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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動化された噴流デイスペンサーであって、
　デイスペンサーハウジング；
　複数の消費者インターフェースであって、種々のバルブ構成および消費者に提示された
複数の種類の入力パネル光景を有し、複数の消費者インターフェースの各々が選択的に且
つ取り外し可能にデイスペンサーハウジングに取り付けられている、複数の消費者インタ
ーフェース；および
　複数の消費者インターフェースから選択された消費者インターフェースと電気的に通信
している制御器
を有する、自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項２】
　各々の複数の消費者インターフェースと協働する特有のシグネチュア抵抗器を更に有し
、ここで、特有のシグネチュア抵抗器は、取り外し可能にデイスペンサーハウジングに取
り付けられているそれぞれの消費者インターフェースの特定のバルブ構成を制御器に通信
し、ここで、特定のバルブ構成は単一フレーバーノズルまたは多数フレーバーノズルの存
在を含む、請求項１に記載の自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項３】
　更に、取り外し可能にデイスペンサーハウジングに取り付けられているそれぞれの消費
者インターフェースが適当に動作しているか否かを決定するために、制御器が特定のシグ
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ネチュア抵抗器と通信する、請求項２に記載の自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項４】
 更に、制御器と電気的に通信している出力装置を有し、ここで、取り外し可能にデイス
ペンサーハウジングに取り付けられているそれぞれの消費者インターフェースが適当に動
作していないとき、制御器は出力装置に警報信号を中継し、アウトレットが応答として警
報通知を出す、請求項３記載の自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項５】
 出力装置が音声放射デバイスであり、音声放射デバイスによって発生する警報通知は可
聴メッセージである、請求項４記載の自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項６】
 出力装置が分析表示装置であり、分析表示によって発生する警報通知は可視メッセージ
である、請求項４記載の自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項７】
 出力装置が遠隔モニターシステムである、請求項４記載の自動化された噴流デイスペン
サー。
【請求項８】
 遠隔モニターシステムによって発生する警報通知は可聴メッセージである、請求項７記
載の自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項９】
 遠隔モニターシステムによって発生する警報通知は可視メッセージである、請求項７記
載の自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項１０】
　複数の水供給部であって、複数の水供給部の各々が取り外し可能に自動噴流デイスペン
サーに取り付けられている水供給部；
　複数のシロップ供給部であって、複数のシロップ供給部の各々が取り外し可能に自動噴
流デイスペンサーに取り付けられているシロップ供給部；および
　ソフトウエアであって、制御器に埋め込まれ、（ｉ）複数の水供給部の水供給と複数の
シロップ供給部のシロップ供給と（ｉｉ）各々に対応する消費者インターフェースの必要
な一対化を含むソフトウエア
を更に具備する、請求項２記載の自動化された噴流デイスペンサー。
【請求項１１】
　ソフトウエアに基づいて、制御器が、（ｉ）複数の消費者インターフェースを識別する
命令および（ｉｉ）複数の水供給部のそれぞれの水供給と複数のシロップ供給部のそれぞ
れのシロップ供給に写像する命令を伝達する、請求項１０記載の自動化された噴流デイス
ペンサー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
１．発明の分野
　本発明は噴流デイスペンス機械（ｆｏｕｎｔａｉｎ　ｄｉｓｐｅｎｓｉｎｇ　ｍａｃｈ
ｉｎｅｓ）、特に状態をモニター（ｓｔａｔｕｓ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）しそして適当
な動作を保持するための自動化された制御及び診断システムを組み入れた噴流デイスペン
サー（ｆｏｕｎｔａｉｎ　ｄｓｉｐｅｎｓｅｒｓ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
２．背景技術の説明
　噴流デイスペンサーは炭酸及び非炭酸両飲料（ｂｅｖｅｒａｇｅｓ，　ｂｏｔｈ　ｃａ
ｒｂｏｎａｔｅｄ　ａｎｄ　ｎｏｎ－ｃａｒｂｏｎａｔｅｄ）を消費者に提供するため普
通に使用される。需要時、新鮮な飲料を供給する手段として噴流デイスペンサーは、とり
わけ、レストラン、コンビニエンスストア、映画館、娯楽パーク、そして食料品店の様な
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場所で、広く使用されている。典型的に、噴流デイスペンサーは受領者（ｒｅｃｉｐｉｅ
ｎｔ）により行われる特定の選択に応答して飲料を供給する。例えば、特定のボタンを押
