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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マシンは、カバーを回動させるためにマシンハ
ウジングの近傍に大きな容積の自由空間を必要としない
。
【解決手段】少なくとも１つの原材料２から飲料を調製
するためのマシン１は、原材料処理モジュール３０と、
原材料をそのようなマシンの外側から原材料処理モジュ
ール内へ挿入するための原材料通路４０と、原材料通路
を覆う位置と原材料通路を露出させる位置との間を手動
で移動させることができるユーザハンドルを形成するカ
バー１０とを備える。カバー１０は、覆い位置から露出
位置へ、および／またはその逆へ手動でスライド可能、
特に並進スライド可能である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの原材料（２）から飲料を調製するためのマシン（１）であって、原材
料処理モジュール（３０）、特に、第１の部分、ならびに、前記原材料を前記原材料処理
モジュール内に収容するための位置から、前記原材料を前記原材料処理モジュール内へ挿
入するため、および／または前記原材料を前記原材料処理モジュールから排出するための
移送位置へ、前記第１の部分に対して移動できる第２の部分を備える原材料処理モジュー
ルと、前記原材料を当該マシンの外側から前記原材料処理モジュール内へ挿入するための
原材料通路（４０）と、該原材料通路を覆う位置と該原材料通路を露出させる位置との間
を手動で移動させることができるユーザハンドルを形成するカバー（１０）とを備えるマ
シン（１）において、
　前記カバー（１０）が、前記覆い位置から前記露出位置へ、および／またはその逆へ手
動でスライド可能、特に並進スライド可能であることを特徴とするマシン（１）。
【請求項２】
　外側ハウジング（１００）を有し、前記原材料通路（４０）がハウジング前面（１０１
）から前記原材料処理モジュール（３０）へ延び、前記カバーが、特に前記外側ハウジン
グの外側で、前記ハウジング前面に沿って平行にスライドできる、請求項１に記載のマシ
ン。
【請求項３】
　前記ハウジング前面（１０１）が、前記覆い位置と前記露出位置との間で前記カバー（
１０）を案内するための案内構造（１０２，１０３）を有する、請求項２に記載のマシン
。
【請求項４】
　前記案内構造が、前記原材料通路（４０）またはその近傍から延びる、案内凹部（１０
２）および／または案内レール（１０３）を備える、請求項３に記載のマシン。
【請求項５】
　前記ハウジング前面（１０１）が、上端マシン前面および／または略水平に延びるマシ
ン前面を形成する、または画定する、請求項２～請求項４のいずれか一項に記載のマシン
。
【請求項６】
　前記カバー（１０）が、該カバーを安定位置へ、特に前記覆い位置および／または前記
露出位置へ、動かすための自動帰還装置（１５）と関連付けられる、請求項１～請求項５
のいずれか一項に記載のマシン。
【請求項７】
　前記自動帰還装置が、前記カバー（１０）を２つの異なる位置へ、特に前記覆い位置お
よび前記露出位置へ、動かすための双安定装置（１５）である、請求項６に記載のマシン
。
【請求項８】
　前記原材料処理モジュール（３０）が、前記原材料（２）を処理するための処理形態と
、前記原材料を前記原材料処理モジュール内へ挿入するため、および／または前記原材料
を前記原材料処理モジュールから除去するための原材料移送形態とを有する、請求項１～
請求項７のいずれか一項に記載のマシン。
【請求項９】
　前記カバー（１０）が、前記原材料処理モジュール（３０）が前記原材料（２）を処理
しているときに、前記露出位置へ移動されることを防止され、随意的に、前記カバーが、
前記覆い位置でロックされ、または、前記原材料の処理を手動で中断するために中間位置
へ移動可能となる、請求項８に記載のマシン。
【請求項１０】
　制御ユニット、特に前記原材料処理モジュール（３０）を制御するためのユニットを有
し、前記カバー（１０）が、前記制御ユニットとデータ通信するユーザインタフェースを
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形成し、または該ユーザインタフェースの一部であり、随意的に、前記カバーが、電気機
械スイッチセンサ、磁気センサ、電磁センサ、および、光学センサから選択されるセンサ
など、前記カバーの位置を検出するための、前記制御ユニットに接続されるセンサを備え
、または該センサと関連付けられる、請求項１～請求項９のいずれか一項に記載のマシン
。
【請求項１１】
　前記制御ユニットが、該制御ユニットが給電されないときまたは待機状態にあるとき、
および前記カバーが特に前記露出位置へ移動されるときに、前記制御ユニットに給電する
ように、随意的には、ユーザインタフェースおよび／または温度調節器、特にヒータなど
の他の電気的な構成要素に給電するように、構成されている電力管理モジュールを備える
、請求項１０に記載のマシン。
【請求項１２】
　前記原材料（２）を処理するための処理形態から、前記原材料を前記原材料処理モジュ
ールへ挿入するため、および／または前記原材料を前記原材料処理モジュールから除去す
るための原材料移送形態へ、および／またはその逆へ前記原材料処理モジュール（３０）
を動かすためのモータを備える、請求項１～請求項１１のいずれか一項に記載のマシン。
【請求項１３】
　前記モータが、前記カバー（１０）が前記覆い位置へ移動されるときには前記原材料処
理モジュール（３０）を前記処理形態へ動かし、および／または、前記カバーが前記露出
位置へ移動されるときには前記原材料処理モジュール（３０）を前記原材料移送形態へ動
かすように構成されている、請求項１２に記載のマシン。
【請求項１４】
　前記原材料処理モジュール（３０）を制御するための制御ユニットを有し、前記制御ユ
ニットが、前記原材料（２）が前記原材料処理モジュール（３０）内へ挿入されて前記カ
