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(57)【要約】
飲み物装置は、液体容器を含む筺体と、筺体内に配置さ
れて液体容器と連通する飲み物作り部と、筺体内に配置
されて飲み物作り部と機能的に分離される豆挽き部と、
豆挽き部に隣接する第１位置と飲み物作り部に隣接する
第２位置との間で選択的に移動可能な飲み物作り移送部
とを含む。飲み物作り移送部の第１位置と第２位置との
間との移動は、飲み物作り移送部の飲み物材料を前記第
１位置から前記第２位置に変え、飲み物作り移送部が第
２位置にあるときに、液体が液体容器から分配され、飲
み物作り移送部に向けられ、飲み物を作る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筺体であって、液体容器を含む筺体と；
　前記筺体内に配置され、前記液体容器と連通する飲み物作り部と；
　前記筺体内に配置される豆挽き部であって、前記飲み物作り部と機能的に分離される豆
挽き部と；
　飲み物作り移送部であって、前記豆挽き部に隣接する第１位置と飲み物作り部に隣接す
る第２位置との間で選択的に移動可能な飲み物作り移送部とを含む飲み物装置であって、
　前記飲み物作り移送部の前記第１位置と第２位置との間との移動は、前記飲み物作り移
送部の飲み物材料を前記第１位置から前記第２位置に変え、
　前記第２位置にあるときに、液体が前記液体容器から分配され、前記飲み物作り移送部
に向けられ、
　前記飲み物材料は前記飲み物作り移送部にあり、前記飲み物作り移送部が前記第１位置
にあるとき第１の物理的状態にあり、前記飲み物作り移送部が前記第２位置にあるとき第
２の物理的状態にあり、前記第１の物理的状態は前記第２の物理的状態とは異なる、
　飲み物装置。
【請求項２】
　前記飲み物材料は第１のサイズの粒子を含み；
　前記豆挽き部は、前記飲み物材料の前記粒子を前記第１のサイズから第２のサイズへ変
化させる機構を有し、前記第２のサイズは前記第１のサイズより小さい、
　請求項１の飲み物装置。
【請求項３】
　前記飲み物の前記第１のサイズの前記粒子は、挽かれていないコーヒー豆である、
　請求項２の飲み物装置。
【請求項４】
　前記機構は、モータにより回転駆動される豆挽き刃である、
　請求項２の飲み物装置。
【請求項５】
　前記豆挽き刃と前記モータは、前記飲み物作り移送部が前記第１位置にあるとき、前記
飲み物作り移送部に向けておよび前記飲み物作り移送部から離間するように選択的に移動
可能である、
　請求項４の飲み物装置。
【請求項６】
　直線的に移動可能な軌道と、
　前記直線的に移動可能な軌道に操作可能に接続されるモータとをさらに備え、
　前記飲み物作り移送部は、前記直線的に移動可能な軌道に操作可能に接続され、
　前記モータの起動は、前記飲み物作り移送部を前記直線的に移動可能な軌道上で、前記
飲み物作り部と前記豆挽き部の間で動かす、
　請求項１の飲み物装置。
【請求項７】
　前記飲み物作り部は液体出口を含み、該液体出口は前記飲み物作り移送部が前記第２位
置にあるとき前記飲み物作り移送部に向けておよび前記飲み物作り移送部から離間するよ
うに移動可能な、
　請求項１の飲み物装置。
【請求項８】
　前記液体容器から水をくみ上げ、前記液体出口に向かわせるポンプと；
　前記ポンプから受けた前記水を加熱するボイラとを更に備える；
　請求項１の飲み物装置。
【請求項９】
　前記液飲み物作り移送部は第１の半分部分と第２の半分部分を含み、前記飲み物作り移
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送部が前記飲み物作り部から前記豆挽き部に異動すると、前記第２の半分部分が前記第１
の半分部分から分離させられる、
　請求項１の飲み物装置。
【請求項１０】
　筺体であって、液体容器を含む筺体と；
　前記筺体に配置され、引っ込めた位置と伸ばした位置との間で移動可能な豆挽き機構と
；
　前記豆挽き機構から横方向に離れた液体出口であって、前記液体出口は引っ込めた位置
 と伸ばした位置の間で移動可能である、液体出口とを備える；
　飲み物装置。
【請求項１１】
　第１のサイズの粒子を有する少なくとも１つの飲み物材料を含む容器を収容する大きさ
になされた飲み物作り移送部であって、前記飲み物作り移送部は前記豆挽き機構の下方の
位置と前記液体出口の下方の位置との間で移動可能である、飲み物作り移送部を更に備え
る；
　請求項１０の飲み物装置。
【請求項１２】
　前記飲み物作り移送部は、直線的に移動可能な軌道上に置かれる；
　請求項１１の飲み物装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの飲み物材料の前記粒子は、挽かれていないコーヒー豆である；
　請求項１１の飲み物装置。
【請求項１４】
　飲み物作り部、豆挽き部および飲み物作り移送部を有するコーヒー装置を準備する工程
と；
　挽かれていないコーヒー豆を含む容器を前記飲み物作り移送部に挿入する工程と；
　前記飲み物作り移送部を前記豆挽き部と前記飲み物作り部との間で動かす工程とを備え
る；
　コーヒーを入れる方法。
【請求項１５】
　前記挽かれていないコーヒー豆を前記豆挽き部の前記容器内で挽いたコーヒーに変化さ
せる工程をさらに備える；
　請求項１４のコーヒーを入れる方法。
【請求項１６】
　前記飲み物作り移送部を前記飲み物作り部に動かす工程と；
　水を前記容器に分配して入れたコーヒーを作る工程とをさらに備える；
　請求項１５のコーヒーを入れる方法。
【請求項１７】
　前記飲み物作り移送部の第１の半分部分を前記飲み物作り移送部の第２の半分部分から
分離して、前記容器を取り出す工程をさらに備える；
　請求項１６のコーヒーを入れる方法。
【請求項１８】
　蒸気の流れを容器に向けて、前記容器から液体をパージする工程をさらに備える；
　請求項１６のコーヒーを入れる方法。
【請求項１９】
　前記挽かれていないコーヒー豆を挽いたコーヒーに変化させる工程は、
　豆挽き刃を前記容器内に動かすことと、
　モータを起動し、前記豆挽き刃を所定の回転数で回転させることと、
　前記豆挽き刃を前記容器から取り除くことを含む、
　請求項１５のコーヒーを入れる方法。
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【請求項２０】
　前記水を前記容器に分配する工程は、
　シャワーヘッドを前記容器と連通するように動かすことと、
　前記シャワーヘッドを、水を前記容器を通して分配した後に、前記容器から後退させる
ことを含む、
　請求項１６のコーヒーを入れる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲み物を作る装置および方法に関し、より詳細には、コーヒーを入れるのに
適した飲み物を作る装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種知られているコーヒーを入れる装置は、加熱水を入れてその中を通過させるもので
ある、機械の一部としての容器に、種々の形態の一つのコーヒー豆（例えば、挽いたもの
や挽かれていないもの）を加えることを含んでいる。容器は、典型的には、容器を出る加
熱水が、入れたコーヒーの形態となるように、フィルター機構を含む。特定の装置では、
予め挽かれたコーヒー豆が「挽かれた」形で加えられることが必要である。他の装置は、
挽かれていないコーヒー豆をホッパーや開口に収容し、その豆を挽く機構を含み、そして
コーヒーを入れる処理を完了させる。入れる直前にコーヒーが挽かれるように、コーヒー
を作るのに挽かれていない豆を手元に保管するのが、この方が新鮮な風味のコーヒー飲料
を作ると信じられているので、好ましいときがある。更に他の装置では、装置に挿入され
る一杯分の大きさのフィルター容器に入った着脱式容器または予めパックされた挽いたコ
ーヒーを使用する必要がある。このような例では、予めパックされた着脱式容器あるいは
容器は、挽いたコーヒーを入れたものに限定される。特定の予めパックされた容器は、装
置内の別のフィルター機構に置く必要があり、また、他の容器では、はめ込み式フィルタ
ー機構を有する。
【発明の概要】
【０００３】
　入れる直前に挽かれ、便利で使い捨ての一杯分のパッケージに入れられた、挽かれてい
ない豆からコーヒーを入れる利点を有する、飲み物を作る装置とそれに関連する方法を提
