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(57)【要約】
　飲料（５０）を注出するための装置（１）は、サービ
ス装置（６、６０）と、前記飲料を収集する位置でユー
ザ容器（５１）を支持するための移動可能な支持体（５
）とを有する。支持体は、サービスのためにサービス装
置へのユーザアクセスを可能にするロック解除位置と、
サービスのためにサービス装置へのユーザアクセスを妨
げるロック位置とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービス装置（６、６０）と、飲料（５０）を収集する位置でユーザ容器（５１）を支
持するための移動可能な支持体（５）とを有する、前記飲料を注出するための装置（１）
であって、
　前記装置において、前記支持体が、サービスのために前記サービス装置へのユーザアク
セスを可能にするロック解除位置と、サービスのために前記サービス装置へのユーザアク
セスを妨げるロック位置とを有することを特徴とする、装置（１）。
【請求項２】
　本体（２）を有し、前記支持体（５）が前記ロック位置にあるときに、前記本体内で及
び／又は前記本体に対して前記サービス装置（６、６０）がロックされ、随意に、前記サ
ービス装置が前記本体（２）内に空洞（６０）を形成するとともに、前記ロック位置にあ
る前記支持体によって前記空洞へのユーザアクセスが妨げられる、請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　前記サービス装置（６、６０）が、前記ロック位置にある前記支持体（５）によって前
記本体内（２）でロックされる、取り外し可能なサービスユニット（６）を備える、請求
項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記支持体が前記サービスユニットに接続され、前記支持体が前記ロック解除位置にあ
るときに、前記サービスユニットが前記支持体と一緒に取り外し可能であり、又は
　前記支持体が前記本体（２）に接続され、前記支持体が前記ロック解除位置にあるとき
に、前記サービスユニット（６）が前記本体及び前記支持体から取り外し可能である、請
求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記支持体（５）が、前記サービス装置（６、６０）に対して前記ロック位置と前記ロ
ック解除位置の間で、特に前記ロック位置から前記ロック解除位置へ及び／又はその逆に
回転可能である、請求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記支持体（５）が、ほぼ垂直及び／又は水平の軸（５５）を中心に回転可能である、
請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　飲料出口（４）を有し、前記支持体（５）が、
　前記飲料出口から注出される飲料（５０）を収集するために前記飲料出口（４）下方で
より小さいユーザ容器（５１）を支持するための位置と、
　前記飲料出口（４）から注出される飲料（５０）を収集するために前記飲料出口（４）
下方でより大きいユーザ容器（５２）を載置することを可能にするための位置と
を有する、請求項１～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　より大きいユーザ容器（５２）のための位置にある前記支持体（５）が、前記飲料出口
（４）下方でより大きいユーザ容器（５２）のための載置面を露出させ、随意に、前記載
置面が、仮想面であり、又はより小さいユーザ容器を支持するための前記位置より低い位
置に前記支持体によって形成される、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記載置面を形成する別の支持体（５’）を備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　より小さいユーザ容器（５１）を支持するための前記支持体（５）の前記位置及びより
大きいユーザ容器（５２）の載置を可能にするための前記支持体の前記位置が、前記支持
体のロック位置及び前記ロック解除位置それぞれに相当し、又はその逆に相当する、請求
項７～９のいずれか一項に記載の装置。