バー（１０）が前記覆い位置へ移動されるときに、自動的に飲料調製を開始するように構
成されている、請求項１～請求項１３のいずれか一項に記載のマシン。
【請求項１５】
　前記原材料（２）が前記原材料処理モジュール（３０）内に挿入されずに前記カバー（
１０）が前記覆い位置へ移動されるときに、自動的に作動停止プロセスまたは待機プロセ
スおよび／またはサービスプロセスを開始するように構成されている制御ユニットを有す
る、請求項１～請求項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、飲料調製マシンに関し、特に調製されるべき飲料の原材料カプセルを
使用する飲料調製マシン、例えば、飲料原材料、特に事前に小分けされた原材料カプセル
の形態で供給される原材料をマシン内へ挿入するための通路と、マシンの通常の使用中に
必要に応じて通路を覆うまたは露出させるための部材とを有する飲料調製マシンに関する
。
【０００２】
　本説明の解釈上、「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内、特に気密
パッケージ内、例えばプラスチック、アルミニウム、リサイクル可能な、および／または
、生体分解性のパッケージ内のフレバリング原材料など、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】
　特定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、および／
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または、蓄えられてマシン内に自動的に投入される、あるいは飲料の調製のときに加えら
れる原材料を収容するカプセルを使用する。一部の飲料マシンは、冷たい水源、または実
際には加熱手段、例えばサーモブロック等を介し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を有する。
【０００４】
　特に、コーヒー調製の分野では、飲料原材料を収容するカプセルが淹出装置内へ挿入さ
れるマシンが幅広く開発されてきた。淹出装置は、カプセルの周囲で耐密に閉じられ、水
がカプセルの第１の面から注入され、カプセルの閉じられた容積空間内で飲料が生成され
て、淹出された飲料をカプセルの第２の面から排出させてカップまたはグラス等の容器内
へ収集することができる。
【０００５】
　淹出装置は、「新鮮な」カプセルの挿入および使用済みカプセルの除去を容易にするよ
うに開発されてきた。一般に、淹出装置は、カプセルを挿入する／除去するための形態か
らカプセル内の原材料を淹出するための形態へ相対的に移動できる２つの部分を備える。
【０００６】
　淹出装置の可動部分が電動で作動してもよい。そのようなシステムは、例えば欧州特許
出願公開第１７６７１２９号明細書に開示されている。この場合、ユーザは、淹出装置を
開放する、あるいは閉鎖するために手動で操作する必要がない。淹出装置は、閉鎖中に通
路内での指の望ましくない存在を検出して締め付けによる怪我を防止するためのスイッチ
を介して該淹出装置の可動部分に組み付けられる、安全ドアを備えるカプセル挿入通路を
有する。
【０００７】
　淹出装置の可動部分が手動で作動してもよい。国際公開第２００９／０４３６３０号パ
ンフレットは、淹出ユニットを含む飲料調製マシンを開示し、淹出ユニットは、該淹出ユ
ニット内へカプセルを挿入するための通路を伴う前部を有する。前部は、カプセルを淹出
ユニット内へ挿入するべく通路を露出させるためにマシンのハウジングから外側に入れ子
式に伸びるように構成されており、また、ハウジング下で通路をスライドさせ、したがっ
てハウジングにより通路を覆うために淹出ユニット内へ入れ子式に収縮する。回動可能な
弓形のハンドルが、前部を手動で動かすように構成されている。
【０００８】
　国際公開第２００５／００４６８３号パンフレットおよび国際公開第２００７／１３５
１３６号パンフレットは、フレームと、カプセルのための固定保持部と、フレームに対し
て摺動関係を成して取り付けられる可動保持部と、再開放の間に作用して内部淹出圧によ
り生じる反力にも抵抗しつつ、保持部を、カプセルの周囲で安定した流体密な態様で閉じ
ることができる機械的なシステムを備える１つまたは２つのナックルジョイント機構と、
ナックルジョイント機構を直接、てこで動かすためのハンドルとを備える装置を開示する
。そのような装置は、フレームの通路を通じた垂直落下によるカプセルの挿入と、挿入方
向と同じ方向での使用済みカプセルの除去とを可能にする簡単なアセンブリを形成する。
ハンドルは、マシンのハウジングに隣接するハンドル端部の周りで手動回動可能な、てこ
の形態を成す。閉位置では、ハンドルがカプセル入口通路上にわたってマシンのハウジン
グに対して下方に回動されてカプセル入口通路を覆う。開位置では、ハンドルがカプセル
入口通路から離れるように上方へ回動されてこの通路を露出させる。このように、ハンド
ルは、保持部を移動させることに加えて、カプセルのための通路を覆う役目および露出さ
せる役目を果たす。可動部を移動させるために必要とされる手動力は、マシンの開閉中に
変化するとともに、使用されるカプセルの寸法公差、カプセルの位置取り、および、淹出
ユニットの温度によって決まる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、少なくとも１つの原材料から飲料を調製して、そのような調製された飲料を
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供給するためのマシンに関する。例えば、マシンは、コーヒー、茶、チョコレート、カカ
オ、ミルク、または、スープ調製マシンである。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フレバ
リング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別の液体を通す