供することを、本発明の目的とする。
【０００４】
　これらの目的や他の目的が、本発明で達成される。
【０００５】
　ある実施の形態では、飲み物装置は、液体容器を有する筺体と、筺体内に配置され液体
容器と連通する飲み物作り部と、筺体内に配置され前記飲み物作り部から機能的に分離さ
れた豆挽き部と、豆挽き部に隣接する第１位置と飲み物作り部に隣接する第２位置との間
を選択的に移動可能な飲み物作り移送部とを含む。第１位置と第２位置との間の飲み物作
り移送部の移動は、飲み物作り移送部内の飲み物材料を第１位置から第２位置へ変え、飲
み物作り移送部が第２位置にあるとき液体は液体容器から分配され、飲み物作り移送部へ
と移動させられて、飲み物を作る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、本発明による挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカ
ップの分解図である。
【図２】図２は、図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカップの
斜視上面図である。
【図３】図３は、図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカップの
斜視底面図である。
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【図４】図４は、図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカップの
上面図である。
【図５】図５は、図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカップの
底面図である。
【図６】図６は、図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカップの
側面図である。
【図７】図７は、図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカップの
、図６のＡ－Ａ線に沿った側断面図である。
【図８】図８は、本発明の別の実施の形態による挽かれていないコーヒー豆を予めパック
したフィルターカップの分解図である。
【図９】図９は、本発明によるコーヒー装置の斜視右側面図である。
【図１０】図１０は、図９のコーヒー装置の斜視左側面図である。
【図１１】図１１は、図９のコーヒー装置の左側面図である。
【図１２】図１２は、図９のコーヒー装置の正面図である。
【図１３】図１３は、図９のコーヒー装置の右側面図である。
【図１４】図１４は、図９のコーヒー装置の背面図である。
【図１５】図１５は、図９のコーヒー装置の上面図である。
【図１６】図１６は、図９のコーヒー装置の底面図である。
【図１７】図１７は、準備ができた状態を示す図９のコーヒー装置の斜視図である。
【図１８】図１８は、図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカッ
プを充填するところを示す図９のコーヒー装置の斜視図である。
【図１９】図１９は、充填板にある図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフ
ィルターカップを示す図９のコーヒー装置の斜視図である。
【図２０】図２０は、充填された状態の図９のコーヒー装置の斜視図である。
【図２１】図２１は、入れる準備ができた状態の図９のコーヒー装置の斜視図である。
【図２２】図２２は、入れている作動中の図９のコーヒー装置の斜視図である。
【図２３】図２３は、一杯のコーヒーを入れた後の図９のコーヒー装置の斜視図である。
【図２４】図２４は、コーヒーを入れた後の使用済の予めパックしたフィルターカップを
取り除くところを示す図９のコーヒー装置の斜視図である。
【図２５Ａ】図２５Ａは、コーヒーを入れている間の水分が流れるところを示す図１の挽
かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカップの概念図である。
【図２５Ｂ】図２５Ｂは、本発明による図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックし
たフィルターカップに加熱水を分配するシャワーヘッドの底面図である。
【図２６】図２６は、第１の状態の図９のコーヒー装置の第１の側断面図である。
【図２７】図２７は、第１の状態の図９のコーヒー装置の第２の側断面図である。
【図２８】図２８は、第２の状態で示された図９のコーヒー装置の第１の側断面図である
。
【図２９】図２９は、第２の状態で示された図９のコーヒー装置の第２の側断面図である
。
【図３０】図３０は、図９のコーヒー装置の豆挽き用モータと豆挽き用組立刃の詳細概念
図である。
【図３１】図３１は、図９のコーヒー装置の作動状態の断面概念図である。
【図３２】図３２は、図９のコーヒー装置の別の作動状態の断面概念図である。
【図３３】図３３は、図９のコーヒー装置の別の作動状態の断面概念図である。
【図３４】図３４は、図９のコーヒー装置の豆挽き用モータとフィルターカップ持ち上げ
機構の拡大詳細図である。
【図３５】図３５は、図９のコーヒー装置の作動状態の拡大断面概念図である。
【図３６】図３６は、図９のコーヒー装置の別の作動状態の拡大断面概念図である。
【図３７】図３７は、図９のコーヒー装置の作動状態の拡大断面概念図である。
【図３８】図３８は、本発明による図９のコーヒー装置と共に用いられる豆挽き用組立刃
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の斜視図である。
【図３９】図３９は、図３８の豆挽き用組立刃の上面図である。
【図４０】図４０は、図３８の豆挽き用組立刃の左側面図である。
【図４１】図４１は、図３８の豆挽き用組立刃の正面図である。
【図４２】図４２は、図３８の豆挽き用組立刃の右側面図である。
【図４３】図４３は、図３８の豆挽き用組立刃の、図４１のＡ－Ａ線に沿った側断面図で
ある。
【図４４】図４４は、第１位置に示される組立刃と図１の挽かれていないコーヒー豆を予
めパックしたフィルターカップの概念図である。
【図４５】図４５は、第２位置に示される組立刃と図１の挽かれていないコーヒー豆を予
めパックしたフィルターカップの概念図である。
【図４６】図４６は、第３位置に示される組立刃と図１の挽かれていないコーヒー豆を予
めパックしたフィルターカップの概念図である。
【図４７】図４７は、第４位置に示される組立刃と図１の挽かれていないコーヒー豆を予
めパックしたフィルターカップの概念図である。
【図４８】図４８は、図１のコーヒー装置の豆挽き状態の拡大概念図である。
【図４９】図４９は、図１のコーヒー装置の豆挽き状態の、図４８のＢ－Ｂ線に沿った断
面図である。
【図５０】図５０は、図１のコーヒー装置のコーヒー豆を挽いた後の拡大概念図である。
【図５１】図５１は、本発明によるコーヒー豆を挽く図１のコーヒー装置の豆挽き刃の拡
大概念図である。
【図５２】図５２は、本発明の別の実施の形態による図９のコーヒー装置と用いられる代
替の豆挽き用組立刃の斜視正面図である。
【図５３】図５３は、図５２の代替の豆挽き用組立刃の斜視背面図である。
【図５４】図５４は、図５２の代替の豆挽き用組立刃の上面図である。
【図５５】図５５は、図５２の代替の豆挽き用組立刃の左側面図である。
【図５６】図５６は、図５２の豆挽き用組立刃の正面図である。
【図５７】図５７は、図５２の豆挽き用組立刃の右側面図である。
【図５８】図５８は、液体容器から図１の予めパックしたフィルターカップを通る水分の
流れを示す、図９のコーヒー装置の概念断面図である。
【図５９】図５９は、クリーニング状態を示す、図９のコーヒー装置の概念断面図である
。
【図６０】図６０は、本発明によるコーヒー装置の水容器の斜視図である。
【図６１】図６１は、図９のコーヒー装置の一部分の底面図である。
【図６２】図６２は、図１の挽かれていないコーヒー豆を予めパックしたフィルターカッ
プを収容するトレイの斜視図である。
【図６３】図６３は、図６２のトレイの側断面図である。
【図６４】図６４は、図６２のトレイの底面図であり、本発明による装置のトレイ部品の
図である。
【図６５】図６５は、本発明によるスライド式ドリップトレイを有するコーヒー装置の斜
