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(57)【要約】
【課題】　複数の飲料成分を、最終的に飲料容器内での
み混合して、高品質の飲料を提供する。
【解決手段】飲料集液ユニット１は、カートリッジ１３
から飲料成分を別々に分配するための、少なくとも２個
の別々の分配手段（５，７；８，９）を備えている飲料
分配装置。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水導入手段、飲料成分を含むカートリッジ、及びカートリッジから飲料容器へ飲料を分
配するための飲料集液ユニット（１）を含む飲料分配装置であって、前記飲料集液ユニッ
ト（１）は、前記カートリッジ（１３）から飲料成分を別々に分配するための、少なくと
も２個の別々の分配手段（５，７；８，９）を備えることを特徴とする飲料分配装置。
【請求項２】
　前記分配手段（５，７；８，９）は、２以上の別々の異なった分配ダクトを含む請求項
１に記載の飲料分配装置。
【請求項３】
　前記ダクト（７，９）は、２以上の別々の異なった経路を有し、この経路に沿って、分
配される飲料成分が、カートリッジ（１３）からカップや他の飲料容器へ向けて流れるよ
うになっている請求項２に記載の飲料分配装置。
【請求項４】
　前記飲料集液ユニットは、同心状に隣接する２個の環状集液チャンバ（８，５）を有し
、各チャンバは、前記分配手段の一方へ通じる少なくとも１個の出口（６，１２）を有す
る請求項１～３までのいずれかに記載の飲料分配装置。
【請求項５】
　前記飲料集液ユニット（１）の分配ダクト（７，９）のうちの１つ（７）は、他のダク
ト（９）の径より小径である請求項４に記載の飲料分配装置。
【請求項６】
　飲料成分を含むカートリッジ（１３）と、このカートリッジから飲料容器へ飲料を分配
するための飲料集液ユニット（１）を有する飲料分配装置から、飲料を分配する方法であ
って、
　前記飲料成分は、前記カートリッジから飲料を分配するための少なくとも２つの別々の
分配手段（５，７；８，９）を通って、前記カートリッジから前記飲料容器へ分配される
ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記カートリッジは、少なくとも２種の飲料成分を含み、この飲料成分を、異なった時
間に分配する請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記カートリッジは、少なくとも２種の飲料を含み、この飲料は、異なった時間に分配
される請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの水／蒸気導入手段を通して、水が前記カートリッジに供給される請求
項６に記載の方法。
【請求項１０】
　異なった飲料又は成分を含む少なくとも２個の別々の空間を備え、各飲料又は成分は、
カートリッジから、異なった分配ダクトを通して、最終的に飲料容器へ分配されるように
なっていることを特徴とする飲料分配装置用カートリッジ。
【請求項１１】
　中央に位置する主分配用主孔と、１又は２以上の周縁部に位置する二次的な出口孔とを
備える請求項１０に記載のカートリッジ。
【請求項１２】
　前記主孔が、カートリッジ内の飲料の圧力により開くようになっている請求項１０又は
１１に記載のカートリッジ。
【請求項１３】
　前記分配用出口孔の周囲に、複数のチャンネルが形成されている請求項１１又は１２に
記載のカートリッジ。
【請求項１４】
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　少なくとも１個の飲料用出口孔を備える飲料分配装置用カートリッジであって、前記出
口孔が、前記カートリッジの底壁の周囲に位置していることを特徴とするカートリッジ。
【請求項１５】
　周囲に複数の出口孔を有する請求項１４に記載のカートリッジ。
【請求項１６】
　更に、中央に出口孔を有する請求項１４又は１５に記載のカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホットドリンク又はコールドドリンクを調製するための飲料カートリッジ、