ことにより飲料処理モジュール内で飲料を調製するように構成されている。
【００１０】
　そのような飲料調製は、一般に、複数の飲料原材料、例えば水とミルク粉末の混合、お
よび／または、飲料原材料の煎じ出し、例えば、水を用いた挽いたコーヒーまたは茶の煎
じ出しを含む。例えば、ユーザ要求に基づき、一杯分に対応する所定量の飲料が形成され
て供給される。そのような一杯分の量は、飲料のタイプに応じて、２５～２００ｍｌの範
囲内、例えばカップまたはマグカップを満たすための量であってもよい。形成されて供給
される飲料は、リステロット、エスプレッソ、ルンゴ、カプチーノ、カフェラッテ、アメ
リカーノコーヒー、茶などから選択されてもよい。特に、コーヒーマシンは、エスプレッ
ソ、例えば一杯分当たり２０～６０ｍｌの調整可能な量を供給するように、および／また
は、ルンゴ、例えば一杯分当たり７０～１５０ｍｌの範囲内の量を供給するように構成さ
れてもよい。
【００１１】
　特に、マシンは、原材料処理モジュールと、原材料をそのようなマシンの外側から原材
料処理モジュール内へ挿入するための原材料通路と、原材料通路を覆う位置と原材料通路
を露出させる位置との間を手動で移動させることができるユーザハンドルを形成するカバ
ーとを備える。
【００１２】
　原材料処理モジュールは、第１の部分と、原材料を原材料処理モジュール内に収容する
ための位置から、原材料を原材料処理モジュール内へ挿入するため、および／または原材
料を原材料処理モジュールから排出するための移送位置へ、第１の部分に対して移動でき
る第２の部分とを含んでもよい。
【００１３】
　典型的には、飲料調製マシンは、ハウジングおよび／またはフレームなどの固定構造体
を備える。
【００１４】
　構造体は、テーブルなどの支持面上に載置するように構成されてもよい。原材料通路は
、構造体に対して固定されもよい。本発明のカバーは、覆い位置と露出位置との間で構造
体に対して移動できてもよい。
【００１５】
　処理モジュールの第２の部分を第１の部分に対して、および固定構造体に対して移動可
能にすることができる。第１の部分は、構造体に対して固定されてもよく、あるいは、構
造体に対して移動可能であってもよい。
【００１６】
　第２の部分は、所定の方向に、特に弓形および／または直線方向に移動するように構成
されてもよい。典型的には、第１および第２の部分は、それらの処理位置に、茶またはコ
ーヒーまたはチョコレートまたは粉ミルクなどの飲料原材料を収容するためのキャビティ
を画定する。原材料処理モジュールは、水などのキャリア液体をキャビティ内へ供給する
ための上流側流体回路と、飲料（フレバリング）原材料によって風味付けされたキャリア
液体により形成される飲料をキャビティから供給するための飲料出口を有する下流側流体
回路とを含んでもよく、原材料は、特にカプセルに入った状態でキャビティ内へ挿入され
る。
【００１７】
　前述したように、原材料は、随意的には、原材料カプセル、例えば原材料を収容するア
ルミニウムまたはプラスチックまたは紙の封入物に入った状態で処理モジュール内へ挿入
され、および／または処理モジュールから排出される。
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【００１８】
　原材料通路を略直立状態にすることができ、それにより、随意的にカプセル内に収容さ
れる、原材料を重力の作用により通路内で移動させることができる。通路は、原材料を処
理モジュール内へ案内する挿入部と、原材料を処理モジュールから案内する排出部とを備
えてもよい。カバーは、通常、挿入部と関連付けられる。
【００１９】
　本発明によれば、カバーは、覆い位置から露出位置へ、および／またはその逆へ手動で
スライド可能、特に並進スライド可能である。
【００２０】
　原材料通路を覆うためにマシンハウジングに沿って延びる位置と原材料通路を露出させ
るためにマシンハウジングから斜めに離れる位置との間で回動できる、例えば国際公開第
２００７／１３５１３６号パンフレットに開示されるような従来技術のカバーハンドルと
は対照的に、本発明のマシンは、カバーを回動させるためにマシンハウジングの近傍に大
きな容積の自由空間を必要としない。これは、本発明のカバーが、覆い位置と露出位置と
の間でスライドできるからである。
【００２１】
　カバーは、原材料通路を開閉するために、平面的に、あるいは、弓形にスライド移動で
きる略プレート状のスライダでもよい。カバーは、カバーの覆い位置と露出位置との間で
マシンの全体の占有空間の著しい増大を伴うことなく、覆い位置と露出位置との間でマシ
ンの外形および境界に沿って移動してもよい。
【００２２】
　カバーは、通常の使用中にカバーを覆い位置と露出位置との間で移動させるために、ユ
ーザが、例えば手または１つ以上の指によってカバーを手動で掴むことができ、あるいは
押圧することができるような形状を有する。例えば、カバーは、人の手に対する摩擦を与
えてカバーの確実なユーザ制御を達成するために必要とされる把持力を減少させる表面構
造または表面組成、特に滑り止め面を伴う部分を有する。
【００２３】
　典型的には、マシンは外側ハウジングを有し、原材料通路がハウジング前面から原材料
処理モジュールへ延び、カバーが、特に外側ハウジングの外側で、ハウジング前面に沿っ
て平行にスライドできる。ハウジング前面は、覆い位置と露出位置との間でカバーを案内
するための案内構造を有してもよい。案内構造は、原材料通路またはその近傍から延びる
案内凹部および／または案内レールを含むことができる。ハウジング前面は、上端マシン
前面および／または略水平に延びるマシン前面を形成し、あるいは画定してもよい。
【００２４】
　一実施形態において、カバーは、該カバーを安定位置へ、特に覆い位置および／または
露出位置へ、動かすための自動帰還装置と関連付けられる。自動帰還装置は、カバーを２
つの異なる位置へ、特に覆い位置および露出位置へ動かすための双安定装置であってもよ
い。
【００２５】
