
JP 2013-535242 A 2013.9.12

10

(57)【要約】
　飲料（５０）を注出するためのマシン（１）は、前記
飲料を注出するための出口（４）と、そのようなマシン
内で、出口の下側で小型ユーザ容器（５１）を支持する
ための位置から出口の下側に大型ユーザ容器（５２）を
配置するための位置に移動できるユーザ容器支持体（５
）と、前記位置のうちの少なくとも一方でユーザ容器支
持体の移動を停止させるための手段とを有する。停止手
段は、前記位置のうちの前記少なくとも一方でユーザ容
器支持体を締結するための手段（５７，５８）を備える
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲料（５０）を注出するためのマシン（１）であって、
　前記飲料を注出するための出口（４）と、
　当該マシン内で、前記出口の下側で小型ユーザ容器（５１）を支持するための支持位置
から前記出口の下側に大型ユーザ容器（５２）を配置するための配置位置に移動できるユ
ーザ容器支持体（５）と、
　前記支持位置および前記配置位置のうちの少なくとも一方で前記ユーザ容器支持体の移
動を停止させるための手段と
を有するマシン（１）において、
　前記停止手段が、前記支持位置および前記配置位置のうちの前記少なくとも一方で前記
ユーザ容器支持体を締結するための手段（５７，５８）を備えることを特徴とする、マシ
ン（１）。
【請求項２】
　前記締結手段（５７，５８）が、前記出口（４）の下側で前記小型ユーザ容器（５１）
を支持するための前記支持位置で前記ユーザ容器支持体（５）を締結するように構成され
ている、請求項１に記載のマシン。
【請求項３】
　前記締結手段（５７，５８）が、前記ユーザ容器支持体が前記支持位置および前記配置
位置のうちの前記少なくとも一方に達するときに前記ユーザ容器支持体（５）を自動的に
締結するように構成されている、請求項１または２に記載のマシン。
【請求項４】
　前記締結手段（５７，５８）が磁気的な締結具を備える、請求項１～３のいずれか一項
に記載のマシン。
【請求項５】
　前記締結手段（５７，５８）が錠および／または留め金を備える、請求項１～４のいず
れか一項に記載のマシン。
【請求項６】
　前記ユーザ容器支持体（５）が前記小型ユーザ容器（５１）を支持するための前記支持
位置から前記大型ユーザ容器（５２）を配置するための前記配置位置に移動可能に接続さ
れるベース（５’，５’’，５’’’，６）を備える、請求項１～５のいずれか一項に記
載のマシン。
【請求項７】
　前記ベース（５’，５’’，５’’’，６）が、
　　前記小型ユーザ容器（５１）を支持するための前記支持位置から前記大型ユーザ容器
（５２）を配置するための前記配置位置まで前記ユーザ容器支持体（５）の第１のコネク
タ（５６）に接続される第１のコネクタ（５５）と、
　　前記支持位置および前記配置位置のうちの前記少なくとも一方で前記ユーザ容器支持
体（５）の第２のコネクタ（５７）に接続されるとともに、前記支持体が前記位置のうち
の前記少なくとも一方から抜け出すときに前記ユーザ容器支持体の前記第２のコネクタ（
５７）から取り外される、第２のコネクタ（５８）と
を有する請求項６に記載のマシン。
【請求項８】
　前記第１のコネクタ（５５，５６）が、前記第２のコネクタ（５７，５８）の接続およ
び取り外しによって弾性的におよび／または重力的に拘束される、請求項７に記載のマシ
ン。
【請求項９】
　本体（２）を備え、前記ベース（５’，５’’，５’’’，６）を前記本体から分離で
きる、請求項６～８のいずれか一項に記載のマシン。
【請求項１０】
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　前記ベースがサービスユニット（６）を備え、前記サービスユニット（６）が、随意的
に、使用済み飲料原材料および／または使用済み原材料カプセルなどの固形材料を収集す
るための収集器を備える、請求項９に記載のマシン。
【請求項１１】
　前記ベースが、廃棄飲料または液体原材料、特に水などの液体を収集するためのリザー