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【請求項１１】
　飲料出口（４）を支える前面（２ｂ）を有し、前記支持体（５）が、前記サービス装置
（６、６０）のサービスのための前記サービス装置（６、６０）への前記前面からのユー
ザアクセスを可能にするために前記前面の周り及び／又は前記前面から離れるように移動
可能であり、サービスのための前記サービス装置へのユーザアクセスを妨げるために反対
方向に移動可能である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　特に、請求項１～１１のいずれか一項に記載の任意の特徴又は特徴の組合せを含む、飲
料（５０）を注出するための装置（１）であって、出口（４）を支えるほぼ直立の前面（
２ｂ）と、前記出口から飲料を収集する位置でユーザ容器（５１）を支持するための移動
可能な支持体（５）とを有する、装置において、
　前記支持体が、前記前面に対してほぼ垂直な軸（５５）を中心に、特にほぼ水平な軸を
中心に回転可能であることを特徴とする、装置（１）。
【請求項１３】
　前記支持体（５）が、該支持体の回転中心をなす前記軸（５５）に又は前記軸（５５）
に隣接して枢動端部（５６）を有する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　ストッパ（５８）を有し、前記支持体（５）が、特に水平位置で、前記支持体の移動を
停止させるための前記ストッパを阻止する阻止端部（５７）を有する、請求項１２又は１
３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記支持体が、前記前面（２ｂ）に対してほぼ平行に移動可能である縁（５９）を有し
、前記阻止端部（５７）が、前記縁上又は前記縁に隣接して前記枢動端部（５６）の反対
側に位置する、請求項１３に従属するときの請求項１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、カップ及び／又はマグ等のユーザ容器のための支持装置と、例えば、
廃棄原材料又は使用済み洗浄剤等の廃棄又は使用済み物質を収集するため又は飲料原材料
及び／又は洗浄剤等の消耗物質を供給するためのサービス装置とを有する飲料ディスペン
サに関する。
【０００２】
　本発明の目的のために、「飲料」は、茶、コーヒー、ホット又はコールドチョコレート
、ミルク、スープ、離乳食等の人間が消費するあらゆる液体物質を含むことを意味する。
「カプセル」は、任意の材料の封入パッケージ、特に気密パッケージ、例えばプラスチッ
ク、アルミニウム、再生可能及び／又は生分解性パッケージ内の、並びに原材料を含有す
るソフトポッド又は剛性カートリッジを含む、任意の形状及び構造の封入パッケージ内に
事前に小分けされたあらゆる飲料原材料を含むことを意味する。
【背景技術】
【０００３】
　特定の飲料調製装置は、浸出又は溶解される原材料を含むカプセルを使用し、他の装置
では、原材料は装置内で貯蔵され自動的に分与され、又は他のものは、飲料の調製時に加
えられる。
【０００４】
　ほとんどの飲料装置は、ハウジング内に、低温の水源からの液体、通常は水を圧送する
ポンプ、又は加熱抵抗器、サーモブロック若しくはその他の加熱手段によって実際に加熱
された液体を圧送するポンプを含む充填手段と、原材料が水で抽出される抽出ユニット又
は原材料が一緒に混合される混合ユニットと、調製された飲料を注出するための飲料出口
とを有する。通常、飲料出口は、出口の下方でカップ又は他の飲料容器を支持するグリッ
ドの上方に位置し、グリッドはまた、飲料出口から発生可能なドリップ又は他の漏出をグ
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リッドの下方に位置する収集トレイ内へ通過させる。
【０００５】
　例えば欧州特許第１４４０６３９号明細書は、ドリップトレイを形成する中空内部を有
する容器スタンドを備える飲料装置を開示している。容器スタンドの上面には、容器が位
置付けられるグリルが設けられる。ドリップトレイは、収集された水を容易に空にするた
めにハウジングから取り外し可能である。
【０００６】
　カップ支持体を備えたドリップトレイ装置が、当技術分野ではよく知られている。また
、さらに飲料出口の下方でさまざまなサイズのカップの垂直位置を調整可能にするように
構成されたそのような装置も存在する。例えば、欧州特許第０５４９８８７号明細書及び