及び飲料システムの分野に関する。より詳細には、本発明は、コーヒー、ティー、カプチ
ーノのような飲料を、自動販売機において調製する際に使用され、新鮮な液体や、溶性又
は粉末製品を含む使い捨てカートリッジを使用する飲料システムに関する。また本発明は
、このような飲料の分配方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、飲料自動販売機（いわゆるクローズド・システム）がますます流行している。こ
の機械は、実用的で使用者に優しい飲料販売システムを提供し、このシステムにおいては
、一般に、ポッド、カプセル又はカートリッジと呼ばれる食品専用の使い捨て容器を使用
する。これにより、摂取量を制限することができ、低価格で、メンテナンスが殆ど不要な
自動販売機により、使用者に、常に一定の品質を有し、清潔で、熟練を必要としない調製
サイクルが提供される。
【０００３】
　本出願人であるツットエスプレッソ名義の欧州出願公開第０１２５２１５号公報は、前
記自動販売システムに関する初期開示の１つである。このホットドリンク自動販売機は、
予め満たされた異なったサイズの容器を使用して、アメリカンコーヒーからエスプレッソ
及びチョコレート風味のドリンクまでの種々のドリンクを販売するために使用できる。こ
のことは、水供給ヘッドと、カートリッジ本体を構成する２部分から成る醸造／混合チャ
ンバを密閉する閉鎖手段により得られ、この閉鎖手段は、異なったサイズの容器に適合し
うるようになっている。
【０００４】
　この初期のカートリッジ及びシステムは、年々進化して、より複雑になり、高品質の飲
料を提供しうるようになっている。
【０００５】
　近年におけるカートリッジの改善の目的や調査の対象は、カートリッジの開け方、良好
なビールの泡を得ること、及びカートリッジの可撓性にある。
【０００６】
　国際出願公開第９５２５４５７号公報は、プラスチック製の先鋭体からなる濾過ヘッド
で開口されるようになっている密閉されたカートリッジを使用するシステムに関するもの
である。このカートリッジは、カートリッジホルダ内に置くと、濾過壁の突起に面する底
部壁を有し、底部壁が、カートリッジに供給された液体圧により変形すると、前記突起に
より、孔が開けられるようになっている。この濾過及び開口ヘッドは、このシステムにお
ける主要な問題となっている。それは、飲料が、濾過ヘッドを通って、使用者の容器に達
するためのスリットのサイズが小さいことである。
【０００７】
　米国特許第５６５６３１６号明細書は、カートリッジ内に圧力水を供給する導管用の孔
が頂壁に開けられている飲料用使い捨てカートリッジに関する。飲料のコレクタは、カー
トリッジの底壁の下方に位置し、カートリッジの内圧が増加すると、変形して、飲料を外
に出すようになっている。このものにおいては、カートリッジを開けるための手段が、飲
料分配機に設けられており、異なった飲料用カートリッジを使用する場合には、飲料が汚
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染源と接触して、二次汚染の問題が生じる。
【０００８】
　ツットエスプレッソ名義の国際出願公開第０２／０７６２７０号公報は、カートリッジ
を含むようにデザインされたハウジング手段を有する集液デバイスを備える使い捨てカー
トリッジに入っている可溶性製品から、飲料を調製するためのユニットシステムについて
記載している。このシステムでは、少なくとも１個のスロットが、カートリッジから出る
飲料を、層状の流れにする。このシステムは、飲料を優れた品質の混合物にするが、順応
性に乏しい。
【０００９】
　高品質の多成分飲料を提供するための順応性のある分配システムを得るための多くの研
究が、従来行われている。
【００１０】
　例えば、クラフトフーズ社名義の欧州特許出願第１４４０９１０号は、液体又は粉末ミ
ルクを含むか、又は炒ってあるか、あるいは挽いてあるコーヒーやティーなどを含む食品
から、飲料を調製するための使い捨てカートリッジを開示している。この出願により開示
されたシステムは、新鮮な茶葉やコーヒーのような簡単な単一成分の飲料だけでなく、例