バ（５’’，５’’’）を備える、請求項１０に記載のマシン。
【請求項１２】
　前記ベース（５’，５’’，５’’’，６）の前記第１のコネクタ（５５）および／ま
たは前記第２のコネクタ（５８）が前記リザーバ（５’’，５’’’）に固定される、請
求項１１に記載のマシン。
【請求項１３】
　前記リザーバ（５’’）が、前記大型ユーザ容器（５２）を支持するように配置される
更なるユーザ容器支持体（５’）で覆われ、前記更なるユーザ容器支持体が、前記リザー
バ上全体にわたって平らに配置されて、ユーザによる手入れのために前記リザーバから分
離できる、請求項１１または１２に記載のマシン。
【請求項１４】
　前記ベース（５’，５’’，５’’’，６）の前記第１のコネクタ（５５）および／ま
たは前記第２のコネクタ（５８）が前記更なるユーザ容器支持体（５’）に固定される、
請求項１３に記載のマシン。
【請求項１５】
　前記ユーザ容器支持体（５）が、当該マシン内で、前記小型ユーザ容器位置から前記大
型ユーザ容器位置に回動でき、特に略垂直な軸線（５９）に沿って回動できる、請求項１
～１４のいずれか一項に記載のマシン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、カップおよび／またはマグカップなどのユーザ容器のための支持装置
を有する飲料注出マシンに関する。
【０００２】
　本明細書では、解釈上、「飲料」は、茶、コーヒー、ホットチョコレートまたはコール
ドチョコレート、ミルク、スープ、ベビーフード、温水または冷水などの任意の人が消費
できる液状物質を含むように意図されている。「カプセル」は、原材料を収容する柔軟ポ
ッドまたは硬質カートリッジを含む、任意の形状および構造を成す、任意の材料の囲繞パ
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、リサイクル可能、
および／または、生体分解性パッケージ内の任意の事前に小分けされた飲料原材料を含む
ように意図されている。
【背景技術】
【０００３】
　いくつかの飲料調製マシンは、抽出されるべきあるいは溶解されるべき原材料を収容す
るカプセルを使用し、また、他のマシンにおいては、マシン内に原材料が蓄えられ自動的
に投入され、あるいは、飲料の調製時に原材料が加えられる。
【０００４】
　殆どの飲料マシンは、冷たい水源または実際には加熱抵抗器やサーモブロック等の加熱
手段によって加熱される水源から液体を圧送する液体用、通常は水用のポンプを含む充填
手段と、内部で原材料が水を用いて淹出される淹出ユニット、または内部で複数の原材料
が互い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ハウ
ジング内に有する。一般に、飲料出口は格子よりも上側に配置されており、この格子は、
該出口の下側でカップまたは他の容器を支持するとともに、想定し得る液滴を飲料出口ま
たは他の栓から格子の下側に配置される収集トレイ内へ通過させる。
【０００５】
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　そのようなシステムは、例えば、欧州特許出願第１４４０６３９号明細書、欧州特許出
願第１０９５６０５号明細書、欧州特許出願第１７３１０６５号明細書、欧州特許出願第
１８６７２６０号明細書、米国特許第５，３５３，６９２号明細書、国際公開第２００９
／０１３７７８号パンフレット、国際公開第２００９／０７４５５７号パンフレット、国
際公開第２００９／０７４５５９号パンフレット、および、国際公開第２００９／１３５
８６９号パンフレットに開示されている。
【０００６】
　例えば、欧州特許出願第１４４０６３９号明細書は、ドリップトレイを形成する中空の
内部を有する容器スタンドを備える飲料マシンを開示する。容器スタンドの上面には格子
が設けられ、該格子上に容器が配置される。ドリップトレイは、収集された水の排出を容
易にするために、ハウジングから取り外すことができる。
【０００７】
　カップ支持体を有するドリップトレイ装置は、当該技術分野において良く知られている