米国特許第５，１６１，４５５号明細書は、大小の容器用の調整可能なカップ支持体を備
えた装置を開示している。
【０００７】
　米国特許第５，３５３，６９２号は、上側飲料出口を備えたカップステーション及びド
リップコレクタ上の底部排出ゲートを有する飲料自動販売機を開示している。排出ゲート
の上方では、カップステーションは、飲料出口の下方に小さいカップを位置付けるための
後退可能な支持部材を有する。このカップステーションは、ドリップが排出ゲートへと下
方に進むことを可能にするグリッドとして形成される。
【０００８】
　欧州特許第１７３１０６５号明細書は、飲料出口の下方に位置するドリップトレイ装置
を有する飲料装置を開示している。この装置は、ドリップトレイ又は収集タンクを覆う第
１の飲料容器のための第１の支持グリッドを有する。第１の支持グリッドは、出口の下方
でより大きいカップを支持するためにその下方の第２の支持体にアクセスできるようにド
リップトレイから取り外し可能である。さらには、ドリップトレイは、使用済みカプセル
用の容器を支持し、カプセル容器及びドリップトレイを空にするために、カップ支持装置
と一緒に装置から取り外すことができる。
【０００９】
　欧州特許第１８６７２６０号明細書は、一般的には中程度の高さで、飲料装置上に移動
可能に装着されたカップ支持体を備えたドリップトレイを開示している。カップ支持体は
、装置の飲料出口の下方に小さいカップを位置付けるように水平に延びる位置を有し、装
置の主要本体に対して上方向に枢動し又は別の形で移動し、それによって飲料出口の下方
に、この上記の移動可能なカップ支持体の下方に位置する支持面上により大きいカップを
位置付けるのに十分な空間を与える。
【００１０】
　同様に、国際公開第２００９／０７４５５７号パンフレットは、カップ支持体及びドリ
ップトレイ装置が装置の飲料出口の下方に位置する飲料調製装置を開示している。装置は
、液体を排出し、出口の下方でカップを支持するためのドリップトレイ装置を有し、使用
の際に衛生的にカップを支持するための拡張部を有する。
【００１１】
　国際公開第２００９／０７４５５９号パンフレットでは、カップ支持体及びドリップト
レイ装置が、使用すると同時に原材料カプセルを収集するためのリザーバを有する、類似
の飲料装置が開示される。装置は、リザーバが使用済みカプセルで過剰充填され、それに
よって装置の構造に干渉し、過剰充填された容器と共に装置を取り外すことを妨げるとき
に、システムの詰まりを除くための装置を含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　１つの特定の実施形態（国際公開第２００９／０７４５５９号パンフレットの図７ａ及
び７ｂ）では、カプセルリザーバの容積は、リザーバの側壁の１つを装置のハウジングか
ら外方向に離すことによって過剰充填時にサイズを増大させることができる。リザーバの
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側壁はカップ支持体の上方に変位され、この支持体は、移動可能な側壁の通過を可能にす
るためにこれをよけるように（例えば重力の下で）下方に枢動される。換言すれば、この
装置では、収集リザーバを備えたカップ支持体及びドリップトレイ装置は、収集容器が使
用済みカプセルで過剰充填されたときでも装置に自由に出入りすることができる。この後
者の構成では、この装置は、容器の収集容積を増大させることによって装置から取り外す
ことができる。これは、その側壁を、そのような変位を可能にする位置に自由に移動可能
であるカップ支持体上方に変位させることによって達成される。まとめると、この構成で
は、重力の下で側壁の変位を可能にする位置に自由になることができず、容器又は任意の
他の手段の貯蔵容積を増やすことができない容器又はカップ支持体内のカプセルは、装置
内のカップ支持体及びドリップトレイ装置を詰まらせることがあり、又は別の形で装置か
らの取り外しを妨げることがある。
【００１３】
　本発明は、飲料を注出するための装置に関する。例えば、装置は、コーヒー、茶、チョ
コレート、カカオ、ミルク、又はスープの調製装置である。特に装置は、高温若しくは低
温の水又は別の液体を、挽いたコーヒー又は茶又はチョコレート又はカカオ又はミルクの
粉末等の、調製される飲料の風味付け原材料及び／又は栄養原材料等の原材料を収容する
