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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カプセル式醸造装置（１）の中に茶系飲料を製造する方法であって、
　注入チャンバ（１０）と、
　カプセル（３０）を受容する大きさ及び形状とされるカプセルホルダ（２０）と、
　フィルタ（２５）と、
　オリフィス（４０）の中で終端している開閉可能な通路（２９）と、
　前記オリフィス（４０）の下方に配置されていると共に吐出口（６３）を有しているベ
ッセル（６０）と、
　を備えている方法において、
　ａ）前記茶系飲料を醸造するために、液体及び不溶性の飲料材料を前記カプセル（３０
）から前記注入チャンバ（１０）の内部に導入するステップと、
　ｂ）十分な時間に亘って醸造した後に、前記通路（２９）を開放することによって、前
記茶系飲料を前記注入チャンバ（１０）から前記フィルタ（２５）を通じて、前記通路（
２９）に沿って、前記オリフィス（４０）を通じて、前記ベッセル（６０）の内部に流入
させ、前記吐出口（６３）から流出させるステップと、
　を備えていることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記不溶性の飲料材料が、茶樹材料を含んでいることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
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【請求項３】
　前記液体が、水であることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記水の温度が、８０℃～９５℃の範囲にあることを特徴とする請求項３に記載の方法
。
【請求項５】
　前記ベッセル（６０）が、周囲に側壁（６２）を有しているベース（６１）と前記吐出
口（６３）とを備えていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ベッセルが、カップ又はトレイであることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記茶系飲料が、前記オリフィスから分配され、自由空間を通じて前記ベッセルに落下
することを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　注入チャンバ（１０）と、
　カプセル（３０）を受容する大きさ及び形状とされるカプセルホルダ（２０）と、
　フィルタ（２５）と、
　オリフィス（４０）の中で終端している開放可能な通路（２９）と、
　前記オリフィス（４０）の下方に配置されていると共に吐出口（６３）を有しているベ
ッセル（６０）と、
　茶系飲料を醸造するために、液体及び不溶性の飲料材料を前記カプセル（３０）から前
記注入チャンバ（１０）の内部に導入するための手段と、
　前記茶系飲料を前記注入チャンバ（１０）から前記フィルタ（２５）を通じて、前記通
路（２９）に沿って、前記オリフィス（４０）を通じて、前記ベッセル（６０）の内部に
流入させ、前記吐出口（６３）から流出させるために、前記通路（２９）を開放するため
のバルブ（２１）と、
　を備えていることを特徴とするカプセル式醸造装置（１）。
【請求項９】
　　前記ベッセル（６０）が、周囲に側壁（６２）を有しているベース（６１）と前記吐
出口（６３）とを備えていることを特徴とする請求項８に記載のカプセル式醸造装置（１
）。
【請求項１０】
　前記ベッセルが、カップ又はトレイであることを特徴とする請求項９に記載のカプセル
式醸造装置（１）。
【請求項１１】
　前記ベッセル（６０）が、前記カプセル式醸造装置（１）のケーシングと一体化されて
いないことを特徴とする請求項８～１０のいずれか一項に記載のカプセル式醸造装置（１
）。
【請求項１２】
　前記注入チャンバ（１０）から前記吐出口（６３）の近傍に配置された前記ベッセルに
芳香を通気させるための導管が設けられていることを特徴とする請求項８～１１のいずれ
か一項に記載のカプセル式醸造装置（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲料を醸造するための方法及び装置に関する。より具体的には、本発明は、
注入チャンバを具備する装置内で醸造された、例えばお茶のような注入飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばお茶やコーヒーのような飲料は、一般に、家庭での利用を想定した挽コーヒー、
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ティーバッグやルーズリーフティーの中に用意されている。しかしながら、長い醸造時間