。種々のサイズのカップの垂直位置を飲料出口の下側で更に調整できるように構成されて
いる装置も存在する。例えば、欧州特許出願第０５４９８８７号明細書および米国特許第
５，１６１，４５５号明細書は、小型および大型容器用の調整可能なカップ支持体を有す
る装置を開示する。
【０００８】
　米国特許第５，３５３，６９２号明細書は、上側飲料出口と液滴収集器上の下側排液ゲ
ートとを伴うカップステーションを有する飲料自動販売機を開示する。排液ゲートの上側
において、カップステーションは、飲料出口の下側で小型カップを位置決めするための引
き込み式の支持部材を有する。このカップステーションは、液滴の通過を排液ゲートへ至
るまで可能にするための格子として形成される。
【０００９】
　欧州特許出願第１７３１０６５号明細書は、飲料出口の下側に配置されるドリップトレ
イ装置を有する飲料マシンを開示する。この装置は、ドリップトレイまたは収集タンクを
覆う第１の飲料容器のための第１の支持格子を有する。第１の支持格子は、出口の下側で
大型カップを支持するために第１の支持格子の下側の第２の支持体に接近できるようにド
リップトレイから取り外すことができる。また、ドリップトレイは、使用済みカプセルの
ための容器を支持するとともに、カプセル容器およびトリップトレイを空にするためにカ
ップ支持装置と共に一括してマシンから取り外すことができる。
【００１０】
　欧州特許出願第１８６７２６０号明細書は、飲料マシンに対してほぼ中間の高さで移動
可能に取り付けられるカップ支持体を有するドリップトレイを開示する。カップ支持体は
、マシンの飲料出口の下側で小型カップを位置決めするための水平に延びる作用位置を有
し、マシンの本体に対して上方へ回動され、あるいはその他の方法で、この上記移動可能
なカップ支持体の下側に配置される支持面上に大型カップを位置決めするための十分な空
間を飲料出口の下側に与えるように移動され得る。同様に、国際公開第２００９／０７４
５５７号パンフレットは飲料調製マシンを開示し、該マシンは、マシンの飲料出口の下側
に配置されるドリップトレイシステムを有する。ドリップトレイは、液体を排出しかつカ
ップを出口の下側で支持するための装置を有するとともに、使用時にカップを衛生的に支
持するための延在部を有する。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明は、飲料を注出するためのマシンに関する。例えば、このマシンは、コーヒー、
茶、チョコレート、カカオ、ミルク、または、スープを調製するマシンである。特に、マ
シンは、挽いたコーヒーまたは茶またはチョコレートまたはカカオまたはミルク粉末など
の調製されるべき飲料の香味原材料および／または栄養原材料などの原材料を収容するカ
プセルに熱水または冷水あるいは他の液体を通すことにより飲料モジュール内で飲料を調
製するように構成されている。
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【００１２】
　マシンは、そのような飲料を注出するための出口と、そのようなマシン内で、出口の下
側で小型ユーザ容器を支持するための位置から出口の下側に大型ユーザ容器を配置するた
めの位置に移動できるユーザ容器支持体と、前記位置のうちの少なくとも一方でユーザ容
器支持体の移動を停止させるための手段とを有する。
【００１３】
　支持体は、大型ユーザ容器のための位置では、出口の下側で大型ユーザ容器のための配
置面を露出させることができ、この配置面は、随意的には、事実上の表面であり、あるい
は、小型ユーザ容器を支持するための位置よりも低い位置に支持体によって形成される。
例えば、マシンは、更なるユーザ容器支持体、例えば配置面を形成する下側支持体を備え
る。
【００１４】
　種々のサイズのユーザ容器に同じマシンで対処するために移動可能な支持体を使用する
原理は、例えば、その教示内容が参照することにより本出願に組み入れられる欧州特許出
願第１７３１０６５号明細書、欧州特許出願第１８６７２６０号明細書、欧州特許出願第