カプセルに通すことによって飲料調製モジュール内で飲料を調製するように構成される。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　装置は、サービス装置と、飲料を収集する位置でユーザ容器を支持するための移動可能
な支持体、例えばカップ及び／又はマグ支持体とを含む。
【００１５】
　通常、サービス装置は、使用済みの風味付け原材料及び／又は廃水等の１つ又は複数の
廃棄飲料原材料、飲料原材料を装置に供給するために使用された１つ又は複数のカプセル
、及び洗浄液、すすぎ液、又はスケール除去液等の洗浄剤のうち少なくとも１つを収集す
るように構成される。適切なサービス装置は、使用前の上述した飲料原材料及び／又はカ
プセルの供給物又は使用前の上述した洗浄剤の供給物を貯蔵するように構成され得る。
【００１６】
　本発明によれば、この装置では、支持体は、サービスのためのサービス装置へのユーザ
アクセスを可能にするロック解除位置と、サービスのためのサービス装置へのユーザアク
セスを妨げるロック位置とを有する。
【００１７】
　故に、従来技術の装置、特に国際公開第２００９／０７４５５９号パンフレットの上述
した特定の実施形態とは異なり、ユーザ容器用の支持体がサービスのために装置のサービ
ス装置へのユーザアクセスを実際にロック及びロック解除することができる飲料装置が提
供される。したがって、サービス装置に偶発的に触れる、特にその中に収容された廃棄又
は使用済み材料に不適切に触れるというリスク、及び／又はサービス装置の適正な機能を
妨げることによって飲料を注出する通常動作中に装置を誤って取り扱うというリスクを防
止又は制限するための簡単なシステムが設けられる。
【００１８】
　ユーザ容器支持体は、装置内でロック位置とロック解除位置の間で移動可能になり、特
に装置内でロック位置からロック解除位置に移動可能になることができる。換言すれば、
好適には、サービス装置は、支持体によってロック解除された後、サービスのためにユー
ザがアクセスすることができ、サービス装置のロック解除は、装置からの支持体の取り外
しを必要としない。
【００１９】
　装置は、本体、例えば、支持体がロック位置にあるときにサービス装置が本体内で及び
／又は本体に対してロックされる、保持フレーム及び／又はハウジングを備えた飲料調製
モジュールを有することができる。随意に、サービス装置は、本体内に空洞を形成し、空
洞へのユーザアクセスを、ロック位置にある支持体によって妨げることができる。
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【００２０】
　サービス装置は、ロック位置にある支持体によって本体内にロックされる、取り外し可
能なサービスユニットを備えることができる。支持体は、支持体がロック解除位置になっ
た時点で支持体と一緒に取り外し可能であるサービスユニット又は装置本体であって、サ
ービスユニットが、支持体がロック解除位置にあるときに本体及び支持体から取り外し可
能である、装置本体に連結されてもよい。
【００２１】
　ユーザ容器支持体は、サービス装置に対してロック位置とロック解除位置の間で、特に
ロック位置からロック解除位置及び／又はその逆に回転可能になり得る。支持体は、ほぼ
垂直及び／又は水平な軸回りで回転可能になることができる。
【００２２】
　支持体は、ロック位置とロック解除位置の間、特にロック位置からロック解除位置まで
併進式に移動可能になり得る。
【００２３】
　通常、装置は飲料出口を有する。この場合、支持体は、出口から注出された飲料を収集
するために出口下方でより小さいユーザ容器を支持するための位置と、出口から注出され
た飲料を収集するために出口下方でより大きいユーザ容器を載置することを可能にするた
めの位置とを有することができる。
【００２４】
　より大きいユーザ容器のための位置にある支持体は、出口下方でより大きいユーザ容器
のための載置面を露出させることができ、随意に、この載置面は、仮想面であり、又はよ
り小さいユーザ容器を支持するための位置より低い位置に支持体によって形成される。例
えば、装置は、載置面を形成する別のユーザ容器支持体、例えば下側支持体を備える。
【００２５】
　同じ装置内でさまざまなサイズのユーザ容器を取り扱うために移動可能な支持体を使用
する原理は、例えば、参照によって本明細書にその教示が組み込まれる、欧州特許第１７
