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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　材料カートリッジ（２）を受容し、かつ飲料を調製するために前記材料カートリッジに
液体を通過させることによって材料を抽出する装置（１）であって、
　抽出用の前記材料カートリッジ（２）を受容するように構成されたカートリッジ着座部
（１０）と、
　抽出中に飲料を供給するために前記カートリッジ着座部に接続された飲料出口（３５）
と、
　供給源（５０）から前記カートリッジ着座部を通して前記飲料出口に液体を加圧し流通
させるためのポンプ（６０）を含む液体注入機構（５０、６０、６１、７０、８０、８１
）と、を有し、
　前記液体注入機構がさらに、前記ポンプと前記カートリッジ着座部との間に弁（８０’
）およびインライン加熱器（７０）を含んで成り、
　前記ポンプが停止した後、前記液体注入機構が、前記飲料出口からの液垂れを抑制する
ように、前記弁（８０’）を介して前記注入機構内の前記加圧された液体から圧力を選択
的に解放するように構成された、前記装置（１）において、
　前記液体注入機構は、前記ポンプが停止した後に、前記ポンプ（６０）から前記カート
リッジ着座部（１０）までの前記液体注入機構内の液体を維持するように更に構成されて
いることを特徴とする、装置。
【請求項２】
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　圧力解放弁（８０’）が一方向弁である、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記液体注入機構（５０、６０、６１、７０、８０、８１）が、
　第１モードで、前記圧力を解放するように、かつ前記液体注入機構内の圧力解放後に前
記液体を前記ポンプ（６０）と前記カートリッジ着座部（１０）との間に維持するように
構成され、かつ、
　第２モードで、圧力解放弁（８０’）を介して前記ポンプと前記材料カートリッジとの
間の前記液体注入機構に通気することによって、前記ポンプと前記カートリッジ着座部と
の間の前記液体注入機構から前記液体をパージするように構成された、請求項１または２
に記載の装置。
【請求項４】
　前記液体注入機構（５０、６０、６１、７０、８０、８１）が、少なくとも０．０５秒
間、圧力解放弁（８０’）を開けるように構成された、請求項１～３のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項５】
　圧力解放弁（８０’）が前記ポンプと前記インライン加熱器との間に位置する、請求項
１～４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記カートリッジ着座部（１０）が第１カートリッジ支持体（２０）と、前記第１カー
トリッジ支持体に対向する第２カートリッジ支持体（３０）とを含み、前記第１カートリ
ッジ支持体および前記第２カートリッジ支持体が、前記カートリッジ着座部への前記材料
カートリッジ（２）の挿入または取り出しのための開位置から、前記材料カートリッジに
液体を通すための閉位置に互いに対して移動可能であるように構成された、請求項１～５
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１カートリッジ支持体（２０）および前記第２カートリッジ支持体（３０）のう
ちの少なくとも一方のカートリッジ支持体（２０）が、前記液体注入機構（５０、６０、
６１、７０、８０、８０’、８１）によって液圧により作動可能かつ閉位置に移動可能で
ある、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記液体注入機構（５０、６０、６１、７０、８０、８０’、８１）は、前記ポンプ（
６０）が停止した後、前記液体の圧力の解放を遅延させるように、０．１秒間～５秒間だ
け遅延させるように構成された、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記液体注入機構（５０、６０、６１、７０、８０、８１）が、
　未加熱の加圧液体を流通させることによって、前記少なくとも一方のカートリッジ支持
体（２０）を作動かつ移動させるために、前記少なくとも一方のカートリッジ支持体（２
０）に未加熱液体を加圧し流通させるように、かつ
　前記材料を抽出するために、前記少なくとも一方のカートリッジ支持体（２０）からイ
ンライン加熱器（７０）を介して前記カートリッジ着座部（１０）に未加熱の前記加圧液
体を案内するように、構成され、
　任意選択的に、液圧により移動可能な前記少なくとも一方のカートリッジ支持体（２０
）が、ピストンチャンバ（２５）内で移動可能なピストンのような液圧ピストン（２１）
を含み、加圧液体を前記チャンバに注入し、かつピストン付きの前記カートリッジ支持体
を液圧により、対向しているカートリッジ支持体（３０）に押接させて閉位置に着かせる
ために、前記液体注入機構（５０、６０、６１、７０、８０、８１）が前記ピストンチャ
ンバに接続され、前記液体注入機構が、未加熱の加圧液体を前記ピストンチャンバ（２５
）内に注入するように、かつ前記インライン加熱器（７０）を介して前記液体を加圧下で
前記ピストンチャンバから前記カートリッジ着座部（１０）内に案内するように構成され