　原材料処理モジュールは、原材料を処理するための処理形態と、原材料を原材料処理モ
ジュール内へ挿入するため、および／または原材料を原材料処理モジュールから除去する
ための原材料移送形態とを有してもよい。原材料処理モジュールが原材料を処理している
ときに、カバーが露出位置へ移動されることを防止でき、随意的に、カバーは、覆い位置
でロックされ、あるいは、モジュール内での原材料の処理を手動で中断するために中間位
置へ移動可能となる。
【００２６】
　マシンは、典型的には、制御ユニット、特に原材料処理モジュールを制御するためのユ
ニットを含む。カバーは、制御ユニットとデータ通信するユーザインタフェースを形成し
、あるいはユーザインタフェースの一部であり、随意的に、カバーは、電気機械スイッチ
センサ、磁気センサ、電磁センサ、および、光学センサから選択されるセンサなど、カバ
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ーの位置を検出するための、制御ユニットに接続されるセンサを備え、あるいは該センサ
と関連付けられる。制御ユニットは、該制御ユニットが給電されないとき、あるいは待機
状態にあるとき、およびカバーが特に露出位置へ移動されるときに、制御ユニットに給電
するように、随意的にはユーザインタフェースおよび／または温度調節器、特にヒータな
どの他の電気的な構成要素に給電するように、構成されている電力管理モジュールを備え
てもよい。
【００２７】
　マシンは、原材料を処理するための処理形態から、原材料を原材料処理モジュールへ挿
入するため、および／または原材料を原材料処理モジュールから除去するための原材料移
送形態へ、および／またはその逆へ原材料処理モジュールを動かすためのモータを備える
ことができる。モータは、カバーが覆い位置へ移動されるときには原材料処理モジュール
を処理形態へ動かし、および／または、カバーが露出位置へ移動されるときには原材料処
理モジュールを原材料移送形態へ動かすように構成されてもよい。
【００２８】
　マシンは、原材料処理モジュールを制御するための制御ユニットを有してもよく、制御
ユニットは、原材料が原材料処理モジュール内へ挿入されてカバーが覆い位置へ移動され
るときに自動的に飲料調製を開始するように構成されてもよい。モジュール内への原材料
の挿入は、例えば光検出などの当技術分野において知られる任意のシステムによって検出
されてもよい。
【００２９】
　原材料処理モジュールは、第１および第２の部分が処理位置、例えば原材料を原材料処
理モジュール内に収容するための位置に達するときに自動的に混合液および／または煎じ
出し液を原材料へ流通させるように構成され得る。
【００３０】
　マシンは、原材料が処理モジュール内に挿入されずにカバーが覆い位置へ移動されると
きに、自動的に作動停止プロセスまたは待機プロセス、および／またはサービス（保守）
プロセスを開始するように構成されている制御ユニットを有してもよい。同様に、モジュ
ール内へ原材料が挿入されないことは、例えば前述したような任意の適したシステムによ
って検出されてもよい。
【００３１】
　このようにすると、簡単でスペースを取らない、ユーザにより操作される要素、例えば
スライダまたはスライドカバーを有する飲料マシンを、
　－　カプセル挿入領域へのアクセスを開放または閉鎖するため、
　－　マシンの動作を制御するための電子スイッチとしての役目を果たすため、および／
または
　－　望ましくないユーザ操作、例えば処理の過程での原材料処理ユニットの開放を防止
するために、提供することができる。
【００３２】
　スライダは、マシンがＯＦＦにされているとき、あるいは原材料処理、例えば淹出が進
行中のときに閉位置にある。
【００３３】
　例えば、マシン状態に応じて、ユーザによるスライダの動作が異なる効果を有し得る。
すなわち、
　－　マシンがＯＦＦされているときに、ユーザがカバーを露出位置へ至らせると、マシ
ンを始動させることができ、原材料を挿入できる。
　－　マシンが原材料を処理しているときに、ユーザがカバーを覆い位置から移動させる
と、原材料処理が中断された後、処理モジュールが移送形態へ動かされ、随意的には、処
理中断と移送形態到達との間の中間位置でスライダがロックされてもよく、それにより、
そのような原材料を処理モジュールがいつでも受容することができる状態にあるときだけ
、新たな原材料を通路内へ挿入できる。
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【００３４】
　カバーは、マシンが既にＯＮされているときに、ユーザが原材料通路をスライダで露出
させた後、すなわち、原材料の処理および飲料の供給の終了中に、あるいは、単にマシン
をＯＮにした後に、露出位置となり得る。
【００３５】
　開位置において、ユーザは、新たな原材料を処理モジュール内に導入してもよい。その
後、ユーザがカバーを覆い位置へ至らせると、処理モジュールが自動的に処理形態へ動か
されてもよい。原材料処理は、処理モジュールが処理形態に達すると直ぐに始まってもよ
い。必要に応じて、原材料処理は、例えばシャットオン（ｓｈｕｔ－ｏｎ）プロセスまた
は待機終了プロセスの終了中に、始動プロセスが完了されるまで遅延されてもよい。
【００３６】
　ユーザが原材料を通路内へ挿入することなくカバーを覆い位置へ至らせると、サービス
プログラムが開始されてもよく、あるいは、作動停止プロセスまたは待機プロセスが開始
されてもよい。
【００３７】
　次に、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】
【００３８】
【図１】原材料通路を覆うように配置されているカバーを有する、本発明に係るマシンの
一部を示している。
【図２】原材料通路を露出させるように配置されているカバーを有する、本発明に係るマ
シンの一部を示している。
【図３】双安定自動帰還装置に関連付けられるそのようなカバーの下側からの斜視図を示
している。
【図３ａ】第１の安定位置にある双安定自動帰還装置を示している。