えば加工ミルクや、濃縮フルーツジュースを含む飲料などの最新のドリンクメニューを提
供することができる。しかし、例えばラッテマッキアートを調製する場合には、２個の別
々のカートリッジ、すなわちコーヒー用の第１のカートリッジと液体ミルク用の第２のカ
ートリッジを使用することが必要であり、このことは、前記システムにおける明白な問題
点であって、飲料のコストが増加し、かつ分配方法及び装置が複雑になる。
【００１１】
　同じ出願人（クラフトフーズ社）の他の出願である米国特許出願第２００４－０１８２
２５１号は、複数の部材を組み立てて成るカートリッジを開示している。組立てられたカ
ートリッジは、飲料を飲料容器に分配するための注ぎ口を有し、複数の飲料成分を入れる
ことができる。このカートリッジは、非常に複雑で、幾つかの異なった部材からなってい
るため、製造コストが高くなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、改良されたシステムに対する要求がある。すなわち、特に２以上の成分を、簡
単で信頼性が高く、かつ費用効果のすぐれた手法で飲料を分配しうる、カートリッジと飲
料集液エレメントを含む装置及び方法が必要とされている。
【００１３】
　前記問題点を解決し、かつ１又は２以上の飲料成分から高品質の飲料を提供できる改良
された飲料分配装置及び方法を提供することが、本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、カートリッジと、このカートリッジから飲料容器へ飲料を分配するための飲
料集液ユニットを備える飲料分配装置において、前記飲料集液ユニットは、単一カートリ
ッジから飲料成分を分配するための、少なくとも２個の別々の分配手段を備えていること
を特徴とする飲料分配装置を提供するものである。またこの装置は、水及び／又は蒸気導
入手段、すなわち、カートリッジに水及び／又は蒸気を供給し、カートリッジ内で、水又
は蒸気、あるいはそれらの両者を飲料成分と混合して、飲料を得る手段を備えている。
【００１５】
　換言すると、本発明によると、２本以上の別々の異なった経路を形成する２本以上の別
々の異なったダクトを利用し、分配される飲料又はその成分が、前記経路を通ってカート
リッジからカップや他の飲料容器に供給される。
【００１６】
　また本発明は、カートリッジと、カートリッジから飲料容器へ飲料を分配するための飲
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料集液ユニットとを有する飲料分配装置から、飲料を分配する方法において、前記飲料を
、前記カートリッジから前記飲料容器へ、少なくとも２つの別個の分配手段を経て、分配
することを特徴とする方法をも提供するものである。
【００１７】
　好ましい態様によると、２個の分配手段は、前記集液ユニットに形成された２個のダク
トを備え、各ダクトは、カートリッジの１又は２以上の開口部から、前記飲料又は飲料成
分を前記飲料容器に供給するために適した位置へ広がっている。各ダクトの入口は、他の
ダクトの入口から分離され、１種の飲料又は飲料成分のみがカップへ流れるようになって
いる。換言すると、本発明のダクトは、１種の飲料又は飲料成分（例えばコーヒーやミル
ク）専用である。
【００１８】
　他の好ましい態様によると、前記カートリッジは、異なった飲料や成分を入れるための
少なくとも２つの空所を有し、各飲料又は成分は、異なった分配ダクトを通して、カート
リッジから飲料容器に分配される。
【００１９】
　本発明の他の局面によると、飲料集液ユニットは、同じ面、又は異なった複数の面に互
いに隣接し、かつ同心状に配置された２個の環状集液チャンバを有し、各チャンバは、前
記分配手段に向かう少なくとも１個の出口を有している。好ましい態様では、２個の入口
と２個の出口を有する飲料集液ユニットが、別々の水入口と飲料（又は飲料成分）出口を
有するカートリッジとともに使用される。前記分配装置の水／蒸気導入手段、すなわちカ
ートリッジに水／蒸気を供給する手段も、異なった温度の水、ときには蒸気を供給するた
めの別々の出口孔を有している。この態様においては、２又はそれ以上の別々の流路が、