３１０６５号明細書、欧州特許第１８６７２６０号明細書、欧州特許第１８１１８８１号
明細書、及び国際特許第２００９／０７４５５７号パンフレットから知られている。
【００２６】
　特に、より小さいユーザ容器を支持するための支持体の位置及びより大きいユーザ容器
の載置を可能にするための支持体の位置は、支持体のロック位置及びロック解除位置それ
ぞれに相当し、又はその逆に相当する。
【００２７】
　ある実施形態では、装置は、飲料出口を支える前面を有し、支持体は、サービスのため
に前面からサービス装置へのユーザアクセスを可能にするために前面から離れるように移
動可能であり、サービスのためにサービス装置へのユーザアクセスを妨げるために前面に
向かって移動可能である。
【００２８】
　本発明はまた、飲料を注出するための装置であって、特に、上記で述べた任意の特徴又
は特徴の組合せを含む装置にも関する。装置は、出口を支えるほぼ直立の前面と、飲料を
出口から収集する位置でユーザ容器を支持するための移動可能な支持体とを有する。支持
体は、前面に対してほぼ垂直な軸を中心に、特にほぼ水平な軸を中心に回転可能である。
【００２９】
　支持体は、さまざまなサイズのさまざまなユーザ容器を受け入れることができるように
、及び／又は特に上述したように、サービス装置をロック及び／又はロック解除するため
に移動可能になり得る。
【００３０】
　支持体は、支持体の回転中心をなす軸に、又は軸に隣接して枢動端部を有することがで
きる。装置はストッパを有することができ、支持体は、特に水平位置で、支持体の移動を
規制するためのストッパを阻止する阻止端部を有する。例えば、支持体は、前面に対して
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ほぼ平行に、例えば回転弧に沿って移動可能な縁を有し、阻止端部は、この縁上又は縁に
隣接して枢動端部の反対側に位置している。
【００３１】
　本発明の開示の文脈では、装置の相対的な方向、例えば装置の上部、前部、底部、側部
、後部等への参照は、別途明記されない限り、通常は、例えばテーブルの上部にある装置
の動作の方向に関連し、このとき装置は、ユーザ前方で装置が自然に操作されて飲料を注
出する状態にある。
【００３２】
　次に、本発明を次の概略図を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明による飲料注出装置の実施形態の斜視図である。
【図２】本発明による飲料注出装置の実施形態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１及び２は、本発明による飲料装置１の実施形態を示している。例えば、装置は、茶
及び／又はコーヒーを調製及び注出するための装置である。
【００３５】
　装置１は、電気コード９を介して、通常は主要電源によって通電することができる。
【００３６】
　装置１は、液体をリザーバ３から循環させるための内部回路を備えた飲料調製モジュー
ルを有する。モジュールは、ハウジング２ａによって覆われ、本体２を形成する脚部８を
有する。ハウジング内の飲料調製モジュールは、風味付け原材料、特に、そのようなモジ
ュールに供給される原材料等、カプセル内に事前に小分けされた原材料を保持し、液体を
その中に循環させて飲料５０を形成するように構成される。そのようなモジュールの例は
、参照によって本明細書にその教示が組み込まれる、国際公開第２００９／０７４５５０
号パンフレット及び国際公開第２００９／１３００９９号パンフレットに開示される。
【００３７】
　故に、例えば水等の液体がタンク３内に貯蔵され、タンク３から飲料調製モジュールに
供給され得る。タンク又はリザーバ３のさらなる詳細は、例えば欧州特許第１０１６３６
３７．１号明細書に開示される。
【００３８】
　飲料５０は形成と同時に、注出領域５、５’、例えばユーザのカップ又はマグを保持す
るための支持体に出口４を介して注出することができる。注出領域は、図１に示すような
より小さいカップ５１用の第１の支持体５を含むことができ、この第１の支持体５は、よ
り大きいカップ又はマグ５２のために、例えばルンゴ（ｌｕｎｇｏ）又は特大量の飲料を
注出するために、図２に示すように、より低い第２のカップ支持体５’にアクセス可能と
なるように出口４の下方から離れるように移動可能である。低い方のカップ支持体５’は
、装置１の基部８に連結され得る。
【００３９】