すか又は特定のレバーを押すことにより、選ばれた飲料がそのリザーバーから出され、専
用ホース（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｈｏｓｉｎｇ）を通して流れ、そしてノズルを通して消
費用にカップ又は他の受け口（ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅ）内に注入される。炭酸飲料（ｃａ
ｒｂｏｎａｔｅｄ　ｂｅｖｅｒａｇｅ）の場合、炭酸水（ｃａｒｂｏｎａｔｅｄ　ｗａｔ
ｅｒ）、又はソーダ（ｓｏｄａ）は、それが適当に混合された製品を形成するためシロッ
プ（ｓｙｒｕｐ）と組み合わされるまでそれ自身のホースを通して流れる。
【０００３】
　炭酸飲料をデイスペンスする時、該噴流デイスペンサーは満足な品質の飲料を達成する
正しい比率（ｃｏｒｒｅｃｔ　ｒａｔｉｏ）で該ソーダと与えられたシロップを混合せね
ばならない。時間が経つと（Ｏｖｅｒ　ｔｉｍｅ）、該噴流デイスペンサーにより供給さ
れる実際の比率は、望ましくない、意図せざる味へ導く条件である、指定要求品質外に外
れた飲料に帰着するレベルへドリフトする。これが起こると、該比率は修正されねばなら
ない。
【０００４】
　前に公知の噴流デイスペンサーでは、ソーダ－シロップ比率は各成分を目盛り付きシリ
ンダー（ｇｒａｄｕａｔｅｄ　ｃｙｌｉｎｄｅｒ）内に出し、それぞれの、実際の流体レ
ベルを校正されたレベルと比較することにより測定される。この測定を行うためには最初
に、該噴流のフエーシング（ｆａｃｉｎｇ）とノズルとを取り除かねばならない。該レベ
ルが該校正されたレベルから離れるなら、該比率が受け入れ可能なレベルまで戻るまで技
術者が適当なバルブ設定を調節する。より粗い取り組みでは、ぴったりではないが、望ま
しい比率に対話式に達するために、該飲料の味見テストと該バルブ設定調節とが交互に行
われる。とにかく、該ソーダ－シロップ比率を測定し、修正するためには両方法は面倒な
、時間の掛かる操作を必要とする。
【０００５】
　正しいソーダ－シロップ比率を供給することに加えて、噴流デイスペンサーは充分高い
品質の炭酸水を作り、供給せねばならない。これを達成するために、当該技術で公知の噴
流デイスペンスシステムは典型的に該カーボネータータンク内の低レベルプローブ（ｌｏ
ｗ－ｌｅｖｅｌ　ｐｒｏｂｅ）の賦活に依存する。該タンク内の水レベルが或る点まで低
下すると、該低レベルプローブは、それが水よりも寧ろ空気に露出されたことを指示し、
シーケンスを動かし、それによりバルブが開き、水が該タンクを充たす。しかしながら、
この技術は、該カーボネータータンクが、高い注入需要の予期せぬ期間に適合するために
静的リザーバーの水（ｓｔａｔｉｃ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ　ｏｆ　ｗａｔｅｒ）を蓄える
に充分な程に大きいことを要求することにより非効率をもたらす。
【発明の概要】
【０００６】
　　［発明の概要］
　従って、本発明は、関連技術の限界や欠点のための問題の１つ以上を実質的に解消する
インテリジェント噴流デイスペンサーに向けられている。
【０００７】
　本発明に依れば、噴流デイスペンサーは自動化された制御及び診断システムと連携して
動作する。該システムは診断を実時間で行い、該デイスペンサーが正しく動作しているこ
とを検証する利点を提供する。加えて、本発明は動作問題（ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｐ
ｒｏｂｌｅｍ）の展開をインテリジェント式に認識し、今度は、この様な問題の通知（ｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を提供する。通知は、例えば、該デイスペンサー内部のポケッ
トベル式警報（ｂｅｅｐｅｒ　ａｌｅｒｔ）、診断表示、又は遠隔モニターシステムへの
情報の供給を含む、種々の形式で出る。
【０００８】
　本インテリジェント噴流デイスペンサーは制御器（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、シロップ
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及び水用バルブ（ｖａｌｖｅｓ　ｆｏｒ　ｓｙｒｕｐ　ａｎｄ　ｗａｔｅｒ）、そしてカ
ーボネータバルブ（ｃａｒｂｏｎａｔｏｒ　ｖａｌｖｅ）を有する。該制御器は該バルブ
に協働する電流検出抵抗器により該バルブと通信する。バルブが正しく動作していると、
そのバルブを通って流れる対応する電流は正常である。従って、該制御器は検出されたバ
ルブは適当に（ｐｒｏｐｅｒｌｙ）動作していることを認識する。逆に、不調なバルブは
該電流検出抵抗器を通して流れる、異常電流（ａｂｎｏｒｍａｌ　ｃｕｒｒｅｎｔ）、す
なわち、該正常電流（ｎｏｒｍａｌ　ｃｕｒｒｅｎｔ）から逸脱した（ｄｅｖｉａｔｉｎ
ｇ）電流に帰着する。この場合、該制御器は該異常電流を検出し、直ちに故障条件（ｆａ
ｕｌｔ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）の通知を与える。その結果、操作者又は技術者はそれが起
こるや否や該問題を知り、直ちに修理が行われる。普通に使用される噴流デイスペンサー
では、修理を行うニーヅは屡々消費者が該飲料の味に関する不快を発言した時のみ明らか
になる。これは該問題がオーナーの注意にもたらされる前に何等かの数の標準以下の飲料
の供給に帰着する。
【０００９】
　又該制御器は該デイスペンサーにより使われる、入力パネル（ｉｎｐｕｔ　ｐａｎｅｌ
