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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーヒー飲料またはミルク飲料の調製のために熱湯および蒸気を作るためのボイラー（
１）を含むコーヒーメーカーであって、
　熱湯および蒸気を作るための、前記ボイラー（１）内に配置された加熱用コイル（２）
と、
　熱いミルクまたはミルクフロスを作るための、前記ボイラー（１）内に配置されたコイ
ル状の管（１３）が設けられ、
　前記加熱用コイル（２）とコイル状の管（１３）の接続（３、４および１４、１５）は
前記ボイラーのタンク（１６）のカバー（１７）に取り付けられており、さらに
　前記コイル状の管（１３）が、ミルク容器（８）又はすすぎ水源（２５）に交互に接続
されることが可能であり、
　前記コーヒーメーカーが運転停止状態にあるときに前記コイル状の管（１３）がすすぎ
水で満たされミルク残留物が当該コイル状の管（１３）にこびり付くことを防止し、前記
コーヒーメーカーを始動させると前記すすぎ水が廃水として排出される
　ことを特徴とする、コーヒーメーカー。
【請求項２】
　前記コーヒーメーカーが、ミルク又はすすぎ水を交互に運ぶポンプ（１０）を有し、前
記コイル状の管（１３）が、バルブにより前記ミルク容器（８）または前記すすぎ水源（
２５）に接続されることを特徴とする、請求項１に記載のコーヒーメーカー。
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【請求項３】
　前記ポンプ（１０）は通過制御装置と協同し、前記コイル状の管（１３）にそれぞれ分
配されるミルクまたはすすぎ水の量が前記通過制御装置により制御されることを特徴とす
る、請求項２に記載のコーヒーメーカー。
【請求項４】
　前記ポンプ（１０）が歯車伝動ポンプの形式からなり、前記通過制御装置が前記ポンプ
の回転速度に従って前記ミルクまたはすすぎ水の量を調節可能であることを特徴とする、
請求項３に記載のコーヒーメーカー。
【請求項５】
　前記コイル状の管（１３）が、洗浄水を運ぶ管に接続されることが可能であることを特
徴とする、請求項１ないし４のいずれか１項に記載のコーヒーメーカー。
【請求項６】
　前記コイル状の管（１３）が、バルブにより廃水出口管（２８）に接続されることが可
能であることを特徴とする請求項３ないし５のいずれか１項に記載のコーヒーメーカー。
【請求項７】
　前記ボイラー（１）が加熱用コイル（２）を有する円筒状タンク（１６）の形式からな
り、前記コイル状の管（１３）が前記ボイラー内の前記加熱用コイル（２）の上方に取り
付けられていることを特徴とする、請求項１ないし６のいずれか１項に記載のコーヒーメ
ーカー。
【請求項８】
　請求項１ないし６に記載のコーヒーメーカーを使用して熱いミルク飲料またはミルクフ
ロスを作るための方法であって、ミルクは、該ミルクを加熱するために前記コーヒーメー
カーのボイラー（１）内に配置されたコイル状の管（１３）を通してミルク容器（８）か
らポンプ（１０）により運ばれ、
　運転の間に、予め定められた量のミルクまたは予め定められた量のすすぎ水が交互に前
記ポンプ（１０）により前記コイル状の管（１３）を通して運ばれることを特徴とする、
方法。
【請求項９】
　前記ミルクと前記すすぎ水とは歯車伝動ポンプ（１０）により運ばれ、
　前記ミルクまたはすすぎ水のそれぞれの予め定められた移動量が、時間に従って前記ポ
ンプ（１０）の回転速度により決定されることを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ボイラー（１）の運転を中止した後、洗浄剤を有しまたは有しない洗浄水が前記コ
イル状の管（１３）または冷たいミルクのための管（２７）を経て自動的に循環すること
を特徴とする、請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コーヒー飲料またはミルク飲料の調製のための熱湯および蒸気を作るための
ボイラーを含むコーヒーメーカーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このタイプのコーヒーメーカーは多種多様の実施形態で知られている。例えば、欧州特
許第０７６１１５０号にはこのタイプのコーヒーメーカーが記載されており、このコーヒ