１８１１８８１号明細書、および、国際公開第２００９／０７４５５７号パンフレットか
ら知られる。
【００１５】
　本発明によれば、停止手段は、前記位置のうちの前記少なくとも一方でユーザ容器支持
体を締結するための手段を備える。
【００１６】
　したがって、支持体は、多かれ少なかれ緩く前述した位置へ移動されて、従来技術のシ
ステムにおけるような当接部または端部ストッパにぶつかることによって停止されるだけ
でなく、支持体は、そのような位置で適切な手段により締結されて、この位置からの支持
体の望ましくない移動が防止される。これらの手段は、一般に、支持体をそのような位置
で固定する役目を果たすとともに、支持体がこの位置へ適切に至ったことを知らせるため
のフィードバック、例えば触覚フィードバックをユーザへ与えてもよい。例えば、締結手
段は、目的位置に達することをユーザに知らせるための「ハードポイント」または同等な
装置を含んでもよい。
【００１７】
　例えば、締結手段は、出口の下側で小型ユーザ容器を支持するための位置でユーザ容器
支持体を締結するように構成されている。したがって、ユーザ容器充填中に支持体上に載
置するユーザ容器の安定性が、締結された支持体によって確保される。
【００１８】
　例えば、締結手段は、支持体が前述した位置に達すると支持体を自動的に締結するよう
に構成されている。したがって、この有利な形態では、ユーザは、前記位置間での支持体
の想定し得る手作業による移動以外に、支持体を所定位置に締結するための更なる作業を
何ら行なう必要がない。締結手段は、磁気的な締結具、錠（ｌｏｃｋ）、および／または
、留め金（ｓｎａｐ）のうちの少なくとも１つを含んでもよい。
【００１９】
　一実施形態において、マシンは、ユーザ容器支持体が小型ユーザ容器を支持するための
位置から大型ユーザ容器を配置するための位置に移動可能に接続されるベースを有する。
随意的に、支持体は、例えばマシンまたはその一部を手入れするあるいは分解するために
マシンから分離できるように構成されてもよい。
【００２０】
　ベースは、小型ユーザ容器を支持するための位置から大型ユーザ容器を配置するための
位置まで移動可能な支持体の第１のコネクタに接続される第１のコネクタを有してもよく
、したがって、支持体は、一方の位置から他方の位置への移動の全体にわたって接続され
たままである。また、ベースは、１つまたは複数のそのような位置で支持体の第２のコネ
クタに接続されるとともに、支持体が１つまたは複数のそのような位置から抜け出すとき
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に支持体の第２の支持コネクタから取り外される第２のコネクタを有してもよく、したが
って、支持体によって対応する位置に達するときに第２のコネクタを取り外し可能に接続
できる。
【００２１】
　これらの第１のコネクタは、第２のコネクタの接続および取り外しによって弾性的に、
および／または重力的に拘束されてもよい。例えば、第２のコネクタ間で接続を行なうあ
るいは取り外しを行なうために、システムは、例えば第１のコネクタの弾性変形を受けな
ければならない場合があり、および／または、支持体自体が変形されてもよい。
【００２２】
　マシンが本体を含み、該本体からベースを分離できてもよい。例えば、ベースが本体の
キャビティ内またはシート内に配置される。本体は、保持フレームおよび／またはハウジ
ングを有する飲料調製モジュールを含んでもよい。一般に、ベースがサービスユニットを
含むことができる。
【００２３】
　例えば、サービスユニットは、使用済み香味原材料および／または廃水などの１つ以上
の廃棄飲料原材料、飲料原材料を前記マシン内へ供給するための１つ以上の使用済みカプ
セル、および、洗浄液、濯ぎ液、または、スケール除去液などの洗浄剤のうちの少なくと
も１つを収集するように構成される。適したサービスユニットは、使用前の所定量の前述
した飲料原材料および／もしくはカプセル、または、使用前の所定量の前述した洗浄剤を
蓄えるように構成されてもよい。
【００２４】
　サービスユニットは、使用済み飲料原材料および／または使用済み原材料カプセルなど