）を含む、精確な種類の消費者インターフエース（ｃｏｎｓｕｍｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ）を認識する能力を有する。この点で、各種類のインターフエースはそれと共にユニー
クなシグネチュア抵抗器（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ｒｅｓｉｓｔｅｒ）を担う。かくして、
例えば、該制御器は、１つ又は多数のフレーバーのノズル（ｓｉｎｇｌｅ－　ｏｒ　ｍｕ
ｌｔｉ－ｆｌａｖｏｒｅｄ　ｎｏｚｚｌｅ）と、与えられた時間に該デイスペンサーに偶
々設定される、特定の供給方法論（ｔｈｅ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　
ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ）－例えば、プッシュボタン、レバー、プッシュボタンとレバー
、部分制御設定（ｐｏｒｔｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｅｔｔｉｎｇ）、又はオーバーフ
イルデバイス（ｏｖｅｒｆｉｌｌ　ｄｅｖｉｃｅ）と、の存在を認識出来る。更に、各イ
ンターフエースの該シグネチュア抵抗器は該制御器へ該消費者が見る入力パネル光景の種
類（ｔｙｐｅ　ｏｆ　ｉｎｐｕｔ　ｐａｎｅｌ　ｌａｎｄｓｃａｐｅ）のみならず特定の
バルブ構成（ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｖａｌｖｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）も通信する
。該入力パネル光景の知識は該噴流デイスペンサーのもう１つの動作チェックを提供する
が、そのチェックでは該制御器は電力立ち上げ時に、とりわけ、破壊行為（ｖａｎｄａｌ
ｉｓｍ）による変更又は破損の発生、部品疲労、適当な過程を踏まない事故的再構成（ａ
ｃｃｉｄｅｎｔａｌ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）についての光景をチェック出来
る。もし何等かの望ましくない光景検出条件があれば、該制御器は修正アクションを始動
するよう適当な警報を発行することが出来る。
【００１０】
　本インテリジェント噴流デイスペンサーのもう１つの利点は該現地（ｆｉｅｌｄ）での
容易な再構成から来る。この目的で該制御器に埋め込まれたソフトウエアは与えられた供
給スイッチを用いての水とシロップ供給部（ｗａｔｅｒ　ａｎｄ　ｓｙｒｕｐ　ｓｕｐｐ
ｌｉｅｓ）の必要な一対化（ｐａｉｒｉｎｇｓ）を含む。この記憶されたデータを用いて
、該制御器は該デイスペンサーが構成される時技術者をステップバイステップの命令（ｉ
ｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）で手助けする。これは全ての入力が適当に識別され、該適当な水
及びシロップ供給部に写される（ｍａｐｐｅｄ）ことを保証する。
【００１１】
　又本発明の制御器は、飲料に不足品質の炭酸水（ｐｏｏｒ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｃａｒｂ
ｏｎａｔｅｄ　ｗａｔｅｒ）が導入されるのを防止するようカーボネータータンクと連携
して動作出来る。この動作に含まれる部品は、デイスペンスされる炭酸水量を測定する流
量計（ｆｌｏｗｍｅｔｅｒ）、水の適当な供給を保持するための該タンク内の高レベル及
び低レベルのプローブ、該タンク内への注水を可能にするカーボネーターバルブ、そして
注入シーケンス（ｐｏｕｒ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）をトリガーする入力パネル（ｉｎｐｕｔ
　ｐａｎｅｌ）を含む。これらの部品をモニターすることにより、該制御器は、公知のカ
ーボネータータンク内の適当な水レベルを保持する、すなわち、該低レベルプローブが水
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より寧ろ空気と接触する程充分遠く該水レベルが一旦デイップした時だけ該タンクに水を
追加するよう該カーボネーターバルブを賦活すること、に固有の非効率を避ける。代わり
に、該制御器は、該流量計のその絶えざるモニタリングと入力パネルから受信する信号と
により、何時該タンクの水レベルが補充を要する点に近付きつつあるかをより精密に認識
する。かくして、該制御器は、低下しつつある水レベル自身が該低レベルプローブが水よ
り寧ろ空気に接触する点に到着する前に該タンク内へ追加の水をリリースするよう該カー
ボネーターバルブに命ずることが出来る。これは該カーボネータータンク内に水の高レベ
ルを連続的に保持することにより改良された飲料品質の利点を提供する。該タンクをより
フル（ｆｕｌｌ）に保つことにより、該水はより長くＣＯ２と接触して留まり、より高い
炭酸化レベル（ｃａｒｂｏｎａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌｓ）を保証する。これは高い注入需
要の期間中は特に望ましい。対照的に、現在の設計は該タンク内の水を再充填前に余りに
低レベルまで激減させることを許容するので、高注入需要の期間中に該ＣＯ２への不適当
な露出が屡々起こる。
【００１２】
　更にこの動作はより効率的な充填サイクルを提供し、より小さなカーボネータータンク
の使用を可能にする。該水レベルを連続的にモニターし、それを適当なレベルに保持する
ことにより、本発明の制御器は、予期しないより高い汲み出しプロフアイル（ｈｉｇｈｅ