及び醸造後の汚れは不便である。
【０００３】
　お茶を自動的に醸造するための装置が知られている。例えば特許文献１及び特許文献２
に開示される一のタイプの醸造装置は、ティーポットの頂部に装着する醸造コンテナを備
えている。茶葉又は他の飲料材料が醸造コンテナの中に配置された後に、温水がその中に
導入される。醸造が完了すると、液体が醸造コンテナからティーポットに輸送される。そ
の後に、醸造コンテナは取り外され、飲料がティーポットからカップに注がれる。特許文
献３は、ほぐれた緑茶葉を加圧された温水で煎じるための抽出装置を開示している。煎じ
た後に、飲料がパイプを通じて抽出装置から流出する。
【０００４】
　カプセル式コーヒー自動醸造装置はよく知られている。挽コーヒーは、使い捨てのカプ
セル又はカートリッジに入っている。温水がカプセル又はカートリッジを通過することに
よって、飲料が醸造される。使用済みのコーヒー材料は、醸造後にカプセル内に保持又は
収集される。これにより、処分が容易になり、汚らしくなくなる。これら装置は、飲料を
醸造するための便利で素早い消費者に優しい方法を提供する。しかしながら、これら装置
が消費者によって一般に良質なコーヒー飲料を提供するものと認識されている一方で、お
茶を作るための同様の装置が常に同様に受け入れられている訳ではない。消費者は、この
ような醸造装置から作られたお茶が高品質でないと理解されている場合がある。
【０００５】
　お茶を醸造するためのカプセル式装置は、例えば特許文献４に開示されるように、透明
な注入チャンバを具備するように構成されている。液体に浸された茶葉は、注入が行なわ
れている際に利用者が視認可能である。醸造後に、茶系飲料は、注入チャンバの下方の吐
出口から垂直方向下向きに分配される。透明な注入チャンバを具備することによって、飲
料の品質及び“お茶らしさ（tea-ness）”が高められるが、それでもお茶を作るための装
置からの飲料の品質の割合を改善することが望ましい。従って、本発明の目的は、当該問
題を処置するカプセル式醸造装置内の茶系飲料を醸造するための方法を提供することであ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５６１９９０４号明細書
【特許文献２】国際公報第２００８／０５８５７６号
【特許文献３】国際公報第２００８／１５６２８３号
【特許文献４】国際公報第２００７／０４２４８５号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の実施態様は、
　カプセル式醸造装置（１）の中に茶系飲料を製造する方法であって、
　注入チャンバ（１０）と、
　カプセル（３０）を受容する大きさ及び形状とされるカプセルホルダ（２０）と、
　フィルタ（２５）と、
　オリフィス（４０）の中で終端している開閉可能な通路（２９）と、
　オリフィス（４０）の下方に配置されていると共に吐出口（６３）を有している管（６
０）と、
　を備えている方法において、
　ａ）茶系飲料を醸造するために、液体及び不溶性の飲料材料をカプセル（３０）から注
入チャンバ（１０）の内部に導入するステップと、
　ｂ）十分な時間に亘って醸造した後に、通路（２９）を開放することによって、茶系飲
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料を注入チャンバ（１０）からフィルタ（２５）を通じて、通路（２９）に沿って、オリ
フィス（４０）を通じて、管（６０）の内部に流入させ、吐出口（６３）から流出させる
ステップと、
　を備えていることを特徴とする方法を提供する。
【０００８】
　本発明の第２の実施態様は、
　注入チャンバ（１０）と、
　カプセル（３０）を受容する大きさ及び形状とされるカプセルホルダ（２０）と、
　フィルタ（２５）と、
　オリフィス（４０）の中で終端している開放可能な通路（２９）と、
　オリフィス（４０）の下方に配置されていると共に吐出口（６３）を有している管（６
０）と、
　茶系飲料を醸造するために、液体及び不溶性の飲料材料をカプセル（３０）から注入チ
ャンバ（１０）の内部に導入するための手段と、
　茶系飲料を注入チャンバ（１０）からフィルタ（２５）を通じて、通路（２９）に沿っ
て、オリフィス（４０）を通じて、管（６０）の内部に流入させ、吐出口（６３）から流
出させるために、通路（２９）を開放するためのバルブ（２１）と、
　を備えていることを特徴とするカプセル式醸造装置（１）を提供する。
【０００９】
　単純に垂直方向下向きにオリフィスからカップに分配されるではなく、管及び吐出口を
介して飲料を分配することによって、飲料が弧を描くように注がれる。このことは、この
ことは、ティーポットの吐出口から注がれるお茶を想起させるものであり、飲料の品質及
び“お茶らしさ”を際立たせる。