　装置１は、例えば使用済みカプセル内の茶葉又は挽いたコーヒー等の使用済み原材料及
び廃水を収集するためのサービスユニット６を有する。サービスユニット６は、固体用の
上側コンパートメント及び液体用の下側コンパートメントを含む収集器でもよい。サービ
スユニット６は、本体２内に形成された座部又は空洞６０内に挿入可能、例えば摺動可能
であり、サービスのために、例えば固体及び／又はユニット内に収容された液体を空にす
るためにそこから取り外し可能である。例えば、使用済み原材料用の収集器６の貯蔵能力
は、例えば国際出願／欧州特許第１０／０５６１９４号明細書で教示されたように、水等
の液体の供給に関するリザーバ３の貯蔵能力に合わせることができる。
【００４０】
　収集器６は、例えば重力によって、排出された使用済み風味付け原材料を飲料調製と同



(8) JP 2013-529121 A 2013.7.18

10

20

30

40

50

時に収集器６に収集するために飲料調製モジュールの下方に位置付けられ得る。収集器６
は、通常、例えば参照によって本明細書に組み込まれる、国際公開第２００９／０７４５
５９号パンフレット及び国際公開第２００９／１３５８６９号パンフレットに教示される
ような詰まり防止装置を有する。
【００４１】
　装置１はまた、例えば参照によって本明細書にその内容が組み込まれる欧州特許第１０
１６３６３８．９号明細書に教示されるように、出口４’に連結された、例えば発泡させ
たミルク及び／又は茶を調製するための蒸気及び／又は高温水の発生器も含む。
【００４２】
　装置１は、例えばカプセル内の原材料をモジュール内に装填する及び／又はそのような
原材料をモジュールから排出するための移送位置（図示せず）と、液体を原材料内に循環
させるための（図１及び２に示す）循環位置との間で移動可能なハンドル１０を有する。
【００４３】
　通常、ハンドル１０は、飲料調製モジュールの、抽出ユニット等の、原材料室を備えた
原材料ホルダを、風味付け原材料をホルダ内に挿入し及び／又はホルダから排出するため
の移送位置と、液体を原材料ホルダ内のこの原材料内に循環させて飲料５０を形成するた
めの循環位置とから操作させる。原材料ホルダ、例えば抽出ユニットは２つの相対的に移
動可能な部分を有し、これらの部分は、離されて原材料ホルダを移送位置へと開き、近付
けられて原材料ホルダを循環位置へと閉じる。この循環位置では、原材料ホルダは、液体
を原材料内で適切に案内することを確実にするために、風味付け原材料を緊密に封入する
ことができる。適切な抽出ユニットの構成の例は、例えば欧州特許第１６４６３０５号明
細書、欧州特許第１８５９７１３号明細書、欧州特許第１８５９７１４号明細書及び国際
公開第２００９／０４３６３０号パンフレットに開示されている。
【００４４】
　循環位置（図１及び２）では、ハンドル１０は、ハウジング２ａの上面に又はその中に
載置されている。特に先端部１２を有するハンドル１０は、例えば本体２の表面の洗浄を
容易にするために、対応する形状を有するハウジング２ａと同一面となることができる。
【００４５】
　ハンドル１０は、人間工学的理由から、すなわちハンドル１０が移送位置（図示せず）
から循環位置まで移動されるときにユーザの手に接触する面を好都合に配置することによ
ってハンドル１０に力をかけることを容易にするために、その先端部１２においてわずか
に湾曲され又は曲げられた直線バーとして全体的に成形された単一アームレバーである。
【００４６】
　移送位置では、ハンドル１０は、例えばカプセル内の風味付け原材料を飲料調製モジュ
ール内に挿入することを可能にするために通路を完全に露出させる。この原材料の挿入通
路は、風味付け原材料を飲料調製モジュール内に重力によって導入するように配置するこ
とができ、操作部１２は、例えばカプセル内の風味付け原材料の通路への手動による導入
と、特に同じ手によるハンドル１０の手動による操作との間の連携を容易にするために、
ハンドル１０が移送位置にあるときに、通路のほぼ上方に及び／又は隣接して位置してい
る。
【００４７】
　ハンドル１０及び原材料の取り扱いに関するさらなる詳細は、例えば欧州特許第１０１
６３６４９．６号明細書に開示される。
【００４８】
　さらには、装置１は、飲料調製モジュール内で風味付け原材料内の液体の循環を開始す
るためのユーザインターフェース２０を含む。ユーザインターフェース２０は、さまざま
な風味及び／又はさまざまなサイズ及び／さまざまなタイプの飲料の調製を開始するため