【図３ｂ】第２の安定位置にある双安定自動帰還装置を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１～図３ｂは、少なくとも１つの原材料２から飲料を調製するための、本発明に係る
マシン１の例示的な実施形態の一部を示している。
【００４０】
　原材料は、例えば「発明の分野」 の見出しで前述したタイプの原材料カプセル２の形
態で供給されてもよい。
【００４１】
　マシン１は、原材料処理モジュール３０と、そのようなマシン１の外側から原材料処理
モジュール３０内へ原材料２を挿入するための原材料通路４０と、原材料通路４０を覆う
位置（図１）と原材料通路４０を露出させる位置（図２）との間を手動で移動させること
ができるユーザハンドルを形成するカバー１０とを備える。
【００４２】
　原材料処理モジュールは、原材料処理モジュール内で調製された飲料を供給するための
出口を有してもよい。モジュールは、通路４０を通じてマシン１内へ供給される原材料２
を受容するための原材料キャビティを有することができ、また、原材料２を収容するキャ
ビティ内へ、随意的にはカプセル内へ、液体を自動的に流通させるように構成されてもよ
い。
【００４３】
　キャビティは、茶またはコーヒーまたはチョコレートまたは粉ミルクなどのフレバリン
グ原材料を保持して収容するように構成されてもよい。前述したように、原材料は、カプ
セル２内に事前に小分けされた状態で、このキャビティ内へ挿入されてもよい。
【００４４】
　フレバリング飲料は、水などのキャリア液体を原材料キャビティ内へ流通させることに
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より、液体をキャビティ内に保持されるフレバリング原材料に晒して風味付けることによ
って調製されてもよい。
【００４５】
　原材料キャビティは、原材料を内部に収容するための処理形態と原材料を処理モジュー
ル内へ挿入するため、および／または原材料を処理モジュールから排出するための移送形
態との間で相対的に移動できる、第１および第２の部分によって画定されてもよい。原材
料のタイプに合わせて原材料の処理を自動的にパラメータ化して調整するための原材料自
動認識システムが使用されてもよい。
【００４６】
　フレバリング原材料の閉じられたカプセル２が使用される場合、原材料キャビティを画
定する第１および第２の部分は、刃および／または引き裂き具などのカプセルオープナー
、例えば、一例としてＮｅｓｐｒｅｓｓｏ（商標）マシンから知られるような引き裂き形
状を有するプレートを含んでもよい。
【００４７】
　飲料マシン１は、典型的に、以下の構成要素、すなわち、
　ａ）フレバリング原材料などの飲料原材料、特にカプセル２内に供給される事前に小分
けされた原材料を受容して収容するとともに、その風味を添えるために入口を通じて流入
する液体、例えば水をこの原材料に通して飲料出口へ案内するための内側フレバリングチ
ャンバを処理位置に画定する処理モジュール３０、例えば、淹出ユニットを含む流体回路
、
　ｂ）原材料２へ供給されるべきこの液体流を加熱するため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液体を案内するための１つ以上の流体接続部材、
　ｅ）入力ユーザ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、特にプリント回路基板（ＰＣＢ）を備える、電気制御ユニ
ット、および／または
　ｆ）処理モジュールの特性、インラインヒータの特性、ポンプの特性、液体タンクの特
性、原材料収集器の特性、液体流の特性（例えば、流量計による）、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つの動作特性を検出するとともに、その
ような特性を制御ユニットへ通信するための１つ以上のセンサ、のうちの１つ以上を含む
。
【００４８】
　特に、原材料処理モジュールは、水などの温度調節された液体を液体リザーバなどの液
体源から原材料処理キャビティへ流通させるために、例えばポンプなどの液体ドライバと
ヒータなどの温度調節器とを組み込む上流側流体構造を含む、あるいは該上流側流体構造
体である。上流側流体構造の例が、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ている。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公開第１２５
３８４４号明細書、欧州特許出願公開第１３８０２４３号明細書、および、欧州特許出願
公開第１８０９１５１号明細書に開示されるＯＤＨタイプであってもよい。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２００７／１３５１３６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
。飲料調製モジュールの適した流体回路は、例えば、参照することにより本願に組み入れ
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２００９／１
３００９９号パンフレットに開示されている。
【００４９】
　また、原材料処理モジュール３０は、ユーザへ、例えばユーザカップまたはユーザマグ
カップを配置するための領域へ飲料を供給するための出口を有する下流側流体構造を備え
、飲料は、流通液と混合される原材料を収容する原材料キャビティ内で形成される。供給
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領域は、ユーザカップまたはマグカップを保持するための支持面によって底部で画定され
てもよい。そのような支持面は、例えば欧州特許出願公開第１８６７２６０号明細書およ
び国際公開第２００９／０７４５５７号パンフレットに開示されるように、当該技術分野
において良く知られている。
【００５０】
