
２１７Ａ、２１７Ｂによる光の検出がないことは、制御ユニットにより「抽出チャンバが
開いている」又は「カプセルＣが存在しない」と解釈される。抽出チャンバの位置は、適
宜に配されたマイクロスイッチ等により検出され得るので、従って、中央制御ユニットは
閉じた抽出チャンバの状態及び（適切な）カプセルが存在しないことを検出することがで
きる。間違ったカプセルが用いられると、該カプセルは、カプセル識別摺動体と相互作用
せず、従って「カプセルが存在しない」という信号をもたらす。
【０１１７】
　上記抽出デバイスに適した、すなわち、正しく成形された凹部ＣＲを備えたカプセルＣ
が抽出チャンバに導入される場合、抽出デバイスが閉じられると、カプセルＣは抽出チャ
ンバ部１３の底部の方へ押され、付属体ＣＡが摺動シート２０３に入り、従って、弾性部
材２０７によりもたらされるスプリング力に対してカプセル識別摺動体２０５を摺動シー
ト２０３の内部に押す。カプセル識別摺動体２０５により遂行される動きは、付属体ＣＡ
の長さに依存する。図３６及び図３７には２つの異なるカプセルが示されており、カプセ
ルの違いは、付属体ＣＡの長さにより備えられている。図３６に示されているカプセルは
、図３７に示されているカプセルよりも短い付属体ＣＡを有している。図示されている例
では、２つのカプセルの本体も異なっており、図３６のカプセルは、図３７のカプセルよ
りも小さい。しかしながら、これは必須ではない。
【０１１８】
　付属体ＣＡの長さは、短い付属体ＣＡ（図３６）が、センサ２１７Ａからではなくセン
サ２１７Ｂから引っ込むようカプセル識別摺動体２０５が突起部２１１Ａを動かすように
選択される。逆に、長い付属体ＣＡ（図３７）は、突起部２１１Ａが両方のセンサ２１７
Ａ及び２１７Ｂから引っ込む程度までカプセル識別摺動体２０５が突起部２１１Ａを動か
すようにする。従って、抽出チャンバに導入されるカプセルＣの種類に依存して種々の信
号が生成される。上記抽出デバイスが配設された飲み物を作るマシーンの中央制御ユニッ
トは、カプセルが抽出チャンバに正しく導入されたかどうか及びどのカプセルが用いられ
たかを認識するために十分な情報を受け取る。
【０１１９】
　同じ概念が、２つよりも多い幾つかの異なるカプセルを区別するために拡張され得る。
これは、単に、適切な長さの付属体ＣＡ及びカプセル識別摺動体２０５並びに対応する異
なる数のカプセルを区別することができる十分に大きい数のセンサ２１７Ａ、２１７Ｂを
備えることにより行われる。
【０１２０】
　異なる実施の形態によれば、図示されていない異なる種類のセンサ、例えば、容量セン
サが、光学センサ２１７Ａ、２１７Ｂと組み合わせて又は光学センサ２１７Ａ、２１７Ｂ
の代替として用いられ得る。幾つかの実施の形態では、例えば、光学的又は電気的に互い
に区別され得る可変長及び可変材料の付属体ＣＡを備えることにより多数の可能な代替の
カプセルを区別するために異なる性質のセンサが用いられる。
【０１２１】
　図３８ないし図４０は、カプセル識別システム２００の異なる実施の形態を示している
。図３５ないし図３７と同じ又は対応する部分を示すために同じ参照符号が用いられてい
る。カプセル識別摺動体２０５は、強磁性体又は磁性体挿入部２１１Ｂを備えている。幾
つかの実施の形態では、挿入部２１１Ｂは、カプセル識別摺動体２０５の後ろに備えられ
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た軸方向シートに設けられている。挿入部２１１Ｂは、カプセル識別摺動体２０５の摺動
シートに隣接して好適に収容された磁気センサ又は磁気センサ装置２１７と協働する。
【０１２２】
　カプセル識別摺動体２０５の位置は、前述したように、カプセルの有無及び用いられる
カプセルの種類に依存する。図３８は、カプセルが存在しない状態を示しており、図３９
は、短い付属体ＣＡを持つカプセルが抽出チャンバに導入される時にカプセル識別摺動体
２０５により取られる位置を示しており、図４０は、より長い付属体ＣＡを持つカプセル
が用いられる場合のカプセル識別摺動体２０５の位置を示している。カプセル識別摺動体
２０５の位置は磁気センサ２１７により検出され、対応する信号が生成されて、中央制御
ユニットに備えられる。