視図である。
【図６６】図６６は、伸ばされた位置のスライド式ドリップトレイを示す図６５のコーヒ
ー装置の断面図である。
【図６７】図６７は、引っ込めた位置のスライド式ドリップトレイを示す図６５のコーヒ
ー装置の断面図である。
【図６８】図６７は、本発明の別の実施の形態によるコーヒー装置の概念図である。
【図６９】図６９は、第１位置にある豆挽き用モータを示す、本発明の別の実施の形態に
よるコーヒー装置の概念図である。
【図７０】図７０は、第２位置にある豆挽き用モータを示す、図６９のコーヒー装置の概
念図である。
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【図７１】図７１は、別の実施の形態による、第１の運転状態位置にあるコーヒー装置の
概念図である。
【図７２】図７２は、第２の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図である
。
【図７３】図７３は、第３の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図である
。
【図７４】図７４は、第４の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図である
。
【図７５】図７５は、第５の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図である
。
【図７６】図７６は、第６の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図である
。
【図７７】図７７は、第７の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図である
。
【図７８】図７８は、第８の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図である
。
【図７９】図７９は、第９の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図である
。
【図８０】図８０は、第１０の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図であ
る。
【図８１】図８１は、第１１の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図であ
る。
【図８２】図８２は、第１２の運転状態位置にある、図７１のコーヒー装置の概念図であ
る。
【図８３】図８３は、図７１のコーヒー装置の飲み物作り移送部の斜視図である。
【図８４】図８４は、図８３のコーヒー装置の飲み物作りカートリッジの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１～７を参照すると、本装置による装置で用いられるフィルターカップ１０は、カッ
プ１２、紙／繊維フィルター１４、プラスチックスクリーン１６およびホイルカバー１８
を含む。フィルター１４は、飲み物を作っている間に挽いたコーヒーおよび／または他の
堆積物がカップ１２から出てしまうことを防止し、しかし、液体を通過させる。カバー１
８はアルミニウムや他の既知の材質から形成され、カップ１０の上部周縁に熱シールされ
、または着脱可能に取り付けられるのが、好ましい。複数の挽かれていないコーヒー豆２
０はホイルカバー１６とプラスチックスクリーン１６の間の空間に入れられる。図１は、
フィルターカップ１０に収納されたコーヒー豆を図示するが、紅茶等の他の食料や物質も
、本発明の広い観点から外れることなしに、ここで説明するのと同様のやり方で、使用す
ることができる。
【０００８】
　図１に更に示すように、カップ１２は、その上面に開口２２と、周囲側壁２４と床面２
６を有する。図２～７にもっともよく示されるように、床面２６は、流体の流れを、１つ
または複数の孔３２を有する円形のくぼみまたは凹所３０に向ける複数の溝または流れの
ルート２８を有する。重要なことは、ここで説明するように、凹所３０は、凹所３０に入
れたコーヒーを集め、孔３２を通ってカップ３２から出るようにカップ１０の一番低い位
置にあることである。図７は、組み立てられた状態の、コーヒー豆２０を含むカップ１０
を図示する。図示するように、紙フィルター１４がカップ１２の床面２６上に配置される
。プラスチックスクリーン１６は紙フィルター１４の上部に配置され、紙フィルター１４
が豆挽き刃および／または挽いたコーヒーによって摩耗することを防ぐ。紙フィルター１
４とスクリーン１６は共に、円形で、カップの周囲側壁２４によりその底部できっちりと
収容される大きさとされる。図７で最もよく示されるように、スクリーン１６は弾力的で
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曲げ変形に抵抗でき、スクリーン１６がその上にコーヒー豆２０が置かれるカップ１２中
の平面を提供する。重要なことは、ここで詳細に説明するように、スクリーン１６が、コ
ーヒー豆２０がカップ１２の床面２６（豆挽き刃の届く範囲外）に落ちることを防ぎ、豆
挽き刃による最適な豆挽きを容易にするということである。上述のように、ホイルカバー
１８は、カップ１２内にフィルター１４、スクリーン１６およびコーヒー豆２０をシール
する。
【０００９】
　カップ１０は、さらに新鮮味や保護のために、別にシールされたパッケージや包みに保
管され運ばれてもよく、床面２６の孔３２は、例えば、接着性のラベル（不図示）で覆わ
れてもよい。好ましい実施の形態では、フィルターカップ１０は、あらかじめパックされ
た１回使用する使い捨てコンポーネントである。よって、ホイルカバー１８で気密にシー
ルされ、新鮮味と香りを維持し、コーヒー豆２０が湿気を含んだり汚れたりすることを防
ぐ。上記で説明したように、フィルターカップ１０は、ホイルカバー１８と接着性ラベル
でシールされ、接着性ラベル付きであるいは接着性ラベル無しで覆い内にパックされても
よい。別の実施の形態では、フィルターカップ１０は、代わりに、使用の度に再充填され
る再使用可能なカップでもよい。実施の形態では、カップの床面２６は、孔３２無しで形
成されてもよい。本実施の形態では、カップの床面２６はコーヒー装置に挿入すると針で
穴開けされ、入れたコーヒーの流れの出口を提供するようにしてもよい。
【００１０】
　ここで図８を参照して、フィルターカップ５０の代替の構成を示す。図に示されるよう
に、カップ５０は、カップ１０と形状と構成は基本的に類似しているが、紙／繊維フィル
ター１４と保護用プラスチックスクリーン１６に代えて金属メッシュフィルター５２を用
いる。この実施の形態では、金属メッシュフィルター５２は、挽いたコーヒーがカップ１
０から出ないように十分に細かく、ある程度の耐摩耗性を提供する。フィルター５２は金
属メッシュで形成されるものとして開示されているが、豆挽き刃および／または挽いたコ
ーヒーからの摩耗に実質的に抵抗する他の材質を、本発明の広い観点から外れることなく
用いてもよい。
【００１１】
　図９～２４を参照して、本発明の実施の形態による装置１００を示す。装置１００は、
コーヒーや他の飲み物を作るために、上記に開示した、フィルターカップ１０と組み合わ
せて使用されることが意図されたものである。図示のように、装置１００は、概して長方
形の形状をしており、ベース１０２と、細長い隙間付きのまたは格子付きの上面１０８を
有するドリップトレイ１０６をスライド可能に収容するドリップトレイ筺体１０４を備え
る。ドリップトレイ１０６の上面１０８は、コーヒーマグカップ１０９のような容器をそ
の上に置き、作られて装置１０９から出てくる入れたてのコーヒーを受けるように構成さ
れる。容易に理解されるように、簡単に洗浄するために、細長い隙間付きの上面１０８は
カップ１０９からこぼれた液体や操作中にカップ１０９から外れた液体が上面１０８を通
過し、ドリップトレイ１０６に集められる。
【００１２】
　筺体１１０は、ベース１０２に支持され上部に位置し、使用中にフィルターカップ１０
を固定し位置決めするフィルターカップ筺体／トレイ１１２をスライドして収容する。以
下に説明するように、ハンドル１１４が操作用に筺体１１０に枢動可能に取り付けられる
。図９および１０にさらに示すように、水容器１１６が、筺体１１０に取り付けられ、支