ｒ　ｄｒａｗ　ｐｒｏｆｉｌｅｓ）を見越して設計されたそれらのより大きい静的貯蔵容
量を有する、習慣的なより大きいタンクのニーヅを解消する。
【００１３】
　又本発明は該高レベル及び低レベルプローブの自動化されたトラブルシューテイングを
提供する。該入力パネル、流量計、そしてカーボネーターバルブと通信することにより、
該制御器は該タンクが何時フル（ｆｕｌｌ）になるかを認識する。もし該高レベルプロー
ブが該タンクがフルであることを示すことにより応答しないならば、該制御器は該プロー
ブが不調であることの警報を合図する。同様に、該制御器は何時該タンクが空に近付いて
いるかを認識する。もし低レベルプローブが該タンクが殆ど空であることを示すことによ
り応答しないならば、該制御器はそれが不調であることの警報を合図する。
【００１４】
　本発明の追加的特徴と利点は下記説明で表明され、部分的には該説明で明らかになるか
又は本発明の実状で学ばれてもよい。本発明の目的と他の利点は付属する図面のみならず
その記述された説明と請求項で特に指摘されたシステムと方法により実現され、取得され
る。
【００１５】
　前記の一般的説明と下記の詳細説明は共に例示的で説明用であり、請求される本発明の
更に進んだ説明を提供するよう意図されていることは理解されるべきである。
【００１６】
　協働する図面は本発明の更に進んだ理解を提供するため含まれており、本明細書に組み
入れられ、その１部を構成しており、本発明の１実施例を図解しそして該説明と共に本発
明の原理を説明するのに役立つものである。
【実施例】
【００１７】
　　［詳細な記述］
　その例が協働する図面で図解される、本発明の現在の好ましい実施例をここで詳細に参
照する。本発明の該インテリジェント噴流デイスペンサーの例示的実施例は図１で示され
、参照数字１０で総合的に呼称される。
【００１８】
　ここで具体化され図１で参照される様に、該インテリジェント噴流デイスペンサー１０
は用水源（ｗａｔｅｒ　ｓｏｕｒｃｅ）１２と，シロップ源１４と，デイスペンサーハウ
ジング１６と，そして制御器１００，例えば、中央処理ユニット｛シーピーユー（ＣＰＵ
）｝とを有する。該用水源１２と該シロップ源１４は該デイスペンサーハウジング１６へ
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それぞれ水と飲料シロップを供給するが、該ハウジングでは飲料がノズル１８によりコン
テナー１９内へデイスペンスされ、該コンテナーは次いで消費用に取り除かれることが出
来る。
【００１９】
　該用水源１２は導管（ｃｏｎｄｕｉｔ）２２を通してカーボネータータンク２０と選択
的、流体的に連通している。該用水源１２は、例えば、配水システム（ｗａｔｅｒ　ｄｉ
ｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）｛ダブリューデーエス（ＷＤＳ）｝、貯蔵タンク
、普通の水道管（）、ウオーターインボックス（ｗａｔｅｒ－ｉｎ－ｂｏｘ）｛ダブリュ
ーアイビー（ＷＩＢ）｝、又はウオーターインバッグ（ｗａｔｅｒ－ｉｎ－ｂａｇ）を含
んでもよい。該用水源１２と該カーボネータータンク２０の間の流体流れはカーボネータ
ーバルブ（ｃａｒｂｏｎａｔｏｒ　ｖａｌｖｅ）２４により制御される。該カーボネータ
ーバルブ２４は該制御器１００から受信する指令に依り該用水源１２から該カーボネータ
ータンク２０への該流体流れを制御するためのスイッチとして使用される。該カーボネー
ターバルブ２４は、ソレノイド又は他の電磁的に駆動されるバルブ、マイクロスイッチ又
は他の電子的又は電気機械的に駆動されるスイッチ等の様な、何等かの電気制御されたバ
ルブであってもよい。本発明の好ましい実施例では、該カーボネーターバルブ２４はソレ
ノイドを有する。該カーボネーターバルブ２４は該制御器１００と電気的に通信する電流
検出抵抗器（ｃｕｒｒｅｎｔ－ｓｅｎｓｉｎｇ　ｒｅｓｉｓｔｏｒ）２６に協働する。
【００２０】
　該カーボネータータンク２０は導管２８を通して該デイスペンシングノズル（ｄｉｓｐ
ｅｎｓｉｎｇ　ｎｏｚｚｌｅ）１８と選択的、流体的に連通している。該デイスペンサー
タンク２０と該デイスペンシングノズル１８の間の流体流れは水バルブ３０により制御さ
れる。該水バルブ３０は該制御器１００により指令された様に該カーボネータータンク２
０から該デイスペンシングノズル１８迄の該流体流れを制御するスイッチとして機能する
。該水バルブ３０は、ソレノイド又は他の電磁的に駆動されるバルブ、マイクロスイッチ
又は他の電子的又は電気機械的に駆動されるスイッチ等の様な、何等かの電気制御される
バルブであってもよい。本発明の好ましい実施例では、該水バルブ３０はソレノイドを有
する。該水バルブ３０は該制御器１００と電気的に通信する電流検出抵抗器３２に協働す
る。
【００２１】
　流量計３４は該カーボネータータンク２０と該水バルブ３０の間の該導管２８に沿って
位置付けられる。又該カーボネータータンク２０は２酸化炭素（ＣＯ２）源３６と流体的
に連通している。該流量計３４は該タンク２０から流れる炭酸水の量を決定するどんなデ
バイスであってもよい。例えば、該流量計３４は流量メーター（ｆｌｏｗ－ｒａｔｅ　ｍ
ｅｔｅｒ）、流れ制御バルブ（ｆｌｏｗ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｖａｌｖｅ）、又はタイムド
ポウア（ｔｉｍｅｄ　ｐｏｕｒ）であってもよい。
【００２２】
　図１で図解される様に、該インテリジェント噴流デイスペンサー１０は該制御器１００
と電気的に通信する水レベルセンサー３８を有する。該センサー３８は該カーボネーター