ーメーカーには、調製されたコーヒーのための流出口と、熱湯を取り出すための出口およ
び蒸気を取り出すための出口とが設けられている。しかし、実際のところ、コーヒーに加
えて、熱いミルクや冷たいミルク、あるいはミルクフロスをも作る多機能装置が求められ
ることが多い。このため、２つの異なるユニット、すなわちコーヒーを作るための１つの
ユニットと、ミルクまたはミルクフロスを作るための他の１つのユニットとが求められて
いる。このような装置は構造的に複雑であり、また、一方におけるコーヒーの調製および
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他方における熱いミルク及びミルクフロスの調製のための別個の加熱要素のために比較的
高いエネルギ消費をもたらし、特に、多くの場合、このために連続フロー加熱器が用いら
れている。そのようなわけで、人はより一層欠点に敏感になっている。というのは、経験
上、ミルクは連続フロー加熱器のパイプ内で簡単にこびり付くことが分かっているからで
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】欧州特許第０７６１１５０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、基本的に、これらの不都合を回避することにあり、また、エネルギの
節約、低消費および正常状態で、コーヒー飲料と、熱いミルクまたは冷たいミルクあるい
はミルクフロスの各飲料との双方を作る、冒頭で述べたタイプのコーヒーメーカーを提供
することにある。本発明は、また、この目的に特に適する方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、コーヒーメーカーに、熱いミルクまたはミルクフロスを作るためにコーヒ
ーメーカーのボイラー内に配置されたコイル状の管が設けられている本発明により達成さ
れる。このタイプの配列では、前記コイル状の管の内部のミルクまたはミルクフロスはコ
ーヒーを調製するための熱湯によって加熱されるため、熱いミルクまたはミルクフロスを
調製するための別個の加熱要素を不要とすることができる。これは、空間の節約になり、
また、コスト節減の効果を有する。
【０００６】
　さらに、本発明によれば、前記コイル状の管が、バルブにより、交互に、ミルク容器ま
たは水源に接続されことが可能である。このようにして、わずかに複雑な構造とすること
により、前記コイル状の管をすすぎ、ミルクの各加熱プロセス後のミルクの残留を全てな
くし、また、完璧な衛生状態下での正常な運転を維持することができる。
【０００７】
　ここでは、本発明により、前記コーヒーメーカーのポンプがミルクまたは水を交互に運
ぶことができるような構造的に単純な配列の枠組み内で、前記コイル状の管は、前記ポン
プによって制御される一方向バルブにより、前記ミルク容器または前記水源に接続可能で
ある。
【０００８】
　さらに、本発明によれば、前記ポンプが通過制御装置と協同し、前記通過制御装置によ
り、前記コイル状の管にそれぞれ送られるミルクまたは水の量が制御される。制御され計
量された送り量によって、前記ミルク及び水の消費が必要量に制限される。
【０００９】
　この関連の中で、供給ポンプが歯車伝動ポンプの形式であれば制御上有利であり、前記
通過制御装置は前記ポンプの回転速度に従って調節可能である。
【００１０】
　また、本発明によれば、冷たいミルクまたは冷たいミルクフロスをも作ることができる
。追加のバルブにより、冷たいミルクは前記コイル状の管に送られずに出口に直接に送ら
れる。
【００１１】
　有利なことに、前記コイル状の管は、前記通過制御装置によって操作可能である一方向
バルブにより後段に接続されることが可能である廃水出口管に接続されることが可能であ
る。したがって、コーヒーメーカーには、前記コイル状の管を通して送られる洗浄水の排
出にも選択的に使用されることが可能である、汚れたすすぎ水のための別個の出口が与え
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られる。
【００１２】
　それは、前記ボイラーが好ましくは加熱用コイルを有する円筒状のタンクの形をしてい
れば、構造的にまた加熱のために有利であり、前記コイル状の管は前記ボイラー内におい