の固形材料を収集するための収集器を含んでもよい。
【００２５】
　サービスユニットは、廃棄飲料または液体原材料、特に水などの液体を収集するための
リザーバを備えることができる。ベースの第１のコネクタおよび／または第２のコネクタ
がリザーバに固定されてもよい前述した。例えば、リザーバは、大型ユーザ容器を支持す
るように配置される更なるユーザ容器支持体で覆われ、更なる支持体は、リザーバ上にわ
たって平らに配置されて、ユーザによる手入れのためにリザーバから分離できる。ベース
の第１のコネクタおよび／または第２のコネクタが更なるユーザ容器支持体に固定されて
もよい。
【００２６】
　ユーザ容器支持体は、一般に、そのようなマシン内で、小型ユーザ容器位置から大型ユ
ーザ容器位置に回動でき、特に略垂直な軸線に沿って回動できる。ユーザ容器は、飲料出
口を有するマシンの前面に対して平行なあるいは垂直な軸線などの略水平な軸線に沿って
回動できてもよい。支持体は、これらの位置間で並進移動できてもよい。
【００２７】
　本開示の文脈において、マシンの相対的な方向、例えば、マシンの上端、前面、底部、
側面、背面などの言及は、他に明記されなければ、一般に、例えばテーブル上でのマシン
の作業の方向性に関連し、その場合、マシンは、当然ながら飲料を注出するべくマシンを
動作させるためにユーザの前方にある。
【００２８】
　ここで、概略図面を参照して、本発明について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る飲料注出マシンの前部の一実施形態の斜視図である。
【図２】本発明に係る飲料注出マシンの前部の一実施形態の斜視図である。
【図３】特に図１および図２に示される本発明に係る飲料注出マシンのためのサービスユ
ニットを含むベースと組み合わされるユーザ容器支持体を示している。
【発明を実施するための形態】
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【００３０】
　図１および図２は、本発明に係る飲料マシン１の一実施形態を示している。例えば、こ
のマシンは、茶および／またはコーヒーを調製して注出するためのマシンである。
【００３１】
　マシン１は、一般的には、コンセント電源により電気コード９を介して給電され得る。
【００３２】
　マシン１は、リザーバからの液体、例えば水を流通させるための内部回路を伴う飲料調
製モジュールを有する。このモジュールは、ハウジング２ａによって覆われ、本体２を有
する。ハウジング内の飲料調製モジュールは、香味原材料、特にそのようなモジュールへ
供給されるカプセル内の原材料などの予め小分けされた原材料を保持するとともに、飲料
５０を形成するために前記原材料に液体を通して流通させるように構成されている。その
ようなモジュールの例は、その教示内容が参照することにより本出願に組み入れられる国
際公開第２００９／０７４５５０号パンフレットおよび国際公開第２００９／１３００９
９号パンフレットに開示される。
【００３３】
　したがって、液体、例えば水が、タンクまたはリザーバ内に蓄えられて、そこから飲料
調製モジュールへ供給されてもよい。タンクまたはリザーバに関する更なる詳細は、例え
ば欧州特許出願第１０１６３６３７．１号明細書に開示される。
【００３４】
　飲料５０は、形成時に、出口４を介して、注出領域５，５’へ、例えばカップ５１また
はマグカップ５２などのユーザ容器を保持するための支持体に注出され得る。一般に、マ
シン１は、出口４を伴う前面２ｂを有する。注出領域は、図２に示されるように、小型カ
ップ５１のための第１の支持体５を含んでもよく、この第１の支持体５は、図１に示され
るように、例えばルンゴまたはエクストララージ飲料を注出するために大型カップまたは
マグカップ５２のための下側の第２の支持体５’に接近できるように、出口４の下側から
離れるように移動できる。支持体５，５’は、一般に、特に出口４からの液体および液滴
を排出するための装置を伴う格子プレートまたは有孔プレートとしてあるいは他の形状と
して形成されてもよい。