システムの上部（水／蒸気供給出口）から下部へ、すなわち飲料集液ユニットの分配手段
の端部に向けて形成されている。
【００２０】
　飲料集液ユニットの複数の分配ダクトの１本は、他のダクトよりも小径であることが好
ましい。径が異なることに加えて、前記ダクトは、異なった形状、構成及び内部仕上げを
有していても良く、異なったカートリッジとの組み合わせにより、カップ内の飲料の品質
を好適にすることができる。
【００２１】
　本発明による飲料分配システムは、多くの利点を有している。
【００２２】
　飲料用の２以上の流路を形成する別々の分配手段、すなわち２以上の異なった分配ダク
トを使用することにより、非常に簡単なカートリッジを使用して、非常に良好な飲料特性
を維持することができる。異なった成分が、異なった分配ダクトを通るため、飲料が集液
される最後のカップに至るまで、飲料成分の専用クリーム（例えば泡）、質感及び色は保
持され、これにより高品質のドリンクが得られる。例えば、「ラッテマッキアート」の場
合、ミルク及びコーヒー（すなわち２種類の飲料成分）は、カートリッジの２つの異なっ
たチャンバ又は空間から分配され、飲料集液ユニットを別々に流れてカップに到達する。
２種の成分を異なった時間に分配する（例えばミルクを先に、コーヒーを後に）ことによ
り、完全に一致するものではないにしても、最後的に得られる飲料は、バーなどで得られ
る飲料に非常に近いものとなる。
【００２３】
　他の利点は、異なったフレーバを有する２種の別々のドリンクの二次的な混合、すなわ
ちフレーバが混合されることがないことである。これは重要なことであり、生じ得るアレ
ルギ物質（例えばミルクプロテイン）により、分配されるアレルギ物質を含まないドリン
クが汚染される可能性は回避され、付随的な問題は解決される。
【発明の効果】
【００２４】
　より一般的述べると、本発明のシステム（水供給手段、カートリッジ、飲料集液ユニッ
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ト及び分配方法）によると、異なった成分を有するカートリッジを使用して、同じ分配装
置から、異なった液を得ることを可能にし、新鮮な溶性の成分と、液体濃縮物及び乳製品
の両者を、異なった醸造又は混合法を使用し、最後に別々の出口経路を流すことにより、
分配することができる。例えば水や蒸気を、異なった温度と圧力のミルクを含むチャンバ
に供給し、挽いたコーヒーを含む他のチャンバに水を供給すると、２種の成分は、カップ
の中でのみ混合され、これにより、ミルクが不適切に処理されることが回避される。
【００２５】
　本発明の他の特徴や利点は、添付図面を参照して行う非限定的な実施例の説明により、
更に明らかになると思う。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の範囲を明確にするために説明すると、「成分」とは、水と混合することができ
るか、又は人間が消費する飲料の一部又は全部として使用できる食用又は飲用に適する物
質までを含むものである。本発明の範囲を限定するものではないが、本発明においては、
例えば挽いたコーヒー、茶葉、漢方薬、及び濃縮クリーム、ＵＨＴミルククリーム、粉末
ミルクのような乳製品又は乳製品ではない可溶性又は液体製品、あるいはチョコレート、
事前混合したカプチーノ、レモンティー粉末、濃縮フルーツジュース、シナモンなどの人
工又は天然の香料、粉末ドレッシングで充填されたカートリッジを使用することができる
。
【００２７】
　前述した通り、飲料成分には、他の成分と組み合わされて、作り置きのコーヒーのよう
な最終製品を得るようになっている飲料までが含まれ、直接消費されるものを飲料とし、
例えばクリームと一緒に使用されるものを、「飲料成分」と定義する。
【００２８】
　図１から図４は、本発明の飲料集液ユニット１を示す。このユニットは、公知の手法で
、カートリッジに結合される上部２を有し、例えば前記ユニットは、カートリッジを設置
し及び／又は解除するプランジャ４を有している。前記集液ユニット１の下部３は、更に
飲料又は飲料成分を、カップや他の飲料集液手段（図示せず）のような飲料容器に分配す