、前記第１カートリッジ支持体（２０）および前記第２カートリッジ支持体（３０）が閉
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位置にある間に前記ピストンチャンバを介して加圧液体を流通させるために、前記ピスト
ンチャンバ（２５）が入口（２８）および出口（２９）を有する、請求項７または８に記
載の装置。
【請求項１０】
　前記液体注入機構が、未加熱の加圧液体を前記少なくとも一方のカートリッジ支持体（
２０）から第２弁（８０）を介して前記カートリッジ着座部（１０）内に流通させるよう
に配設され、前記第２弁が、前記少なくとも一方のカートリッジ支持体（２０）を作動か
つ移動させる前記未加熱の液体の制御された圧力を増大させるように構成された、請求項
８または９に記載の装置。
【請求項１１】
　液圧により移動可能な前記少なくとも一方のカートリッジ支持体（２０）が、圧力解放
弁（８０’）を介する前記液体注入機構の前記圧力解放によって、対向するカートリッジ
支持体（３０）から離動するように構成され、当該装置（１）が任意選択的に、互いに離
れる方向に移動する前記第１カートリッジ支持体（２０）と前記第２カートリッジ支持体
（３０）との間から流れ出る液体を回収するために、使用済みカートリッジ回収器と連動
する雫受け（５０’）を有する、請求項８～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記液体注入機構（５０、６０、６１、７０、８０、８１）が、前記第１カートリッジ
支持体（２０）および前記第２カートリッジ支持体（３０）のうちの少なくとも一方のカ
ートリッジ支持体（２０）における液体入口（９６）を介して、加熱液体を前記カートリ
ッジ着座部内に注入するように構成され、対向する他方のカートリッジ支持体（３０）が
前記材料の抽出後に液体を供給するための出口（３５）を有する、請求項８～１１のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１カートリッジ支持体（２０）および前記第２カートリッジ支持体（３０）のう
ちの少なくとも一方が、機械的駆動構成（４１、４２、４３、４４、４５）によって、対
向する前記カートリッジ支持体に対して接離動し、前記機械的駆動構成が任意選択的に、
手動で駆動可能なハンドル（４１）および／またはモータによって作動する、請求項７～
１２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ポンプ（６０）が前記カートリッジ着座部（１０）内に流通される前記液体に５～
２５バールの範囲の圧力を提供するように構成された、請求項１～１３のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項１５】
　材料カートリッジ（２）と、請求項１～１４のいずれか一項に記載の装置（１）とを含
むシステムであって、前記材料カートリッジが前記装置のカートリッジ着座部（１０）に
保持されるようになっている、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抽出サイクルが終わった後の装置の出口における液滴の形成を管理するため
の構成である、２つの対向するカートリッジ支持体によって形成されるカートリッジ着座
部を持つカートリッジ式抽出装置に関する。抽出装置は特に飲料調製マシンで使用するこ
とができる。
【０００２】
　本書の記載において、「飲料」は茶、コーヒー、ホットまたはコールドココア、ミルク
、スープ、離乳食等のような任意の液状食品を含むつもりである。カートリッジとは、カ
プセルのように剛性であるか、それともポッドのように軟質または可撓性であるかに関わ
らず、再生利用可能または再生利用不能、生物分解性または非生物分解性の任意の材料、
例えばアルミニウムまたはプラスチックから作られた、事前に小分けされた飲料材料を収



(4) JP 5791627 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

容するための任意の囲繞体であって、特にアルミニウムポッドまたはアルミニウムカプセ
ルを指す。
【背景技術】
【０００３】
　材料を収容するカートリッジの取扱いで遭遇する１つの問題点は、抽出装置にカートリ
ッジを配置し、カートリッジの周囲で抽出装置を閉じて、清潔かつ衛生的に抽出プロセス
を実行することである。カートリッジは通常、使用者がカートリッジ支持体上にまたは筐
体内に配置しなければならず、次いで装置はカートリッジの周りで手動または自動で閉じ
られる。
【０００４】
　装置がカートリッジの周囲を適切に閉じるようにカートリッジを正しく配置し、かつ良
好な密閉を形成して、抽出の良好な状態を確実にすることが重要である。不良配置はカー
トリッジを損傷し、したがって、抽出の状態に悪影響を及ぼすことがある。
【０００５】
　望ましくない漏出無く加圧液体がカートリッジを通過することによって適切な抽出を可
能にするように、カートリッジの周囲で装置を密閉するために、カートリッジの周囲での
装置の閉鎖は、高レベルの精度で実行しなければならない。そのような装置の機械的閉鎖
構成の閉動距離は通常、装置の製造工程中に、要求される精度レベルを達成するように手
動で調整される。
【０００６】