　本発明によれば、カバー１０は、覆い位置（図１）から露出位置（図２）へ、および／
またはその逆へ手動でスライドさせることができ、特に並進スライド可能である。
【００５１】
　マシン１は、外側ハウジング１００を有してもよい。通路４０は、ハウジング１００の
前面１０１から原材料処理モジュール３０へ延びてもよい。とりわけ、カバー１０は、特
に外側ハウジング１００の外側でハウジング前面１０１に沿って平行にスライドできる。
【００５２】
　原材料カプセル２は、周縁２’’を伴う略カップ形状の本体２’を有してもよく、原材
料を封入するために周縁２’’には蓋２’’’がシールされる。通路４０は、カプセル２
またはその一部の形状にほぼ適合する形状を有してもよい。特に、通路４０は、図２に矢
印３により示されるようにカプセルが通路４０内へ挿入されるときにカプセル２の周縁２
’’と適合してカプセル２の周縁２’’を案内する一対の対向案内部４１を有する。淹出
ユニット（または、別の種類の処理モジュール）とカプセル内に備えられるときのフレバ
リング原材料との間の相互作用は、欧州特許出願公開第１８５９７１４号明細書および欧
州特許出願公開第２２０５１３３号明細書に開示されるタイプのものであってもよい。
【００５３】
　ハウジング前面１０１は、カバー１０を覆い位置（図１）と露出位置（図２）との間で
案内するための構造１０２，１０３を有してもよい。案内構造は、通路４０またはその近
傍から延びる案内凹部１０２および／または１つ以上の案内レール１０３を備えることが
できる。案内レール１０３は、カバー１０の支持部材１１と協働してもよい。支持部材１
１は、案内レール１０３の対応する形状に適合して、特に案内凹部１０２内でカバー１０
をハウジング前面１０１に固定するために断面が略Ｕ字形状であってもよい。カバー１０
、支持部材１１、凹部１０２、および、レール１０３の形状は、カバー１０が覆い位置（
図１）と露出位置（図２）との間を、通路を覆うために通路４０の上側から、通路を露出
させるために通路の側方へ、および／またはその逆へスライド可能となるようになってい
る。
【００５４】
　典型的には、ハウジング前面１０１は、上端マシン前面および／または略水平に延びる
マシン前面を形成する、あるいは画定する。そのため、図２に矢印３により示されるよう
に、原材料２が通路４０の上側からマシン１内へ挿入されてもよい。
【００５５】
　図３～図３ｂに示される例示的な実施形態に示されるように、カバー１０を安定位置へ
、特に覆い位置および／または露出位置へ動かすための自動帰還装置１５とカバー１０を
関連付けることができる。自動帰還装置は、カバー１０を２つの異なる安定位置へ、特に
覆い位置（図１および図３ａ）および露出位置（図２および図３ｂ）へ動かすための双安
定装置１５となり得る。
【００５６】
　自動帰還装置１５は、安定位置に達することによって弛緩する弾性構造、例えば圧縮ば
ねおよび／または牽引ばねなどのばね構造１８を備えてもよい。
【００５７】
　特に、自動帰還装置１５は、特にハウジング前面１０１を介して、通路４０に対して、
および／またはカバー１０に対して直接あるいは間接に接続されてもよい。例えば、装置
１５は、ハウジング前面１０１と対向する、カバー１０のキャビティ１０’内に配置され
る。例えば、自動帰還装置１５は、ハウジング前面１０１に固定される軸１０４に対して
回動可能に取り付けられる第１の端部１９ａと、カバー１０に固定される軸１２に対して
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回動可能に取り付けられる第２の端部１９ｂとを有する。装置１５は、一対の相対的に移
動可能なアーム１６ａ，１６ｂを含んでもよく、これらのアームは、それらの端部１９ａ
、１９ｂ間で互いに接続される。部材１６ａ，１６ｂは、それぞればね支持体１７ａ，１
７ｂに固定されてもよい。部材１６ａ，１６ｂおよび支持体１７ａ，１７ｂをほぼ「Ｔ」
字状要素として形成できる。ばね支持体１７ａ，１７ｂは、ばね構造１８によって相互に
接続される。例えば、Ｔ字状要素１６ａ，１７ａおよびＴ字状要素１６ｂ，１７ｂは、ば
ね１８により生成される力がそれらの端部１９ａ，１９ｂを付勢して離間させるようにそ
れらの部材１６ａ，１６ｂに沿って対向して取り付けられる。特に、ばね構造１８は、ば
ね支持体１７ａ，１７ｂを接続する１つ以上の牽引ばねを備える。
【００５８】
　カバー１０が覆い位置（図１）から露出位置（図２）へ移動されると、端部１９ａがハ
ウジング前面１０１に固定される軸１０４に対して回動するとともに、端部１９ｂがカバ
ー１０に固定される軸１２に対して回動する。カバー１０は、端部１９ａが破線１０４’
に沿って第１の安定端部位置１３から第２の安定端部位置１４へカバー１０に追従するよ
うに、端部１９ａおよび軸線１０４の上方をスライドする。端部位置１３，１４は、端部
１９ａを受けるための対応する座部を形成するように側壁１０’’の凹部によって画定さ
れる。
【００５９】
　装置１５が、例えばキャビティ１０’内で、破線１０４’に沿ってカバー１０に隣接し
て回動しているとき、端部１９ａ，１９ｂは、中線１０４’’へ至るまで端部位置１３，
１４から離れるときには互いに近づくように動かされ、装置１５が中線１０４’’を通り
過ぎると互いに離れるように動かされていずれか一方の端部位置１３，１４へ移動する。
端部１９ａ，１９ｂが互いに近づくように動かされると、支持部材１７ａ，１７ｂが互い
に離れるように動かされて、ばね構造１８に応力が加えられる。端部１９ａ，１９ｂが互
いに離れるように動かされると、支持部材１７ａ，１７ｂが互いに近づくように動かされ
て、ばね構造１８が弛緩する。そのため、ばね構造１８は、端部１９ａ，１９ｂを図３ａ
，３ｂに示される安定位置へ振り分ける。これらの図に示される特定の実施形態では、ば
ね構造１８が牽引動作する。無論、構造１８が、例えば１つ以上の螺旋ばねを用いて、圧
縮動作または傾斜動作するように装置１５を変更することができる。
【００６０】
　このように、装置１５は、中間位置から、中間位置のいずれか一方側にある安定位置へ