るダクト、又はそれに類似する手段を備えている。
【００２９】
　本発明によると、飲料集液ユニット１は、１又は２以上のカートリッジから、飲料を分
配するための、少なくとも２個の分配手段を備えている。
【００３０】
　図示の態様では、前記分配手段は、互いに同心状に配置された２個の環状の集液チャン
バ５及び８と、２個の分配ダクト７及び９をそれぞれ備え、飲料（成分）をカップに導く
ようになっている。他の集液チャンバの配置（隣合わせのような）も可能である。２個の
分配手段、すなわち集液チャンバと接続ダクトは、カートリッジの１又は２以上の孔から
、前記飲料又は飲料部分を前記飲料容器まで導くのに適切な位置まで達している。各ダク
ト又は各集液チャンバの入口は、他のダクトの入口から離れ、１つの飲料又は飲料成分の
みがカップへ流入できる。換言すると、本発明の分配手段は、一飲料又は飲料成分のみを
、カートリッジから最終の飲料容器（例えばカップ）へ供給する専用手段である。
【００３１】
　図示の実施形態では、外側の環状チャンバ５は、傾斜した底面、すなわちユニット１の
水平面に対して傾斜した平面上にある底壁を有している。底部１０は、集液した飲料（成
分）を、分配ダクト７に接続された出口孔６に供給するようになっている。
【００３２】
　チャンバ８は、截頭円錐状の底面１１を有し、これは、出口１２と分配ダクト９の漏斗
状の端部を形成している。
【００３３】
　飲料集液ユニット１の複数の分配ダクトの１つ７の径は、他の分配ダクト９径より小さ
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いことが好ましい。小径の分配ダクト７は、コーヒーを飲料容器に供給するときに便利で
ある。驚くべきことに、この小径の分配ダクト７を通して分配されるコーヒーの泡の質感
が、標準的なダクトと比べて、大きく改良されることが見出された。前述した通り、２個
のダクトは、異なる径を有するだけでなく、異なった形状や内部加工状態を有していても
良く、またそれらは、異なった材料で形成されていても良い。
【００３４】
　大径の分配ダクト９は、ミルクや乳製品あるいはスープなどの他の成分を、カップに分
配し供給する。このダクトを通して分配される製品から見ると、ダクトの材料は、残渣の
形成を回避するため、可能な限り表面を円滑にし、食品処理用に適した抗菌性薬剤を含む
物質を使用できる。小径の分配ダクトは、コーヒー用として使用することが好ましく、図
に示した直線的なチューブとは違った形状として、飲料の質感とカップ内での品質を最高
にすることができる。
【００３５】
　本発明の飲料集液ユニット１は、１又は２以上の飲料成分を含むカートリッジを使用で
きることは理解しうると思う。実際、集液ユニットを、従来のカートリッジとともに、あ
るいは本発明のカートリッジとともに使用できる。
【００３６】
　図５から図１０は、上述した集液ユニット１で使用できるカートリッジの好ましい態様
を示す。
【００３７】
　カートリッジ１３は、任意の好ましい手法、例えば接着、熱的結合などで、互いに保持
された下部１４と上部１５を備え、飲料成分用の容器となっている。前記上部１５には、
尖った物、すなわち複数の穿刺突起１７により孔があけられるようになっているシール用
フォイル１６が装着され、ポンプから水が供給される。この態様は、２００４年９月１７
日に出願されたツットエスプレッソ名義のＰＣＴ／ＩＴ２００４／０００６０３に開示さ
れているが、本発明はこの態様に限定されず、孔が存在したり、カートリッジに設けられ
ていない穿刺手段を採用するような公知の又は類推できる態様を、本発明で使用すること
が可能である。
【００３８】
　図５は、前記カート突片の下部１４に装着され、かつカートリッジ１３の底壁２１から
突出する複数の突片２０上に位置するフィルタ１８及びフィルタ保持部材１９を示し、こ
れらのリッジは、図１２及び図１３に詳細に示されている。
【００３９】
　本発明によると、カートリッジ内の飲料成分用の出口孔は、集液ユニットのみの分配手
段に接続され、これにより前記集液ユニットに、別の手法、つまり異なった経路で、異な
った飲料成分を、カップや他の飲料容器に供給する手段が提供されている。