の複数のユーザセレクタを含むことができる。例えばユーザインターフェース２０は、エ
スプレッソコーヒー及びルンゴコーヒーの注出を選択するための、例えばプッシュアンド
ターンボタンの形態の第１のユーザセレクタ及び第２のユーザセレクタを含む。装置１は
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また、マスタースイッチ又はスチーム２１を含むこともできる。
【００４９】
　そのようなユーザセレクタに関するさらなる詳細は、欧州特許第１０１６３６３５．５
号明細書及び欧州特許第１０１６３６４９．６号明細書に見出すことができる。
【００５０】
　飲料調製モジュールは通常、以下の構成要素のうち１つ又は複数を含む。
ａ）こうした飲料の風味付け原材料、特にカプセル内に供給される事前に小分けされた原
材料を受け入れ、流入する水等の液体の流れをこの原材料を通して飲料出口４まで案内す
るための、抽出ユニット等の原材料ホルダ、
ｂ）原材料ホルダに供給されて流入する液体の流れを加熱するための、サーモブロック等
のインライン加熱器、
ｃ）液体をインライン加熱器を通して圧送するためのポンプ、
ｄ）液体を液体タンク３等の液体供給源から飲料出口４まで案内するための１つ又は複数
の流体連結部材、
ｅ）特に、インターフェースを介してユーザから指示を受け入れ、インライン加熱器及び
ポンプを制御するための印刷回路板（ＰＣＢ）を備える、電気制御ユニット、及び
ｆ）原材料ホルダ、インライン加熱器、ポンプ、液体リザーバ３、原材料収集器６、液体
の流れ、液体の圧力、及び液体の温度の特性から選択された少なくとも１つの作動特性を
感知し、そのような特性（複数可）を制御ユニットに通信するための１つ又は複数の電気
センサ。
【００５１】
　加熱器は、サーモブロック又は瞬間加熱器（ＯＤＨ）、例えば欧州特許第１２５３８４
４号明細書、欧州特許第１３８０２４３号明細書及び欧州特許第１８０９１５１号明細書
に開示されたＯＤＨタイプでもよい。適切な抽出ユニット及びカプセル管理の例は、例え
ば参照によって本明細書に組み込まれる、国際公開第２００５／００４６８３号パンフレ
ット、国際公開第２００７／１３５１３６号パンフレット、及び国際公開第２００９／０
４３６３０号パンフレットに開示される。適切な飲料調製モジュールは、例えば参照によ
って本明細書に組み込まれる、国際公開第２００９／０７４５５０号パンフレット及び国
際公開第２００９／１３００９９号パンフレットに開示される。
【００５２】
　ハンドル１０及びユーザインターフェース２０は、ハンドル１０を循環位置になるよう
に操作した際、人の手がハンドル１０の操作部１２と接触している間も、その手によって
ユーザインターフェース２０を操作可能であるように配置され得る。
【００５３】
　次に、図１及び図２に示す実施形態を、ユーザ容器支持体５及びサービス装置６、６０
に関連付けてより詳細に論じる。特に、支持体５は、サービスのためにサービス装置６、
６０へのユーザアクセスを可能にするロック解除位置（図２）と、サービスのためにサー
ビス装置６、６０へのユーザアクセスを妨げるロック位置（図１）とを有する。
【００５４】
　サービス装置６、６０は、本体２によって境界付けられた空洞６０と、空洞６０に出入
するように移動可能であるサービスユニット６とを含む。図２は、わずかに傾けられ本体
２内の空洞６０から突出する、サービスユニット６、例えば収集器を示している。収集器
６は、例えば、参照によってその教示が本明細書に組み込まれる国際公開第２００９／１
３５８６９号パンフレットで全体的に説明されるように詰まりを回避するために傾けるこ
とが可能にされ得る。
【００５５】
　図１に示すように、支持体５は、サービスユニット６を収容する空洞６０の前面開口部
を、例えば、ほぼ水平に横切る等、ほぼ横切って延びることによって、サービスユニット
６を空洞６０内にロックする位置を有サービスする。支持体５のこの位置では、ユーザが
、空洞６０からサービスユニット６を取り外すこと、又はその前面開口部を介して空洞６
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０にアクセスすることが阻まれる。
【００５６】
　図２では、支持体５は、サービスユニット６をロック解除する位置を有し、すなわちサ
ービスユニット６は、空洞６０から引き出され、支持体５との干渉無しに摺動して戻るこ