の、特に覆い位置（図１）および露出位置（図２）へのカバー１０の移動を促しあるいは
助ける。更に、装置１５は、カバー１０を自動的に安定位置へ動かすことによってカバー
１０の不適切な位置取りを防止してもよい。このようにすると、カバー１０に関連する人
間工学性が向上される。
【００６１】
　一実施形態において、原材料処理モジュール３０は、原材料２を処理するための処理形
態（図１）と、原材料を処理モジュール内へ挿入する、および／または原材料を処理モジ
ュールから除去するための原材料移送形態（図２）とを有する。カバー１０は、原材料処
理モジュール３０が原材料２を処理しているときに露出位置へ移動されることを防止され
、随意的に、カバーは、覆い位置でロックされ、あるいは、原材料の処理を手動で中断す
るために中間位置へ移動可能となる。カバー１０のロックは、カバー１０が特定のポイン
トを越えることを防止するためのストッパ、例えば、ハウジング前面１０１を貫通して延
び、典型的にはカバー１０の下側の、カバー１０の側壁１０’’を遮るストッパによって
達成されてもよい。ロックは、覆い位置または中間位置に設けられてもよい。
【００６２】
　通常、マシンは、当該技術分野において知られているように、制御ユニット、特に原材
料処理モジュールを制御するためのユニットを有する。カバー１０は、制御ユニットとデ
ータ通信するユーザインタフェースを形成してもよく、あるいはユーザインタフェースの
一部であってもよい。ユーザインタフェースは、ユーザ入力装置、例えばボタン、および
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もよい。随意的に、カバー１０は、電気機械スイッチセンサ、磁気センサ、電磁センサ、
および、光学センサから選択されるセンサなど、カバー１０の位置を検出するための、制
御ユニットに接続されるセンサを備え、あるいは該センサと関連付けられる。例えば、前
述したストッパは、カバー１０をストッパに抗して付勢することにより作動する電気スイ
ッチと組み合わされる。
【００６３】
　そのような制御ユニットは、制御ユニットが給電されないとき、あるいは待機状態にあ
るとき、およびカバーが特に露出位置へ移動されるときに、制御ユニットに給電するよう
に、随意的にはユーザインタフェースおよび／または温度調節器、特にヒータなどの他の
電気的な構成要素に給電するように、構成されている電力管理モジュールを備える。
【００６４】
　特定の実施形態において、マシン１は、原材料２を処理するための形態から原材料２を
処理モジュールへ挿入するため、および／または原材料２を処理モジュールから除去する
ための原材料移送形態へ、および／またはその逆へ処理モジュール３０を動かすためのモ
ータを有する。
【００６５】
　モータは、処理モジュール３０を、
　－　カバー１０が覆い位置へ移動されるときに処理形態へ動かし、および／または、
　－　カバー１０が露出位置へ移動されるときに移送形態へ動かすように構成されてもよ
い。
【００６６】
　マシン１は、原材料処理モジュール３０を制御するための制御ユニットを有してもよい
。制御ユニットは、原材料２が処理モジュール３０内へ挿入されてカバー１０が覆い位置
へ移動されるときに自動的に飲料調製を開始するように構成されてもよい。制御ユニット
は、原材料２が処理モジュール３０内に挿入されずにカバー１０が覆い位置へ移動される
ときに、自動的に作動停止プロセスまたは待機プロセスおよび／またはサービスプロセス
を開始するように構成されてもよい。
【００６７】
　マシン１は、例えば使用済みカプセル内の茶葉または挽いたコーヒーなどの使用済み原
材料および廃液を収集するための収集容器（図示せず）を有してもよい。収集容器は、マ
シン１に形成されるキャビティ内へ挿入可能、例えばスライド可能であってもよく、また
、サービスのため、例えば収集容器内に収容される固形物および／または液体を空にする
ためにキャビティから除去可能であってもよい。
【００６８】
　特に処理ユニット、飲料出口、制御ユニット、および動力に関連するそのようなマシン
の更なる詳細は、例えば、参照することにより本願に組み入れられる欧州特許出願公開第
１７６７１２９号明細書および欧州特許出願公開第１０１９３２３４号明細書に開示され
ている。
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【図１】 【図２】
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【図３ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月12日(2017.4.12)
【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】
　少なくとも１つの原材料（２）から飲料を調製するためのマシン（１）であって、原材
料処理モジュール（３０）、特に、第１の部分、ならびに、前記原材料を前記原材料処理
モジュール内に収容するための位置から、前記原材料を前記原材料処理モジュール内へ挿
入するため、および／または前記原材料を前記原材料処理モジュールから排出するための
移送位置へ、前記第１の部分に対して移動できる第２の部分を備える原材料処理モジュー
ルと、前記原材料を当該マシンの外側から前記原材料処理モジュール内へ挿入するための
原材料通路（４０）と、該原材料通路を覆う位置と該原材料通路を露出させる位置との間
を手動で移動させることができるユーザハンドルを形成するカバー（１０）とを備えるマ
シン（１）において、
　前記カバー（１０）が、前記覆い位置から前記露出位置へ、および／またはその逆へ手
動でスライド可能、特に並進スライド可能であることを特徴とするマシン（１）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００６８】
　特に処理ユニット、飲料出口、制御ユニット、および動力に関連するそのようなマシン