持され、あるいは、その一部を形成する。実施の形態では、水容器１１６は、筺体１１０
に取外し可能または恒久的に取り付けられる。以下に説明するように、筺体１１０はまた
、装置の運転機能をコントロールするコントロールパネル１１８を含む。図１０に最もよ
く示されるように、ベース１０２は、装置１００の洗浄作業（以下に説明する）や使用後
の廃棄されるフィルターカップ１０からの水を受ける、廃棄タンク１２０をスライド可能
に収容する窪みをその側面に含む。代替の実施の形態では、トレイ１１２は筺体１１０に
枢動可能に収容され、筺体／トレイ１１２が筺体内に収容される第１位置と、トレイ１１
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２が筺体からユーザー側に枢動して離れフィルターカップ１０を置き易くする第２位置と
の間で可動としてもよい。実施の形態では、トレイ１１２は洗浄用に筺体１１０から取り
外し可能である。
【００１３】
　ここで、装置１００の運転を、図１７－２４を特に参照して説明する。先ず、水容器１
１６を水で満たす。次にユーザーは、コントロールパネル１１８から所望のコーヒー設定
を選定する。設定には、コーヒーの濃さや給仕するサイズ、タイマーの設定、自動飲み物
作り、等の選定可能なオプションを含んでもよい。次に、図１７に示すように、ハンドル
１１４を矢印Ａ方向に上方に動かして、トレイ１１２を筺体１１０内に置かれ維持された
位置から解除する。トレイ１１２は、スプリング１５４の力により装置１００から矢印Ｂ
方向に図１８に示される位置にスライドする。この位置で、トレイ１１２は、フィルター
カップ１０がトレイ１１２の受け入れブラケット１２４に置かれる準備ができる。
【００１４】
　カップ１０がトレイ１１２に挿入された後、トレイ１１２は、図１９に示すように、装
置１００内に矢印Ｃ方向に押し戻される準備ができる。具体的に、トレイ１１２は、図２
０に示されるように、ロックされた位置で筺体１１０に収容されるように装置１００内に
手動で押し戻される。次にハンドル１１４を矢印Ｄ方向に下げて、自動的に豆挽きおよび
飲み物作りの工程を開始する。
【００１５】
　図２１を参照して、上記の通りに、豆挽き工程は、ハンドル１１４が下げられた後に、
自動的に始まる。その工程において、フィルターカップ１０中のコーヒー豆２０は、カッ
プ１０内に入れられた豆挽き刃１２６により挽かれ、豆２０は挽いたコーヒー１２８に変
化させられる。豆挽きが完了した後、後述の水出口からカップ１０へ加熱水が供給される
。図２２の矢印１３０で示されるように、コーヒーはトレイ１１２の底部からトレイ１１
２の下方に配置されるコーヒーマグカップ１０９内に放出され、トレイ１１２の底部はそ
のような放出を可能にする開口を有する。
【００１６】
　飲み物作り工程が完了した後、ハンドル１１４は図２３に示す位置から図２４に示す位
置に、矢印Ｅ方向に上げられる。再度、ハンドル１１４の上方位置への動きがトレイ１１
２を解放し、装置１００の筺体１１０からスライドして取出し、ユーザーが使用済みフィ
ルターカップ１０をトレイ１１２から手で取り除くことができるようにする。カップ１０
は、その後廃棄タンク１２０に廃棄してもよい。コーヒーで満たされたマグカップ１０９
は、この工程の前あるいは後に、ドリップトレイ１０６から取り外される。
【００１７】
　一実施の形態では、図２４に示すように、トレイ１１２が外側の位置にある間に、刃の
洗浄作業が自動的に始まる。刃の洗浄作業では、水出口１３２から水が放出される。カッ
プ１０が取り外されているので、刃は空間により囲まれ、よって、流れる水が刃をきれい
に洗う。一実施の形態では、刃は水を用いている間に回転し、洗浄を容易にする。トレイ
１１２は外側の位置にあるので、コーヒーを入れている状態のときのように、水はカップ
１０の底部やトレイ１１２の外側に流れ出ることはない。代わりに、図５９に示すように
、水はトレイ１１２の後端１３４に落ちて収集パン１３６へ行くので、迂回させられる。
トレイ１１２の収集パン１３６から流れ出た水は廃棄チューブ１３８を経由し、廃棄タン
ク１２０に落ちる。
【００１８】
　代替の実施の形態では、水などの洗浄用液体を含むカップを利用して、刃１６６を周期
的にまたは使用した後毎に洗浄してもよい。この実施の形態では、洗浄カップが容器１２
４に挿入され、装置１００はハンドル１１４を下方に引くことにより起動される。装置１
００は、その後通常の飲み物作りサイクルを作動する。あるいは、コントロールパネル１
１８のボタンが押されることで洗浄サイクルを作動してもよい。洗浄サイクルは、例えば
水温、作動時間、刃の回転速度などで、具体的に構成され、刃の洗浄と消毒を最適化する
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。別の実施の形態では、洗浄カップは洗浄液または洗浄剤のスラリを含んでもよい。洗浄
剤は液体であっても乾燥したものであってもよく、粒状、粉状等の形であってもよい。
【００１９】
　さらに別の実施の形態では、洗浄作業は、フィルターカップ１０を実際に挿入せずに、
飲み物作りサイクルを作動することを含んでもよい。この実施の形態では、ハンドル１１
４を下方に動かし、加熱水が制止または回転している刃１６６を通過し刃を洗浄するよう
に、洗浄サイクルを開始する。あるいは、コントロールパネル１１８のボタンが押される
ことで洗浄サイクルを開始してもよい。
【００２０】
　図６２および６３は、トレイ１１２と収集パン１３６を図示する。図６４は、トレイ１
１２の底面図を示すとともに、トレイ１１２の底部の開口１４０を通して見た、入れたコ
ーヒーが流出するカップ１０の開口３２を示す。
【００２１】
　図２５Ａは、以下に説明する手順で挽かれていないコーヒー豆２０から挽かれた、挽か
れたコーヒー１２８がどのように加熱水で抽出されてコーヒーを製造するかを概念的に図
示する。挽かれたコーヒー１２８はカップ１０内に置かれ、矢印１４２で示すように、加
熱水が上方から水出口１３２を通って導入される。加熱水は、カップ１０中の挽かれたコ
ーヒー１２８を通って流れ、矢印１４４で示すように、カップ１０の底部の孔３２から流
出する。
【００２２】
　図２６および２７は、装置１００の特定の内部構成を図示する。図示されるように、水
容器１１６は水で満たされる。トレイ１１２は、図１８および１９に示すように、カップ
１０をトレイ１１２の受け入れブラケット１２４に置けるように、引き抜かれる。トレイ
１１２はその後、図２０に示す位置へ、装置内に押し戻される。ハンドル１１４は、図２
１および２２に示すように、その後下方に動かされる。ハンドル１１４のこのような動き
は、以下に説明するように、カップ１０内のコーヒー豆２０を挽くためにカップ１０を上
方に上げさせる。装置１００は、ヒーター１４６とポンプ１４８を含み、容器１１６から
の水を加熱し、その水を供給流路経由で送り、図２５Ａを用いて説明したように飲み物作
り作業を実施する。図２６～２９に示すように、豆挽き用モータ１５０が装置１００の筺
体１１０に配置され、以下に説明する方法にてコーヒー豆２０を挽く。温水用チューブ１
５２は加熱水をヒーター１４６からトレイ１１２の上方に配置された水出口１３２に運ぶ
。
【００２３】
　図２７および２９で最もよく示されるように、持ち上げ機構１５６はハンドル１１４に
より起動され、カップ１０を下方位置と上方位置との間で動かす。持ち上げ機構１５６は
、リンクアーム１５８、トレイ１１２の受け入れブラケット１２４に動作可能に取り付け
られたピン１６０と付随するスロット１６２、および、スロット１６２が位置するプレー
ト１６４を含む。作業において、下方向にハンドル１１４を動かすことにより、ピン１６
０がスロット１６２の進路に従い、カップ１０と受け入れブラケット１２４を豆挽き刃へ
と上方に持ち上げる。ガイドポスト１６１が受け入れブラケットの孔１６３に入れられ、
適切な方向付けとカップ１０が豆挽き刃と整列することを確実にする。カップ１０を下げ
ることは逆の手順に従う。
【００２４】
　図３０を参照すると、装置１００は、豆挽き用モータ１５０に付属する回転出力軸１６
８に接続され、回転出力軸１６８に駆動される豆挽き刃１６６を含む。図２８に示すよう
にハンドル１１２が下方位置に動かされると、カップ１０は持ち上げられ、刃１６６がホ
イルカバー１８と係合して貫通し、カップ１０内に入り込み、コーヒー豆２０と接触する