【００３５】
　ユーザ容器支持体５を、そのようなマシン１内で、小型ユーザ容器位置（図２）から大
型ユーザ容器位置（図１）に回動可能に、特に略垂直な軸線５９に沿って回動可能にする
ことができる。
【００３６】
　図３に更に詳しく示されるように、大型カップまたはマグカップ５２用の支持体５’は
、支持体５’を通じて、および随意的に支持体５が図２に示される形態で出口４の下側に
配置されるときには支持体５も通じて液体および液滴を収集するための受容体５’’の上
端に配置される。受容体５’’は、サービスユニット６を支持するように配置される副受
容体５’’’に接続される。受容体５’’，５’’’は、共に合わさって、出口４からお
よび前述した飲料調製モジュールから流出する廃液を収集するためのリザーバを形成する
。
【００３７】
　サービスユニット６は、茶葉または挽いたコーヒーなどの使用済み原材料を例えば使用
済みカプセル内に収集するように構成されている。サービスユニット６は、固形物、例え
ば原材料を蓄積するための収集器であってもよい。サービスユニット６は、液体を真下に
配置される受容体５’’’へ排出するための底部開口を有してもよい。
【００３８】
　サービスユニット６を伴う副受容体５’’’は、本体２に形成されるシートまたはキャ
ビティ６０内へ挿入可能、例えば摺動可能であってもよく、また、手入れのため、例えば
リザーバ５’’，５’’’およびサービスユニット６内に収容される固形物および／また
は液体を空にするためにシートまたはキャビティ６０から取り外し可能であってもよい。
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例えば、使用済み原材料のための収集器６の蓄積容量は、例えば国際出願ＰＣＴ／ＥＰ１
０／０５６１９４号明細書に教示されるように、水などの液体の供給のためのリザーバの
蓄積容量に合されてもよい。
【００３９】
　収集器６は、飲料調製時に、例えば重力により収集器６へ排出される使用済みの香味原
材料を収集するために飲料調製モジュールの真下に配置されてもよい。収集器６は、一般
に、例えば参照することにより本出願に組み入れられる国際公開第２００９／０７４５５
９号パンフレットおよび国際公開第２００９／１３５８６９号パンフレットに教示される
ような目詰まり防止装置を有する。
【００４０】
　マシン１は、例えばカプセル内の原材料をモジュール内へ取り込む、および／またはそ
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１および図２）と、液体を
原材料に通して流通させるための流通位置（図示せず）との間で移動できるハンドル１０
を有する。
【００４１】
　一般に、ハンドル１０、特に略Ｕ形状の回動可能なハンドルは、飲料調製モジュールの
淹出ユニットなどの原材料チャンバを有する原材料ホルダを、香味原材料を通路７を介し
てホルダ内へ挿入する、および／またはこの原材料をホルダから排出するための移送位置
から、ならびに、飲料５０を形成するために液体を原材料ホルダ内のこの原材料に通して
流通させるための流通位置から作動させる。原材料ホルダ、例えば淹出ユニットは、原材
料ホルダを開放するために移送位置に離間されるとともに原材料ホルダを閉塞するために
流通位置に互いに近づけられる２つの相対的に移動できる部分を有してもよい。流通位置
において、原材料ホルダは、液体を原材料に通して適切に案内するために香味原材料を緊
密に取り囲んでもよい。適した淹出ユニット形態の例は、例えば、欧州特許出願第１６４
６３０５号明細書、欧州特許出願第１８５９７１３号明細書、欧州特許出願第１８５９７
１４号明細書、および、国際公開第２００９／０４３６３０号パンフレットに開示されて
いる。更に、淹出ユニットは、例えば、その内容が参照することにより本出願に組み入れ
られる欧州特許出願第０９１７２１８７．８号明細書に教示されるような液圧シール機構
を有してもよい。
【００４２】
　流通位置（図示せず）では、ハンドル１０が略水平である。移送位置（図１および図２