の更なる詳細は、例えば、参照することにより本願に組み入れられる欧州特許出願公開第
１７６７１２９号明細書および欧州特許出願公開第１０１９３２３４号明細書に開示され
ている。
　以下の実施形態が開示される。
（実施形態１）
　少なくとも１つの原材料（２）から飲料を調製するためのマシン（１）であって、原材
料処理モジュール（３０）、特に、第１の部分、ならびに、前記原材料を前記原材料処理
モジュール内に収容するための位置から、前記原材料を前記原材料処理モジュール内へ挿
入するため、および／または前記原材料を前記原材料処理モジュールから排出するための
移送位置へ、前記第１の部分に対して移動できる第２の部分を備える原材料処理モジュー
ルと、前記原材料を当該マシンの外側から前記原材料処理モジュール内へ挿入するための
原材料通路（４０）と、該原材料通路を覆う位置と該原材料通路を露出させる位置との間
を手動で移動させることができるユーザハンドルを形成するカバー（１０）とを備えるマ
シン（１）において、
　前記カバー（１０）が、前記覆い位置から前記露出位置へ、および／またはその逆へ手
動でスライド可能、特に並進スライド可能であることを特徴とするマシン（１）。
（実施形態２）
　外側ハウジング（１００）を有し、前記原材料通路（４０）がハウジング前面（１０１
）から前記原材料処理モジュール（３０）へ延び、前記カバーが、特に前記外側ハウジン
グの外側で、前記ハウジング前面に沿って平行にスライドできる、実施形態１に記載のマ
シン。
（実施形態３）
　前記ハウジング前面（１０１）が、前記覆い位置と前記露出位置との間で前記カバー（
１０）を案内するための案内構造（１０２，１０３）を有する、実施形態２に記載のマシ
ン。
（実施形態４）
　前記案内構造が、前記原材料通路（４０）またはその近傍から延びる、案内凹部（１０
２）および／または案内レール（１０３）を備える、実施形態３に記載のマシン。
（実施形態５）
　前記ハウジング前面（１０１）が、上端マシン前面および／または略水平に延びるマシ
ン前面を形成する、または画定する、実施形態２～実施形態４のいずれか一項に記載のマ
シン。
（実施形態６）
　前記カバー（１０）が、該カバーを安定位置へ、特に前記覆い位置および／または前記
露出位置へ、動かすための自動帰還装置（１５）と関連付けられる、実施形態１～実施形
態５のいずれか一項に記載のマシン。
（実施形態７）
　前記自動帰還装置が、前記カバー（１０）を２つの異なる位置へ、特に前記覆い位置お
よび前記露出位置へ、動かすための双安定装置（１５）である、実施形態６に記載のマシ
ン。
（実施形態８）
　前記原材料処理モジュール（３０）が、前記原材料（２）を処理するための処理形態と
、前記原材料を前記原材料処理モジュール内へ挿入するため、および／または前記原材料
を前記原材料処理モジュールから除去するための原材料移送形態とを有する、実施形態１
～実施形態７のいずれか一項に記載のマシン。
（実施形態９）
　前記カバー（１０）が、前記原材料処理モジュール（３０）が前記原材料（２）を処理
しているときに、前記露出位置へ移動されることを防止され、随意的に、前記カバーが、
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前記覆い位置でロックされ、または、前記原材料の処理を手動で中断するために中間位置
へ移動可能となる、実施形態８に記載のマシン。
（実施形態１０）
　制御ユニット、特に前記原材料処理モジュール（３０）を制御するためのユニットを有
し、前記カバー（１０）が、前記制御ユニットとデータ通信するユーザインタフェースを
形成し、または該ユーザインタフェースの一部であり、随意的に、前記カバーが、電気機
械スイッチセンサ、磁気センサ、電磁センサ、および、光学センサから選択されるセンサ
など、前記カバーの位置を検出するための、前記制御ユニットに接続されるセンサを備え
、または該センサと関連付けられる、実施形態１～実施形態９のいずれか一項に記載のマ
シン。
（実施形態１１）
　前記制御ユニットが、該制御ユニットが給電されないときまたは待機状態にあるとき、
および前記カバーが特に前記露出位置へ移動されるときに、前記制御ユニットに給電する
ように、随意的には、ユーザインタフェースおよび／または温度調節器、特にヒータなど
の他の電気的な構成要素に給電するように、構成されている電力管理モジュールを備える
、実施形態１０に記載のマシン。
（実施形態１２）
　前記原材料（２）を処理するための処理形態から、前記原材料を前記原材料処理モジュ
ールへ挿入するため、および／または前記原材料を前記原材料処理モジュールから除去す
るための原材料移送形態へ、および／またはその逆へ前記原材料処理モジュール（３０）
を動かすためのモータを備える、実施形態１～実施形態１１のいずれか一項に記載のマシ
ン。
（実施形態１３）
　前記モータが、前記カバー（１０）が前記覆い位置へ移動されるときには前記原材料処
理モジュール（３０）を前記処理形態へ動かし、および／または、前記カバーが前記露出
位置へ移動されるときには前記原材料処理モジュール（３０）を前記原材料移送形態へ動
かすように構成されている、実施形態１２に記載のマシン。
（実施形態１４）
　前記原材料処理モジュール（３０）を制御するための制御ユニットを有し、前記制御ユ
ニットが、前記原材料（２）が前記原材料処理モジュール（３０）内へ挿入されて前記カ
バー（１０）が前記覆い位置へ移動されるときに、自動的に飲料調製を開始するように構
成されている、実施形態１～実施形態１３のいずれか一項に記載のマシン。
（実施形態１５）
　前記原材料（２）が前記原材料処理モジュール（３０）内に挿入されずに前記カバー（
１０）が前記覆い位置へ移動されるときに、自動的に作動停止プロセスまたは待機プロセ
スおよび／またはサービスプロセスを開始するように構成されている制御ユニットを有す
る、実施形態１～実施形態１４のいずれか一項に記載のマシン。
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