タンク２０内の該水レベルをモニターし、該制御器１００が、何時水を該カーボネーター
タンク２０内へ流れさせるかを該カーボネーターバルブ２４に命じることが出来るように
、該水レベル条件を該制御器１００に報告するため使用される。
【００２３】
　図１に示す好ましい実施例では、該水レベルセンサー３８は３つのプローブ、高レベル
プローブ（ｈｉｇｈ－ｌｅｖｅｌ　ｐｒｏｂｅ）４０，低レベルプローブ（ｌｏｗ－ｌｅ
ｖｅｌ　ｐｒｏｂｅ）４２、そして基準プローブ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｒｏｂｅ）４
４を有する。該高及び低レベルプローブ４０，４２は自明であるが、該基準プローブ４４
は、電気パルスが該高及び低プローブ４０，４２の下方へ進みそして該センサー３８の電
子部品へ戻る戻り電路を完成させる。該基準プローブ４４が戻り電路を完成させる何等か
の電子デバイスで置き換えられてもよいことは評価されるべきである。例えば、基準プロ
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ーブ４４の代わりに、該カーボネータータンク２０が接地され、該タンク壁に接続された
接地線が該戻り電路を完成させるため使用されることも出来る。
【００２４】
　もし信頼性のある程精確な流量計３４が使用されるならば、該高レベルプローブ４０か
又は該低レベルプローブ４２か何れかは、該カーボネータータンク２０内の望ましい水レ
ベルを保持するよう該制御器１００へ情報を提供するために該流量計３４と組み合わせて
使用されることが出来る。この状況では、該未使用プローブは除去されることが出来る。
もし該低レベルプローブ４２が除去されるならば、該基準プローブ４４は不要であり、こ
れ又除去されることが可能である。
【００２５】
　該シロップ源１４は導管４６を通して該デイスペンシングノズル１８と選択的、流体的
に連通している。シロップバルブ４８は該シロップ源１４と該デイスペンシングノズル１
８の間の流体流れを制御する。該シロップバルブ４８は該制御器１００により命じられる
ように該シロップ源１４から該デイスペンシングノズル１８への流体流れを制御するスイ
ッチとして作用する。該シロップバルブ４８はソレノイド又は他の電磁的に駆動されるバ
ルブ、マイクロスイッチ又は他の電子的又は電気機械的に駆動されるスイッチ等の様など
んな電気制御されるバルブでもよい。本発明の好ましい実施例では、該シロップバルブ４
８はソレノイドを有する。該シロップバルブ４８は該制御器１００と電気的に通信する電
流検出抵抗器５０に協働する。
【００２６】
　該インテリジェント噴流デイスペンサー１０は該デイスペンシングノズル１８と選択的
、流体的に連通する複数のシロップ源を有することが出来る。各シロップ源は種々の飲料
の種類、例えば、コカコーラクラシック（ＣＯＣＡ－ＣＯＬＡ　ＣＬＡＳＳＩＣ）（登録
商標）、ダイエットコーク（登録商標）（ＤＩＥＴ　ＣＯＫＥ（登録商標））、そしてス
プライト（登録商標）（ＳＰＲＩＴＥ（登録商標））、をデイスペンス出来る。この状況
で、各シロップ源は望まれる飲料の種類を選択的にデイスペンスするために種々のシロッ
プバルブに協働している。しかしながら、該シロップバルブの全ては１つの電流検出抵抗
器５０に協働してもよい。同様に、該デイスペンサー１０は該デイスペンシングノズル１
８と選択的、流体的に連通する複数の水供給部（ｗａｔｅｒ　ｓｕｐｐｌｉｅｓ）を含む
ことが出来る。例えば、該水供給部は該カーボネータータンク２０からの炭酸水、静水貯
蔵容器（ｓｔｉｌｌ　ｗａｔｅｒ　ｓｔｏｒａｇｅ　ｖｅｓｓｅｌ）（図示せず）からの
ダサニ湧水（ＤＡＳＡＮＩ　ｓｐｒｉｎｇ　ｗａｔｅｒ）、及び／又は貯蔵容器（図示せ
ず）又は水道管（ｗａｔｅｒ　ｌｉｎｅ）（図示せず）からの静水（ｓｔｉｌｌ　ｗａｔ
ｅｒ）を含んでもよい。これ又、各水供給部は異なる水バルブに協働するが、１つの電流
検出抵抗器３２に協働してもよい。
【００２７】
　該シロップバルブと該デイスペンシングノズルの間の流体流れ通路は該ノズルと接続す
る導管の数を最小化するために組み合わされることが出来る。複数のノズル、すなわち、
各シロップ源及びシロップバルブに協働する１つが、提供される場合、流れ通路を組み合
わせる願望は解消されるであろう。同様に、該水バルブと該デイスペンシングノズルの間
の流体流れ通路は組合せられ得る。
【００２８】
　又該インテリジェント噴流デイスペンサー１０は該制御器１００と電気的に通信する入
力パネル６０を有する消費者インターフエース６２を備える。入力パネル６０を有する、
該消費者インターフエース６２は図２及び３で図解される様に、種々の構成を有する複数
の消費者インターフエース６２の１つである。該消費者インターフエース６２は単一フレ
ーバーデイスペンサー６４（図２）又は多数フレーバーデイスペンサー６６（図３）を有
することが出来て、種々のバルブ駆動方法論（ｖａｌｖｅ－ａｃｔｕａｔｉｏｎ　ｍｅｔ
ｈｏｄｏｌｏｇｉｅｓ）を使うことが出来る。例えば、単一フレーバーデイスペンサー用
の該バルブ駆動技術は単一押しボタン、レバー（図２）、部分制御設定（ｐｏｒｔｉｏｎ
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　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｅｔｔｉｎｇ）、そしてオーバーフイル技術アクチュエーター（ｏ
ｖｅｒｆｉｌｌ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｃｔｕａｔｏｒｓ）を有する。多数フレーバ
ーインターフエース用では、該駆動技術は、押しボタン（図３）、押しボタンとレバー、