）では、ハンドル１０が略直立である。これらの態様に関する更なる詳細は、その内容が
参照することにより本出願に組み入れられる欧州特許出願第１０１６３６４９．６号明細
書において見出すことができる。
【００４３】
　更に、マシン１は、飲料調製モジュール内の香味原材料を通じた液体の流通を開始する
ためのユーザインタフェース２０を含む。ユーザインタフェース２０は、種々の風味およ
び／または種々のサイズおよび／または種々の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んでもよい。例えば、ユーザインタフェース２０は、エスプレッソ
コーヒーおよびルンゴコーヒーの注出を選択するための、例えば押し回しボタンの形態を
成す第１のユーザセレクタおよび第２のユーザセレクタを含む。更に、マシン１は、マシ
ン１をＯＮおよびＯＦＦに切り換えるためのマスタースイッチまたはメインスイッチ２１
を含んでもよい。
【００４４】
　そのようなユーザセレクタに関する更なる詳細は、欧州特許出願第１０１６３６３５．
５号明細書および欧州特許出願第１０１６３６４９．６号明細書において見出すことがで
きる。
【００４５】
　飲料調製モジュールは、一般に、以下の構成要素、すなわち、
　ａ）この飲料の香味原材料、特にカプセル内に供給される予め小分けされた原材料を受
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けるとともに、流入する液体、例えば水をこの原材料に通して飲料出口４に案内するため
の淹出ユニットなどの原材料ホルダ、
　ｂ）原材料ホルダへ供給されるべきこの液体流を加熱するための、サーモブロックなど
のインラインヒータ、
　ｃ）インラインヒータを通じて液体を圧送するためのポンプ、
　ｄ）液体タンクなどの液体源から飲料出口４に液体を案内するための１つ以上の流体接
続部材、
　ｅ）インタフェースを介してユーザから命令を受けて、インラインヒータおよびポンプ
を制御するための、特にプリント回路板（ＰＣＢ）を備える電気制御ユニット、および、
　ｆ）原材料ホルダの特性、インラインヒータの特性、ポンプの特性、タンクの特性、原
材料収集器６の特性、液体リザーバ５’’，５’’’の特性、液体流の特性、液体圧の特
性、および、液体温度の特性から選択される少なくとも１つの動作特性を感知するととも
に、そのような特性を制御ユニットへ通信するための１つ以上の電気センサ
のうちの１つ以上を含む。
【００４６】
　ヒータは、サーモブロック、または、オンデマンドヒータ（ＯＤＨ）、例えば、欧州特
許出願第１２５３８４４号明細書、欧州特許出願第１３８０２４３号明細書、および、欧
州特許出願第１８０９１５１号明細書に開示されるＯＤＨ型のものであってもよい。適し
た淹出ユニットおよびカプセル管理の例は、例えば、参照することにより本出願に組み入
れられる国際公開第２００５／００４６８３号パンフレット、国際公開第２００７／１３
５１３６号パンフレット、および、国際公開第２００９／０４３６３０号パンフレットに
開示される。適した飲料調製モジュールは、例えば、参照することにより本出願に組み入
れられる国際公開第２００９／０７４５５０号パンフレットおよび国際公開第２００９／
１３００９９号パンフレットに開示される。
【００４７】
　ここで、図１～図３に示される実施形態を、ユーザ容器支持体５とそのマシン１に対す
る移動性および関係とに関連して更に詳しく論じる。
【００４８】
　前述したように、マシン１は、飲料５０を注出するための出口４を含み、また、ユーザ
容器支持体５が、そのようなマシン１内で、出口４の下側で小型ユーザ容器５１を支持す
るための位置（図２）から、出口４の下側に大型ユーザ容器５２を配置するための位置（
図１）に移動できる。更に、マシン１は、これら位置のうちの少なくとも一方でユーザ容
器支持体５の移動を停止させるための手段５７，５８を有する。本発明によれば、これら
の停止手段は、これらの位置のうちの少なくとも一方でユーザ容器支持体５を締結するた
めの手段５７，５８を備える。
【００４９】
　一般に、締結手段５７，５８は、前記支持体が前述した位置のうちの少なくとも一方に