【０１２３】
　カプセル識別システム２００は、幾つかの機能が行われることを可能にする。例えば、
カプセル識別システムのセンサにより生成される信号は、湯垢除去、洗浄又は予熱サイク
ルを行う前に抽出チャンバが空であるかどうかを検出するために用いられる。種々の長さ
の付属体ＣＡを備えた種々のカプセルの使用は、用いられるカプセルの種類に適した抽出
パラメータを自動的に設定する可能性を備える。例えば、異なる水圧を必要とする淹れた
てのコーヒー（アメリカコーヒー）のカプセル及びエスプレッソのカプセルは、択一的に
用いられ得る。マシーンのポンプは、マシーンに導入されるカプセルの種類に依存して或
る圧力について自動的に設定され得る。代替として、抽出サイクル当たり異なる抽出温度
及び／又は異なるポンプ流量又は異なる水量を必要とするカプセルが用いられることがで
き、この場合も、抽出パラメータの自動設定を可能にする。
【０１２４】
　一般に、カプセル識別システムは、少なくとも２つの異なる種類のカプセルを区別する
ことができ、用いられるカプセルに依存して少なくとも１つの抽出パラメータを設定する
ことができる。
【０１２５】
　上述したように、説明されたカプセル識別システムは、上記抽出デバイスの実施の形態
の任意の１つと組み合わせて用いられ得る。一般に、カプセル識別システムは、抽出チャ
ンバ内においてカプセルと協働する機械部材を有している。カプセルは、抽出チャンバが
閉じた時に、機械部材がカプセルの形状に依存してある程度動かされるように成形されて
おり、信号を生成するためにセンサ装置と相互作用する。上記信号は、カプセルの種類の
、すなわち、カプセルの形状の関数である。
【０１２６】
　幾つかの実施の形態では、上記カプセル識別システムは、上記抽出チャンバに入り、抽
出チャンバ内においてカプセルに備えられた付属体と協働するカプセル識別部材（先に本
明細書において開示された実施の形態では、摺動体２０５）を有している。カプセル識別
部材は、好ましくは、カプセル識別部材が、例えば、間違って導入されたカプセルによる
偶発的応力を防ぐように抽出チャンバの底部から抽出チャンバ内に突出する摺動シートに
設けられている。幾つかの実施の形態では、カプセル識別部材は、弾性部材により残りの
位置に弾性的に偏っている。好ましい実施の形態では、上記残りの位置は、カプセル識別
部材が抽出チャンバ内に最大限に突出している位置である。異なる形状を備えられた異な
る種類のカプセルは、カプセル識別部材の異なる引っ込み距離をもたらす。カプセル識別
部材の位置は、例えば、カプセル識別部材の動く経路に沿って配された１つ又はそれ以上
のセンサにより検出され得る。
【０１２７】
　幾つかの実施の形態によれば、上記カプセルは、底部、この底部の凹部及びこの凹部の
端壁からカプセルの底部の方に突き出た付属体を有している。付属体の長さは、カプセル
の種類を決定する。付属体は、カプセル識別部材に基づいて作用し、その動きを引き起こ
し、付属体の伸展部は付属体の長さに依存する。
【０１２８】
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　本発明は、上述したような抽出デバイスと、カプセル識別手段が用いられるカプセルの
種類に依存する位置を取るようにカプセル識別部材と相互作用する手段を備えたカプセル
とを有するシステムにも及んでいる。従って、抽出方法は、本発明に係る抽出ユニット及
び上述したようなカプセルを用いて実行され、この方法では、カプセルが抽出チャンバ内
に導入され、抽出チャンバが閉じられ、少なくとも１つの抽出パラメータ、例えば、その
付属体がカプセルとカプセル識別部材との相互作用に基づいて選択される。
【０１２９】
　説明された事柄は、専ら本発明の考えられる非限定的な実施の形態を表しており、本発
明の根底にある概念の範囲から逸脱することなく形状及び配置が異なってもよい。添付の
特許請求の範囲における可能な参照符号の存在は、先の明細書及び添付の図面を考慮して
特許請求の範囲を読みやすくすることを目的としており、何らかの点で保護範囲を制限す
るものではない。

【図１】 【図２】

【図３】
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