【００１０】
　“飲料”との用語は、実質的に水性の飲料可能な成分であって、ヒトが消費するのに適
したものを意味する。好ましくは、飲料は、飲料の少なくとも８５重量％の水を、より好
ましくは少なくとも９０重量％の水を、最も好ましくは９５重量％～９９．９重量％の水
を含んでいる。
【００１１】
　“不溶性の飲料材料”との用語は、水性の液体に浸されるか、又は浸み込んだ場合に、
例えば香味料及び／又は芳香族分子のような特定の水溶性物質を液体に解放する茶葉材料
、ハーブ葉材料、果物、及び／又は花材料（例えば花びら）を意味する。‘お茶’との用
語は、カメリアシネンシスやアッサムチャの葉材料及び／又は茎材料を意味する。また、
‘お茶’は、アスパラサス・リネアリスから得られるルイボスを含んでいる。‘お茶’は
、これらお茶のうち２つ以上のお茶をブレンドした製品も含むことを意図する。お茶材料
は、実質的に発酵されるとブラックティーとなり、半発酵されるとウーロン茶となり、実
質的に発酵されないと緑茶となる。“ハーブ木材料”との用語は、ハーブ浸出のための前
駆体として一般に利用される材料を意味する。好ましくは、ハーブ木材料は、カモミール
、シナモン、ニワトコの花、ショウガ、ハイビスカス、ジャスミン、ラヴェンダー、レモ
ングラス、ミント、ローズヒップ、ヴァニラ、バーベナから選定される。お茶材料は、さ
らに、果物（例えばリンゴ、クロフサスグリの実、マンゴー、ピーチ、パインアップル、
ラスベリー、ストロベリー等）を含んでいる場合がある。お茶材料には、例えばベルガモ
ット、柑橘類の果皮等によって、芳香及び／又は香辛料が加えられている場合がある。疑
義を回避するために、“不溶性の飲料材料”は、コーヒー材料を含んでいない。不溶性の
飲料材料は、乾燥され、好ましくは３０重量％未満の水分含量を、より好ましくは２０重
量％未満の水分含量を、最も好ましくは０．１重量％～１０重量％の水分含量を有してい
る。好ましくは、不溶性の飲料材料は、粒子の形態とされ、約２ｍｍ～約１０ｍｍの大き
さ（すなわち、最も長い直径）を、好ましくは３ｍｍ～７ｍｍの大きさを有している。
【００１２】
　好ましくは、飲料は、少なくとも０．０１重量％の固形の茶成分を有している。飲料は
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、より好ましくは０．０４重量％～３重量％の固形の茶成分を、さらにより好ましくは０
．０６重量％～２重量％の固形の茶成分を、最も好ましくは０．１重量％～１重量％の固
形の茶成分を有している。
【００１３】
　‘醸造’との用語は、飲料を形成するために液体を、特に温水を不溶性の飲料材料に追
加することを意味する。任意の温度で、好ましくは８０℃～９５℃の範囲で醸造が行なわ
れる。
【００１４】
　“注入チャンバ”との用語は、不溶性の飲料材料の注入を行うための、及び注入中に液
体中において飲料材料を周回させるための容器であって、最終的な飲料の容積の大部分、
少なくとも５０％の容積を収容するための容器を意味する。従って、“注入チャンバ”と
の用語は、その内側で醸造が行なわれるカプセルを意味する訳ではない（コーヒー醸造装
置では一般にそうなるが）。
【００１５】
　“吐出口”との用語は、液体の流れを導き方向づける要素を意味する。従って、吐出口
から離隔する途中の液体の流れは、水平方向の構成部品を有している。すなわち、液体は
、垂直方向下向きには流れない。好ましくは、吐出口は、突出しているチューブ又は溝で
ある。
【００１６】
　“カプセル”との用語は、カートリッジ、ポッド、及びパッケージ等を含んでおり、例
えば不溶性の飲料材料を収容するための剛体又は半剛体の容器である。好ましくは、カプ
セルは、本体部分と蓋部分とを備えており、蓋部分は、不溶性の飲料材料をカプセル内部
に収容するように本体部分に取り付けられている。蓋部分は、例えば箔のような薄膜から
作られている。
【００１７】
　本発明について、図面を参照しつつ説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明における醸造装置を表わす。
【図２】醸造装置の機能的な主要部品を表わす概略図である。
【図３】カプセルホルダの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明における醸造装置を表わす。装置１は、前面３及び後面４を具備するケ
ーシング２を有している。注入チャンバ１０は、マニホールド（図示しない）によって所
定の位置に支持及び保持されている。水リザーバ、ヒータ、及びポンプ（図示しない）は
、ケーシング２の後面４の内側に配置されている。
【００２０】
　不溶性の飲料材料は、カプセル（図示しない）の内部に配設されている。装置は、カプ
セルを受容可能な大きさ及び形状とされるカプセルホルダ２０を有している。図示のカプ