部分制御設定、そしてオーバーフイル技術アクチュエーターを有する。
【００２９】
　各消費者インターフエース６２は該インターフエース６２の構成を識別する別個のシグ
ネチュア抵抗器（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ｒｅｓｉｓｔｏｒ）７０を有する。入力パネル６
０を有するインターフエース６２が選択された時、該協働シグネチュア抵抗器７０は該制
御器１００と電気的に通信する。好ましくは、該消費者インターフエース６２は該デイス
ペンサーハウジング１６に取り外し可能に取り付け可能であるのがよい。代わりに、該消
費者インターフエース６２は該デイスペンサーハウジング１６と別の構造体（図示せず）
に取り外し可能に取付可能であり、一方なお該制御器１００と電気的に通信してもよい。
【００３０】
　図１の好ましい実施例では、又インテリジェント噴流デイスペンサー１０は、両者共該
制御器１００と電気的に通信するスイッチドライバー８０と通信インターフエース９０を
有する。該スイッチドライバー８０は、カーボネーターバルブ２４，水バルブ３０，そし
てシロップバルブ３８を操作するために該制御器１００の命令を実行する。好ましい実施
例では、該スイッチドライバーは電流検出抵抗器２６，３２，５０に協働する。該通信イ
ンターフエース９０は該制御器１００が、該インテリジェント噴流デイスペンサー１０の
動作に関する通知をアウトレット９２，９４へ提供することを可能にする。
【００３１】
　該通信インターフエース９０は、何等かの公知の電気接続又は電気接続の組合せ、例え
ば、直列接続、ローカルエリアネットワーク｛ラン（ＬＡＮ）｝、インターネット接続、
等を通してポイントオブセールアウトレット（ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅ　ｏｕｔｌｅ
ｔ）９２と通信するよう構成されることが可能である。該ポイントオブセールアウトレッ
ト９２は該ポイントオブセール、すなわち該レジスター（ｒｅｇｉｓｔｅｒ）に直ぐ隣接
している必要はない。例えば、該ポイントオブセールアウトレット９２は該ポイントオブ
セールから直接見えない室又は範囲に配置されることも出来る。
【００３２】
　又該通信インターフエース９０はどんな公知の電気的接続又は電気的接続の組合せ、例
えば、ワイドエリアネットワーク｛ダブリューエイエヌ（ＷＡＮ）｝、ローカルエリアネ
ットワーク｛ラン（ＬＡＮ）｝、インターネット、モデム接続等、を通して、遠隔に配置
された、中央モニタリング所アウトレット（ｃｅｎｔｒａｌ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　ｏｕｔｌｅｔ）９４と通信するよう構成され得る。該遠隔に配置される
アウトレット９４は該ポイントオブセールの隣の建物内に又は該ポイントオブセールから
のアラウンドザワールドに（ｉｎ　ａ　ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ｎｅｘｔ　ｄｏｏｒ　ｔｏ　
ｔｈｅ　ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅ　ｏｒ　ａｒｏｕｎｄ－ｔｈｅ－ｗｏｒｌｄ　ｆｒ
ｏｍ　ｔｈｅ　ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅ）配置されることが出来る。例えば、該遠隔
に配置されたアウトレット９４は地域（ｒｅｇｉｏｎａｌ）アウトレット、国の（ｎａｔ
ｉｏｎａｌ）アウトレット、又は国際（ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）アウトレットとす
ることが出来る。
【００３３】
　該アウトレット９２，９４は該ポイントオブセール及び／又は該遠隔の場所に可聴及び
／又は可視のメッセージを提供する。例えば、該アウトレット９２，９４は可聴メッセー
ジを発生する音声放射デバイス（ｓｏｕｎｄ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）及び
／又は可視メッセージを発生する診断表示とすることが出来る。又該アウトレット９２，
９４はパーソナルデジタルアシスタント｛ピーデーエイ（ＰＤＡ）｝等の様な手持ちデバ
イスとすることも出来る。
【００３４】
　例によると、該インテリジェント噴流デイスペンサーの好ましい実施例の動作では、該
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制御器１００は、それぞれ該カーボネータータンク２０への水の供給、該デイスペンシン
グノズル１８への水の供給、そして該デイスペンシングノズル１８へのシロップの供給を
制御するために該カーボネーターバルブ２４，水バルブ３０，そしてシロップバルブ４８
と通信する。又該制御器１００は該バルブ２４，３０，４８に協働する電流検出抵抗器２
６，３２，５０により該バルブ２４，３０，４８の動作に関する情報を受信する。
【００３５】
　該制御器１００は該電流検出抵抗器２６，３２，５０を跨ぐ電圧降下をモニターする。
該電圧降下はそれぞれのバルブの電流引き出し（ｃｕｒｒｅｎｔ　ｄｒａｗ）に対応する
。バルブ２４，３０，４８が正しく動作しつつあると、そのバルブ２４，３０，４８を通
って流れる対応する電流は正常である。従って、該制御器１００は該検出されたバルブ２
４，３０，４８が適当に動作していることを認識する。逆に、不調なバルブ２４，３０，
４８は該電流検出抵抗器２６，３２，５０を通って流れる、異常電流、すなわち、該正常
電流から逸脱した電流に帰着する。この場合、該制御器１００は該異常電流を検出し、直