て前記加熱用コイルの上方に取り付けられる。
【００１３】
　さらに、それは、前記コイル状の管の接続部と前記加熱コイルの接続部とが前記ボイラ
ーのカバーに取り付けられれば、有利である。これにより、前記加熱用コイルおよび前記
コイル状の管の取り付けおよび取り外しが極めて容易なものになる。
【００１４】
　また、本発明に係る前記ボイラーは、熱いミルクまたはミルクフロスの分配ユニットの
構成要素として、既存のコーヒーメーカーに取り付けられるようにすることができる。前
記ミルクまたはミルクフロスのための別個の加熱装置は、そうでなければ必要であっただ
ろうが、こうすることで不要となる。
【００１５】
　ミルクの消費、すすぎ水およびエネルギの最適化のため、本発明によれば、運転の間、
予め決められた量のミルクまたは予め決められた量のすすぎ水が前記コイル状の管を通し
て交互に送られる。
【００１６】
　供給ポンプのような歯車伝動ポンプを有するミルク加熱装置では、事前に定められた通
過量の容易に調整可能の制御の関連において、それは、通過量が時間に従って前記ポンプ
の回転速度により決定されるならば有利である。
【００１７】
　さらに、本発明によれば、前記ポンプが停止状態にあるときに前記コイル状の管がすす
ぎ水で満たされ、前記ポンプを始動させると、すすぎ水が廃水として排出される。このよ
うにして、熱いミルクまたはミルクフロスを抽出した後、前記コイル状の管および前記出
口管の双方が、実際に今ここでミルクがこびり付くことができないため、ミルクの残留が
ない状態に維持され、これが保証される。
【００１８】
　また、この関連において、本発明によれば、前記ボイラーの運転中止後、例えば長く運
転を中止した後、洗浄剤を有しまたは有しない洗浄水が前記コイル状の管を自動的に循環
する。
【００１９】
　以下において、本発明が図面を参照して典型的な実施形態によりさらに詳細に説明され
る。これらは以下のように示す。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図式的に示された、熱いミルクまたはミルクフロス、および、冷たいミルクまた
はミルクフロスを作るための装置を含む本発明に係るコーヒーメーカーである。
【図２】拡大して示す、図１のコーヒーメーカーのボイラーの平面図である。
【図３】図２の線ＩＩ‐ＩＩに沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１に示されたコーヒーメーカーは、図１の右方に、ボイラー１と、接続部３、４を有
する加熱用コイル２と、水の供給用および出口用の管５、６とが示されるように、それ自
体知られている水加熱装置を備える。
【００２２】
　さらに、前記コーヒーメーカーは、ミルク容器８、ミルク加熱装置９、冷たいミルクま
たはミルクフロスを、管２７を介して、出口２２に迂回させるためのバイパスバルブ２６
と、対応する供給用および出口用の管１１、１２と共にあるポンプ１０とからなる熱いま
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たは冷たいミルクまたはミルクフロスを作るための装置７を備える。
【００２３】
　ミルク加熱装置９は、ボイラー１内において加熱用コイル２の上方に取り付けられたコ
イル状の管１３を備え、また、接続部１４、１５により供給用および出口用の管１１，１
２に接続することができる。
【００２４】
　図２および図３に見ることができるように、ボイラー１は、カバー１７を有するほぼ円
筒状のタンク１６の形をしている。加熱用コイル２の接続部３、４と、コイル状の管１３
の接続部１４，１５とがカバー１７に取り付けられている。このように、全ての接続部は
容易に利用可能である。さらに、所望であれば、カバー１７を取り外した後、前記加熱用
コイルおよび／または前記コイル状の管を交換することは容易である。
【００２５】
　調節可能の空気量調整器１９を有する送気管１８により、起泡のために特定量の空気を
ミルクに混ぜ合わせることができる。空気の供給を許しまたは妨ぐために、作動バルブ２
０が設けられている。
【００２６】
　ミルクはポンプ１０によって吸い上げられ、コイル状の管１３を通して運ばれ、ここで
、前記ボイラーの熱湯との熱交換により所望温度に加熱される。次に、それは出口管１２
を通り、制限器バルブ２１を経由して、熱いミルクまたはミルクフロス分配出口２２に送