セルホルダ２０は、醸造するための位置に位置決めされており、カプセルホルダ２０の頂
部が、注入チャンバ１０と液密状態で接触している。図３に表わす実施例では、フィルタ
２５が、カプセルホルダ２０の内部に配置されている。代替的な実施例（図示しない）で
は、カプセルが、本体部分の底部にフィルタを有している。好ましくは、フィルタは、例
えばステンレス鋼製の微細なメッシュから構成されている。メッシュのサイズは、小さい
飲料材料を捕捉するのに十分に小さくなくてはならないが、排出が遅くなりすぎないよう
に十分に大きくなければならない。メッシュのサイズは、好ましくは１００マイクロメー
トル～５００マイクロメートル、より好ましくは１５０マイクロメートル～３００マイク
ロメートルとされる。
【００２１】
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　カプセルホルダ２０の下方には、吐出口６３を有しているベッセル６０が配設されてい
る。ケーシング２の前面３の底部には、飲料が分配されるときにカップを載置するための
トレイ８が配設されている。本発明では、“ベッセル（vessel）”との用語は、分配され
るべき飲料に表面を提供する任意の物体を意味する。図１に表わす実施例では、ベッセル
６０は、自身の縁部の周りに側壁６２を具備する平坦なベース６１から成り、吐出口６３
が配設された前部から離隔して配置されている。ベッセル６０は、カップ、トレイ、パイ
プ、又は任意の他の適切な物体でも良い。ベッセル６０は、装置と、例えばケーシング２
と一体化されているか、又は（図１に表わす実施例のように）別の部品であっても良い。
【００２２】
　図２は、装置の主要な機能部品を表わす概略図である。リザーバ５０からの水が、水フ
ィルタ５２、水ポンプ５４、ヒータ５６、及びバルブ５７を介して、注入チャンバ１０に
供給される。カプセルホルダ２０は、カプセル３０を保持する。カプセルホルダ２０の下
方には、ベッセル６０と、トレイ８に載置されたカップ９とが配設されている。バルブ５
７は、ヒータ５６と注入チャンバ１０との間における水の経路を制御する。最初に、水が
、飲料７０を醸造するために、カプセル２０を介して注入チャンバ１０に送り込まれる。
その後に、バルブ５７が、醸造チャンバ１０を濯ぐ及び／又は清浄するために、水がリン
スヘッド１８を介して醸造チャンバ１０に流入するように、水を方向転換させることがで
きる。また、好ましくはカプセルホルダ２０を介して注入チャンバ１０に空気を送り込む
ための空気ポンプ５８が配設されている。
【００２３】
　図３は、カプセル３０を収容した状態におけるカプセルホルダ２０の断面図である。カ
プセルホルダ２０の下側部分には、開閉可能な通路２９が配設されている。分配の際には
、飲料が通路２９を通じて流れる。通路２９は、排出バルブ２１によって閉じられ、オリ
フィス４０において終端している。好ましい実施例では、通路２９は、複数のオリフィス
において、より好ましくは３個～７個のオリフィスにおいて、最も好ましくは４個、５個
、又は６個のオリフィスにおいて終端している。単一の大径のオリフィスではなく、多数
の小径のオリフィスを有していることによって、分配終了時における滴下が少なくなるこ
とが判明した。
【００２４】
　利用時に、装置は以下のように機能する。利用者は、不溶性の飲料材料を包含するカプ
セルをカプセルホルダ内に載置する。その後に、カプセルホルダは、液密状態における接
触を形成するために、注入チャンバと連通して載置される。これにより、カプセルホルダ
と注入チャンバとは共に、醸造の際に醸造液を保持するためのベッセルを形成する。カプ
セルは、蓋を有している場合がある。但し、飲料材料を解放するために開放可能とされる
か、又は取り外し可能とされる必要がある。一の実施例では、蓋は、カプセルが装置に挿
入される前に、利用者によって取り外される。代替的には、蓋は、カプセルがカプセルホ
ルダに挿入された後に、装置によって自動的に開放される。
【００２５】
　装置は、カプセルを認識するための、及び／又はカプセルのコードから情報を読み取る
ための手段を有している場合がある。これにより、装置によるカプセルの認識が可能とな
るので、装置は、醸造作業のためのパラメータを、例えば醸造時間、水温等を自動的に設
定することができる。また、装置は、プログラミングによって、正しいタイプのカプセル
が存在する場合に限り動作可能とすることもできる。従って、有効なコードは、予測され
るタイプのカプセルが存在することを意味し、無効なコードは、予想外のタイプのカプセ
ル若しくは既に利用されているカプセルが存在すること、又はカプセルが存在しないこと
を意味する。認識システムは、適切であれば任意で構わない。認識システムとしては、例
えばカプセルとカプセルホルダとの間における機械式インターロックシステム、（例えば