ようになる。カップ載置／上昇機構１５６は、ハンドル１１４により起動されるが、カッ
プ１０を豆挽き用の上方位置と下方位置との間で動かす。バネ１５４はユーザー補助バネ
であり、カップ１０を挿入するために、ハンドル１１４が持ち上げられるとトレイ１１２
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を筺体１１０から外側に付勢する。
【００２５】
　図３１に示すように、ハンドル１１４の上方位置への動きは、トレイ１１２を解放し、
トレイ１１２は、トレイ１１２の受け入れブラケット１２４にカップ１０を置けるように
、プレート１６５（プレート１６５は、バネが働かないように固定する物として作用する
）と協働してバネ１５４の力で外側にスライドされる。次にユーザーは、図３２に示すよ
うに、カップ１０をトレイ１１２に置く。トレイ１１２は図３３で示すように、図３４に
示されるトレイロック１７０により所定の位置でロックされるまで、閉まった位置に手で
押し戻さなければならない。
【００２６】
　図３５～３７は、本発明による貫通および豆挽き手順を図示する。図３５に示すように
、フィルターカップ１０は、ハンドル１１４が下げられると矢印Ｆ方向に刃１６６に向け
て上方に持ち上げられる。図３６は、カップ１０が完全に持ち上げられたときのカップ１
０の位置を図示する。その位置では、Ｏリングのような、シールリング１７２がカップ１
０の上部周縁に係合し、飲み物作り工程が行われるとカップ１０が加圧される。図３７は
、豆挽きと飲み物作りが行われ、ハンドル１１４が持ち上げられた後のカップ１０の下方
位置を図示する。重要なことは、シーリング１７２がカップ１０の上部をシールし、カッ
プが加圧されていることである。好適な実施の形態では、カップはコーヒーを入れる間２
００ｋＰａ（２バール）を超えて加圧されるが、本発明の広い観点から外れることなく他
の圧力も用いられる。
【００２７】
　挽かれていないコーヒー豆を挽くため豆挽き刃１６６の種々の図が、図３８～４３に示
される。図示されるように、刃１６６はＶ字型の形状を有する。重要なことは、ハンドル
１１４の下方への動きによりカップ１０が持ち上げられたときにカップ１０のホイルカバ
ー１８を貫通するように、刃１６６は挿入切断エッジ１７４を有していることである。刃
の上部はまた、ハンドル１１４の上方への動きにより、飲み物作りの後にカップ１０が刃
から離れて下げられるときに、ホイルカバー１８を切り開く上向き引き抜き切断エッジ１
７６を含む。「Ｖ字」の各脚にはまた、向かい合った凹部１７８と突起部１８０が形成さ
れ、以下に説明するように、コーヒー豆２０を挽き易くする。刃１６６はまた、豆挽き用
モータ１５０の出力軸１６８と接続するためのカラー１８２を含む。このような実施の形
態では、刃１６６は交換および／または更に完全に洗浄するために取外し可能としてもよ
い。別の実施の形態では、刃１６６は、モータ１５０の出力軸１６８と一体で形成され、
あるいは固定して取り付けられる。容易に理解されるように、刃１６６の細い外形は、挽
いたコーヒー１２８が豆挽きの間にカップ１０から飛び出さないようにホイルカバー１８
に最小幅のスロットを切る。さらに、刃１６６の形状と構成は、洗浄を容易にする。
【００２８】
　図４４は、刃１６６に向けて持ち上げられるカップ１０を図示し、図４５は、挿入切断
エッジ１７４を用いてカップ１０のホイルカバー１８に孔をあける刃１６６を図示する。
図４４および４５の双方で、カップ１０内のコーヒー豆はまだ挽かれていない。豆挽きの
後、豆２０は挽かれたコーヒー１２８に変化させられる。上記のように、飲み物作りが行
われ、その後カップ１０は図４６および４７に示すように下げられ、刃１６６の引き抜き
切断エッジ１７６は、必要に応じて再びホイルカバー１８に孔を開け、刃１６６からカッ
プ１０を取り外し易くする。
【００２９】
　ここで図４８～５０を参照して、実際の豆挽き工程を図解する。豆挽き用モータ１５０
が起動すると、豆挽き刃１６６がフィルターカップ１０内のコーヒー豆２０を挽くのに十
分な高回転数で回転し、コーヒー豆２０を、図４８に示す挽かれていない豆から図５０に
示す挽いたものに変化させる。具体的に、刃１６６は、刃１６６の突起部１８０がコーヒ
ー豆２０を打ち／衝撃を与えて、それらを割るような方向（図４９参照）に回転する。時
間を掛けて、刃そのものからと、最も重要なことに、突起部１８０による、多くの衝撃が
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徐々にコーヒー豆の大きさを小さくし、コーヒーを入れるのに十分な細かい挽いた豆とす
る。一実施の形態では、刃１６６は、コーヒーを入れている工程の間、すなわち、熱水が
カップ１２を通過している時間、所定の回転数で回転し続けてもよい。コーヒーを入れて
いる間の回転数は、コーヒー豆２０を挽くのに用いる回転数と同じでも、異なっていても
よい。他の実施の形態では、刃１６６は、コーヒーを入れている間に飲み物の含有物をか
き回すのに利用されてもよく、飲み物の含有物を水に溶かし易くし、カップ１０を通過さ
せる（例えば、挽かれていないコーヒー豆の代わりにアイスティーの飲み物含有物を用い
る場合）。容易に理解されるように、コーヒーを入れている間にカップ１０内の飲み物含
有物／コーヒー豆をかき回すことにより、よりよい味の飲み物を作ることができる。特に
、コーヒーを入れている間にかき回すことは、挽いたコーヒー１２８と熱水との接触をよ
りよくし、コーヒーの品質および／または濃度を改善する。
【００３０】
　代替の実施の形態では、フィルターカップ１０を、加熱水をカップ１０に分配する前に
、豆挽き刃１６６から後退させてもよい。容易に理解されるように、このことは、豆挽き
刃１６６が、コーヒー豆が乾燥しているときにコーヒー豆に接触するだけ（すなわち、コ
ーヒーを入れる前にコーヒー豆２０を挽くとき）であることを確実にする。したがって、
挽かれたコーヒー豆は、刃１６６と挽かれたコーヒー１２２が湿った状態で一緒に存在す
ると生じるであろう、刃１６６にくっつくことがなく、よって、刃を洗浄する必要なく、
刃を実質的に挽いたコーヒーの影響を受けないように保つ。
【００３１】
　図５２～５７は、装置１００で用いられる豆挽き刃１８４の代替の外形を図示する。図
示されるように、刃はＶ字型の形状を有し、カップ１０のホイルカバー１８を突き刺す突
き刺しエッジ１８６を有する。また、刃１８４は、２つの水平方向に延在するフランジ１
８８、１９０を有し、コーヒー豆を挽くのを容易にし、また、カップ１０が刃１８４から
離間して下げられるときにホイル１８を再度切り開く２つの上方エッジ１９２、１９４を
有する。好ましい実施の形態の刃１６６と同様に、刃１８４は、豆挽き用モータ１５０の
出力軸１６８に着脱可能に取り付けられ、または、出力軸１６８と一体に成形され、ある
いは恒久的に固定される。
【００３２】
　本発明の処理工程で用いられる水の流路を図５８に図示する。先ず、容器１１６が水で
満たされる。一実施の形態では、容器１１６は筺体１１０に着脱可能に入れられ、ユーザ
ーは、水を満たすために容器１１６を取外し、その後筺体１１０に置くことができる。容
易に理解されるように、このような構成では、容器そのものまで水源をもってくるより容
易である。容器１１６は、図６０に示すように、取外し可能な蓋１９４を有し、水を満た
し易くする。図１７～２４に最もよく示されるように、水出口１９６は、重力下で水が容
器１１６から流れるようにする。水出口１９６には、当業者に周知のタイプのバルブ１９
８が備えられ、バルブは開口位置から閉止位置へと、またその逆に、従来のコントローラ
により電子的に起動され、コントロールされてもよい。コーヒーを入れている間、水は水
出口１９６を通って容器１１６から排出され、ポンプ１４８に達するまで第１チューブ２
００内を流れる。ポンプ１４８は水をヒーター１４６を通して送り出し、水を所望の所定
の温度まで加熱する。水は、ヒーター１４６から熱水供給チューブ１５２を介して水出口
１３２まで通過する。
【００３３】
　一実施の形態では、飲み物作り工程の終わりに、カップ１０に残る余分な液体を押し出
しまたは吹き出すために蒸気が作られるように、ヒーターよりも前に水の流れを止める。
容易に理解されるように、この蒸気噴射は、コーヒーの最後の数滴がカップ１０に残らず
、また、垂れないことを確実にする。
【００３４】