ちに故障条件の通知を提供する。その結果、操作者又は技術者はそれが起こるや否や該問
題を知り、直ちに修理が行われる。
【００３６】
　又制御器１００は該インテリジェント噴流デイスペンサー１０に協働する入力パネル６
０を含む、該消費者インターフエース６２に協働するシグネチュア抵抗器７０と通信する
。該消費者インターフエース６２の該シグネチュア抵抗器７０は、該消費者に提示された
入力パネル光景（ｉｎｐｕｔ　ｐａｎｅｌ　ｌａｎｄｓｃａｐｅ）の種類のみならず特定
のバルブ構成に関する情報を該制御器１００に提供する。かくして、該制御器１００は該
デイスペンサー１０により使われた消費者インターフエース６２の精確な種類を認識出来
る。例えば、該制御器１００は、単一又は多数フレーバーノズル６４，６６の存在と、ど
の特定の供給方法論、例えば、押しボタン、レバー、押しボタンとレバー、部分制御設定
、又はオーバーフイルデバイス、が与えられた時間に該デイスペンサー１０上に偶々設置
されたかを認識する。
【００３７】
　該制御器１００が該消費者インターフエース光景のこの知識を得るので、電力立ち上げ
時、該制御器１００は、とりわけ、破壊行為による変更又は破損の発生、部品疲労、適当
な過程を踏まない事故的再構成について該光景をチェック出来る。もし何等かの望ましく
ない光景検出条件があれば、該制御器１００は修正アクションを始動するよう適当な警報
を発することが出来る。
【００３８】
　加えて、該インテリジェント噴流デイスペンサーは好ましくは、与えられた供給スイッ
チを用いた水及びシロップ供給部の必要な一対化を含む、該制御器内に埋め込まれたソフ
トウエアを有するのがよい。該入力パネル６０を含む、該消費者インターフエース６２の
この記憶されたデータと知識を用いて、該制御器１００は、全ての入力が適当に識別され
、該適当な水とシロップの供給へ写像される（ｍａｐｐｅｄ）ことを保証するよう、該デ
イスペンサー１０が構成される時、ステップバイステップの命令で技術者を手助けする（
ｐｒｏｍｐｔ）ことが出来る。
【００３９】
　又本発明の好ましい実施例の制御器１００は不足品質の炭酸水（ｐｏｏｒ　ｑｕａｌｉ
ｔｙ　ｃａｒｂｏｎａｔｅｄ　ｗａｔｅｒ）の飲料内への導入を防止するために該カーボ
ネータータンク２０と連携して動作する。該制御器１００は該カーボネータータンク２０
に水を追加するために何時該カーボネーターバルブ２４を賦活するかを決定するために該
水レベルセンサー３８の該高及び低レベルプローブ４０，４２の条件をモニターする。又
該制御器１００は該流量計３４を通る流体流れと、該消費者インターフエース６２の該入
力パネル６２に入れられたデイスペンシング要求をモニターする。
【００４０】
　該プローブ４０，４２の条件のモニタリングは、該水レベルが該低レベルプローブ４２



(10) JP 5468050 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

の下へ低下した時該カーボネータータンク２０へ水を供給し、そして該水レベルが該高レ
ベルプローブ４０へ上昇した時水の供給を止める、能力を該制御器１００に提供する。加
えて、該カーボネーターバルブ２４と、該流量計３４と、そして該デイスペンシング要求
とのモニタリングは、該水レベルが該低レベルプローブ４２の下へ降下する前に該カーボ
ネータータンク２０へ水を供給する能力を該制御器１００に提供する。
【００４１】
　例えば、もし該カーボネータータンクが水約２．９５７リットル（１００オンス）の容
積を有するならば、該高レベルプローブ４０は約２．６０２リットル（８８オンス）の水
を検出するよう位置付けられてもよく、該低レベルプローブ４２は約２．２４８リットル
（７６オンス）の水を検出するよう位置付けられてもよい。もし該カーボネータータンク
２０が該高レベルプローブ４０まで充たされそして次いで約０．２９５７リットル（１０
オンス）の水が該デイスペンシングノズル１８へ供給されたならば、該カーボネータータ
ンク２０には約２．３０７リットル（７８オンス）の水しか残っていない。該低レベルプ
ローブ４２の条件のみに基づくと、該制御器１００は、該水レベルが該低レベルプローブ
４２の下へ降下するまで該タンク２０への追加の水の供給のために該カーボネーターバル
ブ２４を賦活しないであろう。
【００４２】
　しかしながら、該制御器１００は該流量計３４を通る流体流れ、該カーボネーターバル
ブ２４，そして該入力パネル６０に行われた飲料要求をモニターするので、該制御器１０
０は水レベルが該低レベルプローブ４２の下へ降下することを予測し、該水レベルが該低
レベルプローブ４２に到達する前に該カーボネーターバルブ２４を賦活する。例えば、も
し該カーボネータータンク２０が約２．３０７リットル（７８オンス）、すなわち該低レ
ベルプローブ４２を上回る約０．０５９１リットル（２オンス）、を含みそして該制御器
１００が該カーボネータータンク２０から約０．０５９１リットル（２オンス）より多い
水を要求する飲料要求（含む複数）を検出するならば、該制御器１００は該水レベルが該
低レベルプローブ４２に達する前に該タンク２０へ水を供給するよう該カーボネーターバ
ルブ２４を賦活することが出来る。
【００４３】
　加えて、もし該カーボネータータンク２０が該高レベルプローブ４０まで充たされそし
て該制御器１００が該流量計３４を通る約０．３８４リットル（１３オンス）の流体流れ
を検出するなら、該制御器１００は、例え該低レベルプローブ４２が低水レベル条件を合
図しなくても該タンク２０に水を供給するため該カーボネーターバルブ２４を賦活出来る
。更に、もし水レベルが該低レベルプローブ４２に到達しそして該制御器１００が該バル