色、蛍光性、又はバーコードによる）光学的認識、電子チップ、磁気チップ、無線自動識
別（ＲＦＩＤ）チップ等が挙げられる。また、装置によって、利用者は、例えば醸造時間
、カップのサイズ等のような醸造作業のパラメータを調整することができる。適切には、
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当該手段は、制御システムと共に、ボタンや装置に対する他の入力装置を備えている。
【００２６】
　水は、リザーバーから、好ましくは流水式ヒータ（flow-through heater）とされるヒ
ータに送り込まれる。その結果として生成された温水（及び任意には蒸気）は、その後に
、例えばニードルを通じてカプセルに送り込まれる。温水の流入によって、不溶性の飲料
材料が、開放されたカプセルから流出し、注入チャンバの内部に流入する。ヒータ及びポ
ンプは、注入チャンバ内で目標醸造温度（一般に８０℃～９５℃）に到達するように制御
される。一般に、水の流速は、２００ｍｌ／分～４００ｍｌ／分であり、水の容量は、１
５０ｍｌ～３００ｍｌであるが、飲料の所望の容量に依存する。
【００２７】
　空気は、カプセルホルダに送り込まれるか、又は注入チャンバに直接送り込まれ、これ
により飲料内に泡が生成されるので、飲料材料が攪拌される。このことは、視覚的外観を
向上させるのみならず、注入を補助すると共に、飲料材料が注入チャンバの側面に固着す
ることを防止する。さらに、空気が導入されるので、芳香が解放される。芳香は、導管を
介して吐出口の近傍に配置された孔に通気している場合があり、これにより利用者は、醸
造中にお茶に芳香を加えることができる。好ましい実施例では、芳香は、注入チャンバか
ら導管を通じて芳香孔に至るようになっている。芳香孔は、吐出口６３の近傍に、好まし
くは吐出口６３に隣接して配置されている。醸造時間は、一般に１０秒～１２０秒である
が、好ましくは利用者の入力及び／又はカプセルから読み取られた情報によって設定され
る。
【００２８】
　所要時間に亘って醸造が行なわれると、排出バルブが開放されるので、飲料が注入チャ
ンバから排出される。好ましくは、排出バルブの開放は、機械装置によって自動制御され
ている。飲料は、注入チャンバからフィルタ２５を通じて流れる。不溶性の飲料材料は、
フィルタによって通路に侵入することが防止される。その後に、飲料は、通路２９を通じ
て流れ、オリフィス４０を通じて流出し、管６０の内部に流入し、最終的には吐出口６３
を通じて、利用者がトレイ８の上に既に載置しているカップ９の内部に注入される。従っ
て、飲料は、垂直下向きに向かってカップの内部に分配されるのではなく、お茶がティー
ポットの吐出口から注がれる際に描く円弧に類似した円弧を描く。このことは、コーヒー
メーカーとは異なり、飲料の“お茶らしさ（tea-ness）”を際立たせる。図１に表わす実
施例では、管とオリフィスとは直接接続されていない。従って、飲料は、オリフィスから
分配され、自由空間を通じて管に落下し、吐出口を介して流出するので、消費者は、お茶
が弧を描いてカップに注がれる様子を見ることができる。最後に、飲料が分配された後に
、利用者は、利用されたカプセルと使用済みのお茶の葉を取り除く。カプセルホルダの下
方に自由空間が設けられていることによって、醸造後にカプセルホルダを容易に取り外す
ことができる。これにより、利用されたカプセルを廃棄することができる。同様に、この
自由空間によって、醸造前に新しいカプセルをカプセルホルダに容易に挿入することがで
きる。対照的に、カプセルホルダの底部が管に近接している場合には、カプセルホルダの
取り外し及び挿入が容易ではなくなる。
【００２９】
　上述の本発明の実施例における各部分の様々な特徴は、適宜変更すべき箇所を変更する
ことによって他の部分に適用することができる。結論として、一の部分で特定された特徴
は、他の部分で特定された特徴と適宜組み合わせることができる。本発明を実施するため
の上述の実施形態についての様々な変更例は、特許請求の範囲に定義される技術的範囲内
にある関連分野における当業者にとっても明白である。
【符号の説明】
【００３０】
　　２　ケーシング
　　３　前面
　　４　後面
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　　８　トレイ
　　９　カップ
　１０　注入チャンバ
　２０　カプセルホルダ
　２１　排出バルブ
　２５　フィルタ
　２９　通路
　３０　カプセル
　４０　オリフィス
　５０　リザーバ
　５２　水フィルタ
　５４　水ポンプ
　５６　ヒータ
　５７　バルブ
　６０　管
　６１　ベース
　６２　側壁
　６３　吐出口

【図１】 【図２】
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