　図２５Ｂに示すように、一実施の形態では、水出口１３２は、そこに加熱水を分配する
ための多数の孔２１０を有する環状チューブまたはリング２０８の形状のシャワーヘッド
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である。シャワーヘッド１３２の孔２１０から放出された加熱水は、コーヒーを入れるの
と、洗浄操作で刃１６６を洗うのとの両方に用いられる。コーヒーを入れている間、水出
口／シャワーヘッド１３２から出た加熱水は、カップ１０に入り、カップ１０は、工程の
この瞬間に、挽いたコーヒー１２８を含んでいる。水は、今は入れたコーヒーであるが、
カップ１０の床面２６の孔３２を通ってカップ１０から排出される。水が孔３２を通って
カップから排出されると、トレイ出口２０２から放出される前にトレイ１１２の出口水路
を通って、下方に流れる。一実施の形態では、トレイは、フィルターカップ１０の孔３２
の真下に流れ緩和部材２０４を含んでもよい。流れ緩和部材は、コーヒーマグカップ１０
９への入れたコーヒーの直接的流れを妨害して、入れたコーヒーが噴出してユーザーには
ねたり、汚れを形成したりしないようにする。出口２０２を出た後、水は、今は入れたコ
ーヒーであるが、コーヒーマグカップ１０９に流れ落ちる。給仕するサイズに応じて、選
択された液体の体積が、コントロール１１８を用いて予め選ばれ、それに応じて、ポンプ
１４８と水出口１９６が、流れを止める前に選ばれた量だけを流すようにコントロールさ
れる。
【００３５】
　図６５～６７は、本発明の他の実施の形態によるドリップトレイ１０６の代替の構成を
図解する。図示されるように、ドリップトレイは、図６６に示され、トレイ１０６が入れ
たコーヒーの出口２０２の下に位置する第１位置と、図６７に示され、トレイ１０６が装
置１００のベース１０２内に収容される第２位置との間で可動である。図６７に示す位置
のドリップトレイ１０６で、背の高いカップ／マグカップ２０６を収容してもよい。
【００３６】
　図６８は、本発明の一実施の形態による代替の構成を有するコーヒー装置３００を図示
する。図示するように、鉛直に設置されたカップ１０と豆挽き刃１６６、カップ１０の垂
直上方位置にある入れたコーヒーのシャワーヘッド１３２とモータ１５０の代わりに、こ
れらの要素が水平方向に向けられる。具体的には、図示のように、フィルターカップ１０
は、筺体１１０内に水平方向を向いて設置される。さらに、豆挽き用モータ１５０、シャ
ワーヘッド１３２、および刃１６６は、水平方向位置でカップ１０の横に配置される。こ
の実施の形態では、装置３００は、カップ１０の底部と連通する水路３０２を含み、入れ
たコーヒーがカップを出て、水路３０２を通ってユーザーのカップ１０９に分配する出口
２０２へ流される。
【００３７】
　図６９と図７０は、本発明の更に別の実施の形態によるコーヒー装置４００を図示する
。コーヒー装置４００は上記の装置１００と構成は類似するが、いくつかの重要な差異が
ある。図示のように、動かないモータ１５０、刃１６６およびシャワーヘッド１３２、並
びに、刃１６６と係合するように持ち上げられるカップ１０の代わりに、本実施の形態で
は、入れたコーヒーのシャワーヘッド１３２、モータ１５０および刃１６６が、動かない
カップ１０に向けて、また、離れるように動くように構成される。図６９は、動かないフ
ィルターカップ１０の上方のモータ１５０、刃１６６および入れたコーヒーのシャワーヘ
ッド１３２の第１位置を図示する。モータ１５０、刃１６６および入れたコーヒーのシャ
ワーヘッド１３２は、図７０に示す第２位置に鉛直方向に移動可能であり、第２位置では
、刃はカップ１０内に位置する。モータ１５０、刃１６６およびシャワーヘッド１３２の
鉛直方向の動きは、機械機構または電気アクチュエータを用いることにより生ずることが
できる。この実施の形態によるコーヒー装置４００は、能動的フィルターカップ１０と受
動的飲み物作りアセンブリとは逆に、能動的飲み物作りアセンブリ（モータ１５０、豆挽
き刃１６６およびシャワーヘッド１３２）と受動的フィルターカップ１０を有することを
特徴とする。
【００３８】
　好ましい実施の形態では、挽かれていないコーヒー豆からコーヒーを挽いて入れること
を考えているが、本発明をこの点に限定することは意図していない。具体的には、本発明
の装置と方法は、挽いていないコーヒー豆を含むカップにそもそも限定されず、本発明は
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、挽いたコーヒー、部分的に挽いたコーヒー、茶葉、挽いた茶、あるいは、飲料に混ぜる
材料を含むカップに用いられることを考えている。さらに、本発明の実施の形態による装
置は、フィルターカップに含まれる如何なる材料からも飲み物を作り／入れることができ
、挽かれていないコーヒー豆からコーヒーを入れることに限定されない。
【００３９】
　図７１～８２は、本発明のさらに別の実施の形態によるコーヒー装置５００を図示する
。コーヒー装置５００は、上記のコーヒー装置１００と一般的に類似しており、多くの同
一な構成を含むが、いくつかの重要な差異がある。コーヒー装置１００と同様に、コーヒ
ー装置５００は、コーヒーや他の飲み物を作るために、上記のフィルターカップ１０と一
緒に用いられることが意図されている。好ましくは、フィルターカップ１０は挽かれてい
ないコーヒー豆を含む。
【００４０】
　図７１に示すように、コーヒー装置５００は、ベース５０２と、ベース５０２に接続し
支持される筺体５０４を含む。ベース５０２は、ドリップトレイ５０８をスライドして収
容するドリップトレイ筺体５０６を画定する。上記のドリップトレイ１０６と同様に、ド
リップトレイ５０８は、簡単な清掃のため、操作中にこぼれた液体が通過できるように、
また、ドリップトレイ５０８に集めるように、細長い隙間付きまたは格子付きの上面を有
する。図示のように、使い捨ての小型容器５１０が、後述のように、使用済みのフィルタ
ーカップを収容するようにベース５０２に取外し可能に取り付けられる。
【００４１】
　図７１と図７２に最もよく示されるように、筺体５０４は、底部５１２、頂部５１４お
よび頂部５１４にヒンジで連結された前方部５１６を含む。前方部５１６は、前方部５１
６が底部５１２と係合する図７１に示す閉じた位置と、以下に説明するように、フィルタ
ーカップ１０を挿入したり取り外したりするのに、筺体５０４の内部がアクセス可能な図
７２に示す開いた位置との間で、矢印Ａ方向に旋回できる。閉じた位置では、前方部５１
６の上面と筺体５０４の頂部５１４の上面は、装置５００の概して平坦な上面を形成する
。
【００４２】
　図７２にさらに示されるように、筺体５０４の底部５１２は、直線的に移動可能な軌道
５１９上に飲み物作り搬送具５１８を支持する。図８３と図８４に示されるように、飲み
物作り搬送具５１８は、概して、その中にフィルターカップ１０をきっちりと収容する大
きさと形状の円錐カップ５２０の形をしている。具体的には、搬送具５１８は、フィルタ
ーカップ１０が挿入されるようにその上部が開口し、搬送具５１８を通って入れたコーヒ
ーや他の飲み物が装置５００から排出されるようにその底に孔５２２を有する。直線的に
移動可能な軌道５１９と係合するように、フランジ５２４がカップの側壁から外側に延在
し、その底から延在する１つまたは複数のスプロケットまたは突起（不図示）を有しても
よい。飲み物作り搬送具は半分に分離でき、以下に説明するように、使用後にフィルター
カップ１０を自動的に取り外すことができる。
【００４３】
　一実施の形態では、直線的に移動可能な軌道５１９は、鎖である。操作において、飲み
物作り搬送具５１８のフランジ５２４の下側のスプロケット／突起は、鎖のリンクの１つ
と係合し、鎖の直線の動きが、後述の豆挽き位置と飲み物作り位置との間で飲み物作り搬
送具５１８を直線的に動かす。あるいは、直線的に移動可能な軌道は、飲み物作り搬送具
５１８の少なくとも１つの相補的形状の窪みと係合する複数の歯を有する、プラスチック
やゴムなどのバンドでもよく、その直線的動きを実現する。他の実施の形態では、飲み物
作り搬送具を飲み物作り位置と豆挽き位置の間で直線的に動かす他の手段を、本発明の広
い観点から外れることなく、用いてもよい。
【００４４】
　図７１を参照すると、コーヒー装置５００は、筺体５０４に取り付けられ、支持され、