【００４０】
　この目的のため図示の態様では、底壁２１に、底壁２１に対して実質的に縦方向を向く
短寸の環状壁２４が設けられ（図６）、前記底壁２１の外側部分を、別の飲料（成分）を
分配する２個の別のエリアに区画している。前記底壁２１の外周部には、少なくとも１個
の、好ましくは複数の分配用出口孔２３が設けられている。前記環状壁２４の中央部には
、中央出口孔２２が形成され、カートリッジからの飲料の流れを集液ユニット１へ供給す
るようになっている。
【００４１】
　より詳細に述べると、前記カートリッジの中心には、４個の翼部２２ａを形成するため
の２本の分離線２５を備える中央出口孔２２が設けられている。翼部２２ａを曲げること
により、出口孔を形成することができる。
【００４２】
　中央出口孔２２は、プラジャ４により翼部２２aをカートリッジ１３の内方へ押圧する
ことにより開口されるか、又はカートリッジ１３に供給される加圧水により翼部２２ａを
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カートリッジ１３の外方へ向けて押圧することにより開口される。前者の態様では、プラ
ンジャ４は、底壁２１の中央出口孔２２より小径であって、この中央出口孔２２に挿入さ
れている。後者の態様では、集液ユニットは、前記中央出口孔２２より大径のプランジャ
ヘッドを有し、図８から図１１に示すように、プランジャヘッドは、底壁２１の外周の環
状壁２４の内周部２１ａに当接している。
【００４３】
　中央出口孔２２からの飲料の流れを、集液ユニット１のチャンバ８に導くために、複数
のチャンネル２６が、底壁の内周部２１ａに形成されている。プランジャ４が底壁２１の
内周部２１ａに当接しているので、十分大きなスペースが、プランジャ４のヘッドと中央
出口孔２２との間に形成され、中央出口孔２２の翼部２２ａを外側に向けて折曲させるこ
とができる。更にチャンネル２６は、飲料が流れてチャンバ８及び分配ダクト９に到達す
るための空間を提供する。プランジャ４のヘッドと翼部２２ａとの間の空間が小さ過ぎ、
かつ中央出口孔２２の翼部２が長過ぎると、翼部の先端がプランジャ４のヘッドと接触し
、飲料の出口部が小さくなる。逆も同様である。前記空間すなわち距離が大き過ぎると、
飲料の出口孔は大となる。これらのパラメータを調節することにより、すなわちカートリ
ッジの出口におけるスロットを調節することにより、飲料の品質を最良にすることができ
る。
【００４４】
　図１１は、飲料分配ステップにおけるプランジャ４とカートリッジ１３の底壁の部分を
概略的に示している。このステップで、開口２２の翼部は外側に向けて、すなわちプラン
ジャ４の方向に向けて押され、これにより飲料は、カートリッジから外へ、矢印Ｆで示す
ように流れ、流路中のプランジャ４のヘッドに沿って、かつ集液ユニットに沿って、下方
のカップ（図示せず）に向かって流れる。
【００４５】
　図１５及び図１６は、集液ユニット４４の他の態様を示している。この態様では、チャ
ンバ８は壁４５に囲まれ、この壁は、カートリッジの底壁２１の内周部２１ａに接触する
。翼部２２ａは、チャンバ８の内側に向かって開く。
【００４６】
　１又は２以上の分配用出口孔２３を開口させるために、底壁２１ａのこれらの部分（す
なわち、環状壁２４の外周側の底壁２１の部分）には、下向きの突起２７が形成されてい
る。図示の好ましい態様では、この突起２７は、分配用出口孔２３と一体であり、かつこ
の出口孔の楔状部により形成されている。換言すると、分離線２５で区画される分配用出
口孔２３の部分２３に対応する個所において、底壁２１ｂは、外向きに広がって、楔状の
突起２７を形成している。飲料集液ユニット１へ分配用出口孔２３の部分が落下すること
を防止するために、ヒンジ２８状の保持手段が形成されて、前記部分をカプセルの底壁に
保持している。
【００４７】
　前記主孔２２の形成方法と同様に、この場合も、分配用出口孔２３は、集液ユニット１
の楔状部により、又はカートリッジ内に内部圧を生成させることにより開けることができ
る。図示の態様は、後者の解決法、すなわち内部圧生成を利用し、前記出口孔２３は、加
圧水をカートリッジに供給すると、外側に向けて開く。