とができる。特に、図２では、支持体５は、空洞６のこの前面開口部から離れた、例えば
この前面開口部の側部に隣接したほぼ垂直な位置にある。
【００５７】
　図１及び２に示すように、ロック位置及びロック解除位置にある支持体５は、本体２に
連結されており、サービスユニット６は、支持体５がロック解除位置にあるときに本体２
及び支持体５から取り外し可能及び分離可能である。
【００５８】
　或いは、ロック解除位置では支持体が、サービスユニットと共に取り外し可能になるよ
うにユーザ容器支持体をサービスユニットに連結することが可能である。例えば、支持体
は、サービスユニットに枢動的に連結され、１つ又は複数のフックを有し、このフックは
、装置本体内の１つ又は複数のフック保持具によってロック位置で協働し、支持体がロッ
ク解除位置になるように枢動されたときにフック保持具（複数可）から解放される。
【００５９】
　図１及び２に示すように、支持体５は、サービス装置６、６０に対してロック位置とロ
ック解除位置の間で、特にロック位置からロック解除位置に、及び／又はその逆に回転可
能である。特に、支持体５は、例えば、空洞６０の前面開口部の側部に隣接して本体２か
ら突出するほぼ水平な軸５５を中心に回転可能である。
【００６０】
　上記で述べたように、支持体５は、出口４から注出された飲料５０を収集するために、
通常はより少ない量の飲料を収集するために、出口４の下方で、より小さいユーザ容器５
１、例えばエスプレッソカップ等のカップを支持するための位置（図１）と、出口４から
注出された飲料５０を収集するために、通常はより多い量の飲料５０を収集するために、
出口４の下方で、より大きいユーザ容器５２、例えばマグ又はより大きいカップを載置す
ることを可能にするための位置（図２）とを有することができる。
【００６１】
　支持体５が、より大きいユーザ容器５２用の位置にあるとき、出口４の下方でより大き
いユーザ容器５２のための載置面を露出させることができる。特にこの載置面は、例えば
本体２に、特に本体２の基部８に連結された別の支持体５’によって形成され得る。
【００６２】
　変形形態では、載置面は、仮想面、例えば飲料調製装置が置かれるテーブルの表面であ
ることができ、又はより小さいユーザ容器を支持するための位置より低い位置で同じ支持
体によって形成することができる。後者の場合、支持体は、例えば空洞の前面開口部の側
部に沿って垂直に摺動可能であり、垂直摺動は、例えば支持体のロック及び／又はロック
解除機能に関連付けられる。
【００６３】
　図１及び２に示すように、より小さいユーザ容器５１を支持するための支持体５の位置
及びより大きいユーザ容器５２の載置を可能にするための支持体５の位置は、それぞれ支
持体のロック位置及びロック解除位置に相当する。
【００６４】
　通常、装置１は、飲料出口４を支える前面２ｂを有する。支持体５は、サービス装置６
、６０のサービスのためのサービス装置６、６０への前面２ｂからのユーザアクセスを可
能にするために、前面２ｂの周りで及び／又は前面から離れるように移動可能であり、サ
ービスのためのサービス装置６、６０へのユーザアクセスを妨げるために反対方向に移動
可能であり得る。
【００６５】
　特定の実施形態では、装置１は、出口４を支えるほぼ直立した前面２ｂと、出口４から
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飲料５０を収集する位置でユーザ容器５１を支持するための移動可能な支持体５とを有す
ることができる。支持体５は、前面２ｂに対してほぼ垂直な軸５５を中心に、例えばほぼ
水平な軸を中心に回転可能である。支持体５は、支持体の回転中心をなす軸５５に又は軸
５５に隣接して枢動端部５６を有する。さらに装置１は、ストッパ５８、例えば本体２か
ら突出する要素を有し、支持体５は、ストッパ５８に到達したときに、特に出口４の下方
で小さいカップ５１を支持するための支持体５の水平位置で支持体５の移動を停止させる
ストッパ５８を阻止する阻止端部５７を有する。この構成では、支持体５は、ストッパ５
８によって安全に保持され、重力下で安定する。特に、支持体５は、前面２ｂに対してほ
ぼ平行に移動可能な縁５９を有し、阻止端部５７は、縁５９上又は縁５９に隣接して枢動
端部５６の反対側に位置する。

【図１】

【図２】
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