ブ２４を賦活するなら、該制御器１００は、例え該高レベルプローブ４０が高水レベル条
件を合図しなくても、約０．３５５リットル（約１２オンス）が供給された後該タンク２
０への水の供給を止めることが出来る。
【００４４】
　結果として、該カーボネータータンク２０はより以上にフル（ｆｕｌｌ）に保たれ、水
はより長くＣＯ２に接触して留まり、より高い炭酸化（ｃａｒｂｏｎａｔｉｏｎ）レベル
を保証する。これは高い注入需要の期間中は特に望ましい。更に、この動作はより効率的
な充填サイクルを提供し、より小さいカーボネータータンクの使用を可能にする。
【００４５】
　又該インテリジェント噴流デイスペンサーの好ましい実施例は該高レベル及び低レベル
のプローブ４０，４２の自動化されたトラブルシューテイングを提供する。該入力パネル
６０，流量計３４そしてカーボネーターバルブ２４と通信することにより、該制御器１０
０は該カーボネータータンク２０に入る及びそれを出る水を簡単に追跡することで何時該
カーボネータータンク２０がフルになるかを認識する。該タンクに入る及びそれを出る水
の通過合計（ｒｕｎｎｉｎｇ　ｔｏｔａｌｓ）は、該値が停電（ｐｏｗｅｒ　ｆａｉｌｕ
ｒｅ）の場合に保存されるようにメモリーデバイス（図示されず）内に記憶される。もし
該高レベルプローブ４０が該タンクがフルであることを示すことにより応答しないなら、
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該制御器１００は該高レベルプローブ４０が不調であるとの警報を合図する。同様に、該
制御器１００は該タンク２０内の該水レベルが何時該低レベルプローブ４２の下になった
かを認識する。もし該低レベルプローブ４２が低レベル条件を指示することにより応答し
ないなら、該制御器１００はそれが不調である警報を合図する。
【００４６】
　本発明のインテリジェント噴流デイスペンサー１０は複数の消費者インターフエース６
２を有してもよく、そして各消費者インターフエースは１つ以上の入力パネル６０を有し
てもよいことは評価されるべきである。この様な構成は、必要な所では、本発明の上記説
明された要素の複製を要するのみである。
【００４７】
　本発明のインテリジェント噴流デイスペンサー１０は該用水源１２と該カーボネーター
タンク２０の間の流体的に連通して位置付けられた第２の流量計を有してもよいことも又
評価されるべきである。該第２流量計は該カーボネータータンク２０に流入する水の量を
モニターするために使用出来て、かくして該制御器１００と通信するであろう。該第２流
量計は該タンク２０に入る水の量を決定するためのどんなデバイスでもよい。例えば、該
第２流量計は流量メーター（ｆｌｏｗ－ｒａｔｅ　ｍｅｔｅｒ）、流れ制御バルブ（ｆｌ
ｏｗ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｖａｌｖｅ）、又は制御された水供給部を有するタイムドポア（
ｔｉｍｅｄ　ｐｏｕｒ　ｗｉｔｈ　ａ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｗａｔｅｒ　ｓｕｐｐｌ
ｙ）であってもよい。
【００４８】
　更に、本発明のインテリジェント噴流デイスペンサー１０は、もし該噴流デイスペンサ
ー１０が非炭酸飲料をデイスペンスするために使用されるならば上記説明の該カーボネー
タータンク２０に加えて、又はそれの代わりに静水（ｓｔｉｌｌ　ｗａｔｅｒ）貯蔵タン
クを有してもよい。この様な場合、該静水タンクは、水レベルセンサー３８，流量計３４
，インレット（炭酸化）バルブ２４，そして用水源１２の様な、該カーボネータータンク
２０に協働するそれらと同様な要素を有するであろう。勿論、ＣＯ２源は該静水タンクに
は協働しない。該静水タンクの、水レベルのみならず該静水タンクに入る又はそれから出
る流れのモニタリングは、該カーボネータータンク２０に関して上記説明した様に行われ
るであろう。
【００４９】
　なお更に、もし貯蔵容器の形式でなら、該用水源１２は、該ＣＯ２源は存在しないが、
該カーボネータータンク２０に関連して上記説明した要素を含むことが出来ることは評価
されるべきである。結果として、該水貯蔵容器の、水レベルのみならず該水貯蔵容器内へ
及びそれから外への流れのモニタリングは該カーボネータータンク２０に関して上記で説
明した様に行われるであろう。
【００５０】
　本発明の精神と範囲を離れることなく本発明の該インテリジェント噴流デイスペンサー
に種々の変型と変更とが行い得ることは当業者には明らかである。従って、ここで表明さ
れた本発明の好ましい実施例は図解的であるよう意図されており、限定するものではない
。更に、本発明はこの発明の変型と変種とをカバーするよう意図されている。
【００５１】
　本明細書に組み入れられ、その１部を構成する、協働する図面は本発明の１実施例を図
解しそして、説明と共に本発明の目的、利点、そして原理を説明するのに役立つものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】インテリジェント噴流デイスペンサー用の本発明で作られたシステムの線図的表
現である。
【図２】図１の該インテリジェント噴流デイスペンサーで使用するための単一フレーバー
消費者インターフエースの線図的表現である。
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【図３】図１の該インテリジェント噴流デイスペンサーで使用するための多数フレーバー
消費者インターフエースの線図的表現である。

【図１】 【図２】
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