達すると支持体５を自動的に締結するように構成されている。例えば、締結手段５７，５
８は、磁気的な締結具、錠、および／または、留め金を備える。例えば、締結手段は、移
動可能な支持体５に固定されて該支持体と共にマシン１内で移動できる第１の部分５７と
、マシン１に固定された第２の部分５８とを有する磁気的なあるいは機械的な拘束体を備
える。第１および第２の部分５７，５８は、機械的なプラグ・ソケット構造、磁気構造、
留め金構造等として形成されてもよい。
【００５０】
　マシン１はベース５’，５’’，５’’’，６を含み、該ベースには、支持体５が、出
口４の下側で小型ユーザ容器５１を支持するための位置（図２）から出口４の下側に大型
ユーザ容器５２を配置するための位置に移動可能に接続される。この形態において、支持
体５は、大型ユーザ容器位置（図１）から小型ユーザ容器位置（図２）までの移動の全体
にわたってベース５’，５’’，５’’’，６に接続される。
【００５１】
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　この目的のため、ベース５’，５’’，５’’’，６は、小型ユーザ容器位置（図２）
から大型ユーザ容器位置（図１）まで支持体５の第１のコネクタ５６に接続される第１の
コネクタ５５を有してもよい。コネクタ５５，５６は、一方では、回動ロッドまたはピン
５５として形成され、他方では、回動ロッドまたはピン５５を受けるための支持体５の対
応するベアリング通路５６として形成されてもよい。一般に、コネクタ５５，５６は互い
に回動可能に取り付けられる。
【００５２】
　更に、ベース５’，５’’，５’’’，６は、前記位置のうちの少なくとも一方（図２
）で支持体５の第２のコネクタ５７に接続されかつ支持体がこの位置から抜け出すとき（
図１）に第２の支持コネクタ５７から取り外される第２のコネクタ５８を有することがで
きる。コネクタ５７，５８は、任意の構造、特にベース５’，５’’，５’’’，６に対
するこの位置（図２）で支持体５をベース５’，５’’，５’’’，６に対して可逆的に
拘束する機械的なおよび／または磁気的な構造であってもよい。例えば、第１のコネクタ
５５，５６は、第２のコネクタ５７，５８の接続および取り外しによって弾性的におよび
／または重力的に拘束され、第１のコネクタ５５，５６の拘束は第２のコネクタ５７，５
８を接続されるときに互いに拘束する。
【００５３】
　前述したように、マシン１は本体２を含んでもよい。ベース５’，５’’，５’’’，
６を例えば手入れのために本体から分離できるようにすることができ、それにより、ユー
ザは、通常の使用中に、ベース５’，５’’，５’’’，６を本体２から分解しかつそれ
らを組み付けることができる。ベースは、使用済み飲料原材料および／または使用済み原
材料カプセルなどの固形材料を収集するためのサービスユニット６として前述した収集器
を含む。ベースは、液体、例えば、廃棄飲料または液体原材料、特に水を収集するための
受容体または受容体の対５’’，５’’’を更に備える。ベース５’，５’’，５’’’
，６の第１のコネクタ５５および／または第２のコネクタ５８を受容体５’’，５’’’
および／または支持体５’に固定することができる。受容体５’’，５’’’は、単一の
キャビティまたは仕切りによって分離される一対のキャビティを有する単一の受容体とし
て、あるいは、一対の接合されるあるいは組み付けられる受容体として形成されてもよい
。
【００５４】
　受容体５’’は、大型ユーザ容器５２（図１）を支持するように配置され得る更なるユ
ーザ容器支持体５’で覆われてもよく、更なる支持体５’は、受容体５’’上にわたって
平らに配置されて、ユーザによる手入れのために受容体５’’から分離できる。ベース５
’，５’’，５’’’，６の第１のコネクタ５５および／または第２のコネクタ５８を更
なるユーザ容器支持体５’またはリザーバ５’’，５’’’に固定することができる。
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