【００４８】
　図５から図１０に示したカートリッジは、内部空間を、２種の異なった成分用の２個の
チャンバに区画するための内部壁を有しない。この態様は、図１４に示されている。
【００４９】
　図１４に示すカートリッジは、下部２９と上部蓋３０を有している。カートリッジの底
壁３１には、内部に位置し、カートリッジの底壁３１から上部蓋３０へ達する環状壁３２
が形成されている。このように、カートリッジ内の空間は、中央チャンバ３５と周辺チャ
ンバ３４の２つのチャンバに分割されている。中央チャンバ３５の上部と下部には、濾紙
が装着されている。下部濾紙は、孔を有するディスク（図示せず）で支持していても良い
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。
【００５０】
　周辺チャンバ３４は、例えば前述の態様の分配用出口２３と同じように操作される、飲
料用出口孔３６を有している。中央チャンバ３５は、孔の開いた底壁を有するが、図５か
ら図１１におけるのと同じような底壁も、好適に適用できる、
【００５１】
　上部蓋３０は、水を選択的にチャンバ３４及び３５に供給するための複数の孔を有して
いる。より詳細には、前記上部蓋３０は、中央エリアＣを環状エリアＡから隔てる２個の
リッジ３７及び３８を有している。中央エリアＣには、水が中央チャンバ３５に到達する
経路となる孔３９が設けられ、環状エリアＡの孔４０は、水や蒸気をチャンバ３４に供給
する。４１は、装置の水供給部を示す。前記水供給部４１がカートリッジの上部蓋３０に
押し付けられると、２個のＯリング４４，４５又はその他の密閉手段は、２個のエリアＡ
及びＣを密閉する。水又は蒸気、あるいはそれら両者を、供給ダクト４２及び４３を通し
て、選択的にチャンバ３４及び３５へ供給することができる。
【００５２】
　本発明のシステムは、適応性が非常に高く、集液ユニットを従来のカートリッジと使用
することを可能にする。この場合、１種の飲料のみが、１種の分配手段又は分配ダクト７
又は９を経て分配される。従って本発明は、既存の分配装置と比較して、迅速かつ効率的
に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明による飲料集液ユニットを下方から見た斜視図。
【図２】本発明による飲料集液ユニットを上方から見た斜視図。
【図３】図１及び図２の飲料集液ユニットの縦断面図。
【図４】図３とは異なった断面における、図１及び図２の飲料集液ユニットの縦断面図。
【図５】本発明によるカートリッジの分解図。
【図６】図５のカートリッジの底面図。
【図７】図５のカートリッジの平面図。
【図８】図７のカートリッジのＤ－Ｄ線断面図。
【図９】図７のカートリッジのＣ－Ｃ線断面図。
【図１０】図６のカートリッジのＥ－Ｅ線断面図。
【図１１】図５のカートリッジの詳細を示す断面図。
【図１２】図５のカートリッジの下部の平面図。
【図１３】カートリッジの底部の斜視図。
【図１４】本発明による２室型カートリッジの断面図。
【図１５】本発明による集液ユニットの他の態様を示す斜視図。
【図１６】図１５のカートリッジの断面図。
【符号の説明】
【００５４】
　１　飲料集液ユニット
　２　上部
　３　下部
　４　プランジャ
　５，８　集液チャンバ
　６　出口孔
　７．９　分配ダクト
　１２　出口
　１３　カートリッジ
　１４　下部
　１５　上部
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　１６　シール用フォイル
　１７　穿刺突起
　１８　フィルタ
　１９　フィルタ保持部材
　２０　突片
　２１　底壁
　２１ａ　内周部
　２２　中央出口孔
　２２ａ　翼部
　２３　分配用出口孔
　２４　環状壁
　２６　チャンネル
　２７　突起
　２８　ヒンジ
　２９　下部
　３０　上部蓋
　３１　底壁
　３２　環状壁
　３４　周辺チャンバ
　３５　中央チャンバ
　３６　出口孔
　３７,３８　リッジ
　３９,４０　孔
　４１　水供給部
　４２，４３　供給ダクト
　４４　集液ユニット
　４５　環状壁
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