られ、また、ここで適当な容器２３に集められる。
【００２７】
　正常運転を常に維持するため、特定量のミルクまたはミルクフロスと、一方向バルブ２
４を通してすすぎ水源２５から運ばれる特定量のすすぎ水とが交互にコイル状の管１３に
運ばれる。したがって、熱いミルクまたはミルクフロスの抽出後、その度に、コイル状の
管１３はすすぎ洗いされ、そのため、前記コーヒーメーカーが完璧な衛生状態下で常に機
能するようにミルクのいかなる残留からも解放されることが保証される。同じことが、す
すぎのためにバルブ２６により接続を断つことができる冷たいミルクのパイプ２７にも適
用される。戻しバルブ３７が、ミルクが前記ポンプを通して運ばれることを保証する。
【００２８】
　一方向バルブ２４は、通過制御装置（図示せず）により操作される。使用後のすすぎ水
は、前記通過制御装置（図示せず）により一方向バルブ２４に合わせて操作される一方向
バルブ２１を通して排出される。
【００２９】
　運ばれるミルクまたはミルクフロスのそれぞれの量は、時間通りにポンプ１０の回転速
度に従って前記通過制御装置により調整することができる。このようにして、ミルクとす
すぎ水との消費を最適化することができる。さらに、コイル状の管１３の必要熱量も低減
される。
【００３０】
　前記コーヒーメーカーが運転状態におかれると、供給ポンプ１０が始動してボタンが押
されるときに廃水として除去されるすすぎ水でコイル状の管１３が満たされる。次いで、
ポンプ１０は、前記通過制御装置により予め定められ、また、時間に従って前記ポンプの
回転速度により定められるのと同量のミルクまたはミルクフロスを運ぶ。ミルクまたはミ
ルクフロスがコイル状の管１３および出口２２を経てカップ又は同様の容器２３に入ると
すぐ、その直後に、予め定められた量のすすぎ水が再び通され、余分な水が廃水として廃
水出口管２８に流出する。供給ポンプ１０が停止されると、その後、前記すすぎ水は前記
コイル状の管と前記管とに残る。
【００３１】
　前記コイル状の管の永続的な洗浄のため、前記コーヒーメーカーの運転を停止した後、
洗浄液が洗浄バルブ２９を通して源８から供給管１１に運ばれ、ポンプ１０により出口管
１２に汲み上げられるようにすることができ、その結果、例えば、毎晩、運転の終了後に
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ルクの残留がないように維持される。
【００３２】
　さらに、管１１内の逆行すすぎを可能にする一方向バルブ３０が水入口２５に設けられ
ている。さらに、管１１が通気バルブ３１により空にされるようにし、あるいは廃水容器
３２につながるようにすることができる。
【００３３】
　使用後のすすぎ及び洗浄用の水を排出するため、廃水出口管２８が設けられている。後
者は、一方向バルブ２１を介して、コイル状の管１３の出口管１５に接続されるようにす
ることができる。
【００３４】
　ミルクまたはミルクフロスを加熱するためにボイラー１を使用することにより、一方で
コーヒーをまた他方でミルクまたはミルクフロスのための２つの別個の加熱要素を有する
コーヒーメーカーと比べて、エネルギの消費は少ない。本発明によりミルクまたはミルク
フロスが供給され、計量されて前記コイル状の管に送られるという事実は、また、実質的
にこれに貢献する。
【００３５】
　さらに、例えばミルクまたはミルクフロスを加熱するための別個のフロー加熱器をこれ
により不要とすることができるため、大きさもまたコーヒーメーカーの物理的空間を低減
することに寄与する。連続フロー加熱器の内部を完全に洗浄するためにこれを頻繁に分離
しなければならないことも、このタイプの連続フロー加熱器の不都合であることが知られ
ている。
【００３６】
　言うまでもなく、本発明の枠組み内において、前記ボイラー内の加熱用コイル２に代え
て、例えば加熱用ロッドまたは前記ボイラーの壁に付けられた壁加熱器を提供することが
可能である。また、当然に、本発明に係る前記ボイラーを既存のコーヒーメーカーに取り
付けることができる。
【符号の説明】
【００３７】
１…ボイラー、２…加熱用コイル、８…ミルク容器、１０…ポンプ、１６…タンク、１３
…コイル状の管、１７…タンクのカバー、２４…一方向バルブ、２５…すすぎ水源、２６
…バイパスバルブ、２７…管。
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