および／または、その一部を形成する水容器５２６をも含む。一実施の形態では、水容器
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５２６は筺体５０４から取り外すことができ、水を満たし易くする。装置５００はさらに
、容器５２６からその中を通過する水を加熱するヒーターと、容器５２６からの水をボイ
ラ５２８を通って熱水供給流路５３２を通って熱水出口まで送るポンプ５３０を含む。一
実施の形態では、ポンプ５３０は、ソレノイドポンプである。水出口は、シャワーヘッド
５３４の形式であるのが好ましく、以下に詳細に説明するように、飲み物作り位置のフィ
ルターカップ１０の上に配置される。ボイラ／ヒーター５２８とポンプ５３０は、当該技
術分野で一般的に用いられるタイプのものでよい。コーヒー装置１００のシャワーヘッド
１３２と同様に、シャワーヘッド５３４は環状の形状で、筺体５０４内の飲み物作り位置
のフィルターカップ１０に加熱水を分配するため、下側に複数の孔を有する。容易に理解
されるように、加熱水をフィルターカップ１０に分配する水の流路と構成は、コーヒー装
置１００の流路と構成と実質的に類似する。
【００４５】
　図７１～８２に示されるように、また上記に示唆したように、装置５００はさらに、豆
挽き部５３６と飲み物作り部５３８を含む。豆挽き部５３６は、接続された出力軸５４２
を回転駆動する豆挽き用モータ５４０と、出力軸５４２に動作可能に接続された豆挽き刃
５４４を含む。豆挽き刃５４４とモータ５４０は、円筒形スリーブ５４６内に収容されて
もよく、モータ５４０、軸５４２および刃５４４は、図７１に示すように、刃５４４がス
リーブ５４６に隣接しまたはその中に収容される第１位置と、図７５に示されるように、
刃５４４がスリーブ５４６から伸びている第２位置との間で鉛直方向に可動である。豆挽
き部５３６は、豆挽き用モータ５４０と刃５４４を第１位置と第２位置の間で動かすモー
タ５４８をさらに含む。
【００４６】
　図示されるように、飲み物作り部５３８は、円筒形スリーブ５５０と、円筒形スリーブ
５５０にスライド可能に収容されるピストン５５２を含む。ピストン５５２は、シャワー
ヘッド５３４に固定して取り付けられ、その中を熱水供給ライン５３２が通る通路を有す
る。重要なことは、ピストン５５２とシャワーヘッド５３４が、円筒形スリーブ５５０内
で鉛直に可動であることである。具体的には、飲み物作り部５３８はまた、図７１に示す
ように、シャワーヘッド５３４が円筒形スリーブ５５０に隣接する位置にある第１位置と
、図７９に示されるように、シャワーヘッド５３４が円筒形スリーブ５５０から伸びて離
れた位置にある第２位置との間で、ピストン５５２とシャワーヘッド５３４を動かすモー
タ５５４を含む。飲み物作り部５３８は、筺体５０４の前方部５１６に固定され、開いた
位置と閉じた位置の間で可動である。
【００４７】
　重要なことに、装置５００は軌道５１９に接続される軌道モータ５５６を含む。モータ
５５６は、軌道５１９の動きを実現するために起動され、それにより飲み物作り部５３８
のシャワーヘッド５３４の直下の位置から豆挽き部５３６の豆挽き刃５４４の直下の位置
へ飲み物作り移送部５１８を動かす。
【００４８】
　ボイラ５２８、ポンプ５３０、豆挽き用モータ５４０、飲み物作り部モータ５５４およ
び軌道モータ５５６はそれぞれ、それらの運転をコントロールするコントローラ（不図示
）に電気的に接続される。筺体５０４のコントロールパネル（不図示）は、コントローラ
に電気的に接続され、ユーザーが装置５００の操作をコントロールするインターフェース
、たとえば飲み物を作るためのカップの数、自動飲み物作りおよびタイマー特性等を提供
する。
【００４９】
　図７１～８２を参照して、ここでコーヒー装置５００の操作について説明する。図７１
～７３に示すように、先ず、ユーザーが複数の挽かれていないコーヒー豆２０を含む予め
パックしたフィルターカップ１０を選択する。その後ユーザーは、筺体５０４の前方部５
１６を矢印Ａ方向に図７２に示す位置まで持ち上げ、飲み物作り移送部５１８へのアクセ
スを確保する。その後ユーザーは、図７２に示すように、飲み物作り移送部５１８へフィ
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ルターカップ１０を挿入する。その後ユーザーは、筺体５０４の前方部５１６を底部５１
２と係合するように閉める。一実施の形態では、センサーが、前方部５１６が閉じている
こと、および／または、フィルターカップ１０が飲み物作り移送部５１８に適切に置かれ
ていることのいずれかを検知してもよい。フィルターカップ１０が飲み物作り移送部５１
８に入れられたこと、および／または、前方部５１６が閉じた位置にあることを検知する
と、コントローラは軌道モータ５５６を起動する。他の実施の形態では、ユーザーがコン
トロールパネルのスタート・ボタンを押して、手動で飲み物作り工程を開始してもよく、
飲み物作り工程は軌道モータ５５６の起動で始まる。
【００５０】
　図７３に示されるように、軌道モータ５５６は、軌道５１９が飲み物作り移送部５１８
と係合し、軌道５１９が、豆挽き刃５４４の直下の図７４に示す豆挽き位置に移送部を矢
印Ｂ方向に動くように、軌道５１９の動きを実現する。一旦豆挽き位置になると、豆挽き
部モータ５４８が起動し、豆挽き用モータ５４０と豆挽き刃５４４をフィルターカップ１
０に向けて下方に矢印Ｃ方向に動かし、刃５４４がフィルターカップ１０のホイルカバー
１８を突き通し、カップ１０内に入るようにする。刃５４４がカップ内に位置すると、モ
ータ５４０が起動され、刃５４４を所定の回転数で回転させ、それにより図７５に示すよ
うに、カップ１０内の挽かれていないコーヒー豆２０を挽き、あるいは飲料材料を混ぜる
。
【００５１】
　ここで図７６を参照して、コーヒー豆２０が挽いたコーヒー５５８に変化させられると
、豆挽き用モータ５４０と豆挽き刃５４４はモータ５４８によりフィルターカップ１０か
ら後退させられる。豆挽き刃５４４がカップ１０から後退した後に、軌道モータ５５６は
再びスイッチが入れられ、飲み物作り移送部５１８を飲み物作り部５３８の下の飲み物作
り位置まで矢印Ｄ方向に動かす。図７８は、飲み物作り位置のフィルターカップ１０と飲
み物作り移送部５１８を図示する。
【００５２】
　図７８に示されるように、飲み物作り部モータ５５４にスイッチを入れ、ピストン５５
２とシャワーヘッド５３４をフィルターカップ１０に向け下方に、矢印Ｅ方向に動かす。
一実施の形態では、シャワーヘッド５３４は、フィルターカップ１０と密接に関連して動
かされ、加熱水をフィルターカップ１０に分配、すなわち低圧でコーヒーを入れる。他の
実施の形態では、シャワーヘッド５３４は、Ｏリングのようなシールリングを含んでもよ
い。この実施の形態では、シャワーヘッド５３４は、シールリングがフィルターカップ１
０の上部周縁に圧縮接触し、気密シールを生じるまで、下方に動かされる。その後フィル
ターカップ１０は、装置１００に関して説明したように、飲み物作り工程では加圧される
。
【００５３】
　いずれかの実施の形態において、シャワーヘッド５３４が図７９に示す位置に動いた後
、ポンプ５３０が水容器５２６からボイラ５２８を通して水を送り、ボイラ５２８は水を
所定の温度まで加熱する。その後、水は、ボイラ５２８から供給流路５３２を通って、水
出口／シャワーヘッド５３４へと続く。その後熱水は、フィルターカップ１０とその中の
挽いたコーヒー５５８を通り抜け、入れたコーヒーを作る。入れたコーヒーはフィルター
カップ１０の床面２６の孔３２を通ってフィルターカップ１０から出て、飲み物作り移送
部５１８の底部の孔５２２を通って飲み物作り移送部５１８から出て、ドリップトレイ５
０８上に置かれたコーヒーカップ５６０に集められる。
【００５４】
　次に、オプションとしてのコーヒーを入れた後の工程は、経路に残留している水を吹き
飛ばすのにシステムをパージすることを含む。パージする工程では、コーヒーを入れる工
程の終了近くあるいは終了時に、ボイラ５２８のヒーターのスイッチが切られる前に、ポ
ンプ５３０が止まる。このことにより、ボイラ５２８に残っている余分な水が蒸気に変換
されることになる。その後蒸気は供給流路５３２を通って飲み物作りサブアセンブリ（水
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容易に理解されるように、このことはカップ１０中の実質的に全てのコーヒーが、実質的
な液だれなしで、排出されることを確実にする。さらに、このことはまた、カップ１０が
乾燥し、廃棄のために取り外されたときに液だれしないことを確実にする。
【００５５】
　ここで図８０を参照すると、コーヒーマグカップ５６０が入れたコーヒーで満たされ、
飲み物作り工程が完了すると、ピストン５５２とシャワーヘッド５３４が、モータ５５４
により円筒形スリーブ５５０内に後退する。シャワーヘッドが図８０および図８１に示さ
れる位置に後退させられた後、軌道モータ５５６がもう一度起動され、飲み物作り移送部
５１８と使用済みフィルターカップを飲み物作り部５３６に向けて、廃棄位置まで矢印Ｆ
方向に動かす。所定の距離を動かした後、飲み物作り移送部５１８は図８２に示すように
半分に分かれ、使用済みフィルターカップ１０は移送部５１８から使い捨ての小型容器５
１０に落下する。一実施の形態では、所定の距離動くと、爪が飲み物作り移送部５１８の
突起に係合し、移送部５１８の後ろ側の半分の動きを止め、前側の半分は搬送したままで
、移送部が分離する。飲み物作り移送部を分離する他の機構を、本発明の広い観点から外
れることなく、用いてもよい。オプションとして、シャワーヘッド５３４と、シャワーヘ
ッドに隣接する構成部品は使用の間に洗浄されてもよい。
【００５６】
　好ましい実施の形態では、挽かれていないコーヒー豆２０を含むフィルターカップ１０
を備えたコーヒー装置５００の使用を考慮したが、本発明がこの点に限定されることを意
図してはいない。具体的には、コーヒー装置５００は、フィルターカップ１０または如何
なるタイプの飲料材料を含む他の類似のカップと用いてもよい。
【００５７】
　本発明が、その詳細な実施の形態に関して示され、説明されたが、当業者は、種々の変
更がなされ、本発明の範囲を逸脱することなく均等物が要素にとって代わることを理解す
るであろう。さらに、本発明の基本的な範囲から逸脱することなく、改変が本発明の教示
に特定の状況や材料を合せるためになされるかもしれない。したがって、本発明は上記の
詳細な説明に開示した特定の実施の形態には限定されず、本発明がここで開示した範囲内
に含まれる全ての実施の形態を含むことを意図する。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月22日(2013.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筺体であって、液体容器を含む筺体と；
　前記筺体内に配置され、前記液体容器と連通する飲み物作り部と；
　前記筺体内に配置される豆挽き部であって、前記飲み物作り部と機能的に分離される豆
挽き部と；
　飲み物作り移送部であって、前記豆挽き部に隣接する第１位置と飲み物作り部に隣接す
る第２位置との間で選択的に移動可能な飲み物作り移送部とを含む飲み物装置であって、
　前記飲み物作り移送部の前記第１位置と第２位置との間との移動は、前記飲み物作り移
送部の飲み物材料を前記第１位置から前記第２位置に変え、
　前記第２位置にあるときに、液体が前記液体容器から分配され、前記飲み物作り移送部
に向けられ、
　前記飲み物材料は前記飲み物作り移送部にあり、前記飲み物作り移送部が前記第１位置
にあるとき第１の物理的状態にあり、前記飲み物作り移送部が前記第２位置にあるとき第
２の物理的状態にあり、前記第１の物理的状態は前記第２の物理的状態とは異なる、飲み
物装置であって、該飲み物装置は、
　直線的に移動可能な軌道と、
　前記直線的に移動可能な軌道に操作可能に接続されるモータとをさらに備え、
　前記飲み物作り移送部は、前記直線的に移動可能な軌道に操作可能に接続され、
　前記モータの起動は、前記飲み物作り移送部を前記直線的に移動可能な軌道上で、前記
飲み物作り部と前記豆挽き部の間で動かす、
　飲み物装置。
【請求項２】
　前記飲み物材料は第１のサイズの粒子を含み；
　前記豆挽き部は、前記飲み物材料の前記粒子を前記第１のサイズから第２のサイズへ変
化させる機構を有し、前記第２のサイズは前記第１のサイズより小さい、
　請求項１の飲み物装置。
【請求項３】
　前記飲み物の前記第１のサイズの前記粒子は、挽かれていないコーヒー豆である、
　請求項２の飲み物装置。
【請求項４】
　前記機構は、モータにより回転駆動される豆挽き刃である、
　請求項２の飲み物装置。
【請求項５】
　前記豆挽き刃と前記モータは、前記飲み物作り移送部が前記第１位置にあるとき、前記
飲み物作り移送部に向けておよび前記飲み物作り移送部から離間するように選択的に移動
可能である、
　請求項４の飲み物装置。
【請求項６】
　前記飲み物作り部は液体出口を含み、該液体出口は前記飲み物作り移送部が前記第２位
置にあるとき前記飲み物作り移送部に向けておよび前記飲み物作り移送部から離間するよ
うに移動可能な、
　請求項１の飲み物装置。
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【請求項７】
　前記液体容器から水をくみ上げ、前記液体出口に向かわせるポンプと；
　前記ポンプから受けた前記水を加熱するボイラとを更に備える；
　請求項１の飲み物装置。
【請求項８】
　前記液飲み物作り移送部は第１の半分部分と第２の半分部分を含み、前記飲み物作り移
送部が前記飲み物作り部から前記豆挽き部に異動すると、前記第２の半分部分が前記第１
の半分部分から分離させられる、
　請求項１の飲み物装置。
【請求項９】
　筺体であって、液体容器を含む筺体と；
　前記筺体に配置され、引っ込めた位置と伸ばした位置との間で移動可能な豆挽き機構と
；
　前記豆挽き機構から横方向に離れた液体出口であって、前記液体出口は引っ込めた位置
 と伸ばした位置の間で移動可能である、液体出口とを備える；
　飲み物装置。
【請求項１０】
　第１のサイズの粒子を有する少なくとも１つの飲み物材料を含む容器を収容する大きさ
になされた飲み物作り移送部であって、前記飲み物作り移送部は前記豆挽き機構の下方の
位置と前記液体出口の下方の位置との間で移動可能である、飲み物作り移送部を更に備え
る；
　請求項９の飲み物装置。
【請求項１１】
　前記飲み物作り移送部は、直線的に移動可能な軌道上に置かれる；
　請求項１０の飲み物装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの飲み物材料の前記粒子は、挽かれていないコーヒー豆である；
　請求項１０の飲み物装置。
【請求項１３】
　飲み物作り部、豆挽き部および飲み物作り移送部を有するコーヒー装置を準備する工程
と；
　挽かれていないコーヒー豆を含む容器を前記飲み物作り移送部に挿入する工程と；
　前記飲み物作り移送部を前記豆挽き部と前記飲み物作り部との間で動かす工程とを備え
る；
　コーヒーを入れる方法。
【請求項１４】
　前記挽かれていないコーヒー豆を前記豆挽き部の前記容器内で挽いたコーヒーに変化さ
せる工程をさらに備える；
　請求項１３のコーヒーを入れる方法。
【請求項１５】
　前記飲み物作り移送部を前記飲み物作り部に動かす工程と；
　水を前記容器に分配して入れたコーヒーを作る工程とをさらに備える；
　請求項１４のコーヒーを入れる方法。
【請求項１６】
　前記飲み物作り移送部の第１の半分部分を前記飲み物作り移送部の第２の半分部分から
分離して、前記容器を取り出す工程をさらに備える；
　請求項１５のコーヒーを入れる方法。
【請求項１７】
　蒸気の流れを容器に向けて、前記容器から液体をパージする工程をさらに備える；
　請求項１５のコーヒーを入れる方法。
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【請求項１８】
　前記挽かれていないコーヒー豆を挽いたコーヒーに変化させる工程は、
　豆挽き刃を前記容器内に動かすことと、
　モータを起動し、前記豆挽き刃を所定の回転数で回転させることと、
　前記豆挽き刃を前記容器から取り除くことを含む、
　請求項１４のコーヒーを入れる方法。
【請求項１９】
　前記水を前記容器に分配する工程は、
　シャワーヘッドを前記容器と連通するように動かすことと、
　前記シャワーヘッドを、水を前記容器を通して分配した後に、前記容器から後退させる
ことを含む、
　請求項１５のコーヒーを入れる方法。
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