　カプセルの装填も、装置におけるカプセルの正しい位置に関して試行錯誤することのな
い、容易なものでなければならない。装填はできるだけ迅速でもあらねばならず、かつ過
度の操作を必要としてはならない。
【０００７】
　国際公開第２００５／００４６８３号は、第１部分と、第１部分に対して可動である第
２部分と、固定部分に対する可動部分の閉位置で筐体の軸線に沿ってカプセルの抽出位置
を画定するカプセル用の筐体と、カプセルを重力で挿入しかつ前記カプセルを中間位置に
配置するように構成された、カプセルを案内するための手段を含む挿入および位置決め部
分と、飲料注入システムと、装置が閉鎖されたときに、カプセルを中間位置から抽出位置
に移動させるように配置構成された第２可動部分と、を備えたカプセル淹出装置に関する
。
【０００８】
　欧州特許出願公開第１７２１５５３号明細書は、カプセルを使用するコーヒーマシン用
の淹出ユニットを開示している。ユニットは、飲料出口を持つ前部と、熱湯入口を持つ後
部とを有する。前部および後部は、１対の対向するショルダガイド部材に取り付けられる
。前部は、後部と共に抽出されるカプセルを収容するための淹出チャンバを形成するため
に、後部に対して押し付けられるようにこれらのガイド部材の間で可動であり、それによ
ってマシン内のガイド部材間の前部材の前に非占有容積が残る。
【０００９】
　欧州特許出願公開第１６５９５４７号明細書は、浸出液、特にエスプレッソコーヒーを
作るための飲料マシンに関する。マシンは、戻しばね付き可動前部および組立体の外側筐
体を貫通して延びる飲料出口ダクトを有する淹出ユニット内に浸出チャンバを含む。可動
前部は、筐体内で可動でありかつ可動前部に押し付けて戻しばねを圧縮させることのでき
る後部と協働し、それによって出口ダクトが組立体の外側筐体を貫通摺動する。ポッドは
、剛性ポッド供給経路を介して、外側筐体を通過して浸出チャンバに送られ、次いでポッ
ドは、後部を移動させるためのカム状通路を備えた淹出ユニットの可動後部の外部ブシュ
によって、浸出チャンバ内に移送される。この構成は幾つかの問題を含む。ポッドは淹出
チャンバの閉動中に移動しなければならず、これは閉塞を招来することがあり得るほか、
ポッドの保持手段をより複雑にもする。さらに、淹出チャンバの開閉は、筐体内の可動後
部、筐体内の可動前部、および筐体を貫通する出口ダクトの同時直線変位を伴い、それは
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互いに直線的に移動する種々の部品の過度のガイドおよび詰まりまたは不適切な位置合わ
せのリスクを増大させる。流体システムは、流体システムの組立てをより複雑にする可動
組立体を含む。抽出後にポッドを取り出すために淹出ユニットを再び開けるときに、浸出
チャンバ内に含まれる加圧水が筐体の外側に突出することがある。さらに、出口ダクトが
その後退位置にあるときに、マシン内の前部材とケーシングとの間に非占有容積が残る。
【００１０】
　米国特許第３，２６０，１９０号明細書および国際公開第２００５／０７２５７４号は
、コーヒー缶を中に配置するための着脱自在な引出しを有するコーヒーマシンを開示して
いる。引出しはコーヒーマシン内に水平に摺動させ、注水構成に向かって上昇させること
ができる。国際公開第２００６／０２３３０９号は、コーヒーカートリッジをマシン内に
導入するための摺動自在の引出しを持つコーヒーマシンを開示している。引出しは開位置
と閉位置との間で移動可能であり、引出しが閉位置にあるときに互いに枢接して淹出チャ
ンバを形成し、引出しがマシンの外に引き出されたときに枢動分離する、２つのカートリ
ッジ半殻を有する。米国特許第６，９６６，２５１号明細書は、カプセルをマシン内に配
置するための水平に摺動自在な引出しを有する、コーヒーマシンを開示している。マシン
内に引き込まれると、引出しは、カプセル用の淹出チャンバを形成する固定カプセルケー
ジに向かって上方に移動することができる。欧州特許出願公開第１５６６１２６号明細書
は、コーヒーポッドを収容するための縦型淹出ユニットを持つコーヒーマシンを開示して
いる。淹出ユニットは固定上部と、ポッドを保持するための可動下部とを有し、可動下部
は、淹出ユニットを閉鎖するために上に引き上げ、ポッドを挿入するかまたは取り出すた
めに降下させることができる。
【００１１】
　国際公開第００／４９９２６号は、第１上昇位置から第２下降位置に移動可能な上部と
、上部の下に配設された可動トロリ上に作られた下部とを持つ浸出チャンバを有するコー
ヒーマシンを開示している。
【００１２】
　さらなる淹出ユニットが、欧州特許出願公開第０７３０４２５号明細書、欧州特許出願
公開第０８６２８８２号明細書、欧州特許出願公開第１２１９２１７号明細書、欧州特許
出願公開第１４８０５４０号明細書、欧州特許出願公開第１６３５６８０号明細書、欧州
特許出願公開第１６６９０１１号明細書、欧州特許出願公開第１７７４８７８号明細書、
欧州特許出願公開第１７７６０２６号明細書、欧州特許出願公開第１８９３０６４号明細
書、仏国特許出願公開第２４２４０１０号明細書、米国特許第３，２６０，１９０号明細
書、米国特許第４，７６０，７７４号明細書、米国特許第５，５３１，１５２号明細書、
米国特許第６，９０４，８４０号明細書、米国特許第７，１３１，３６９号明細書、米国
特許出願公開第２００５／０１０６２８８号明細書、米国特許出願公開第２００６／０１
０２００８号明細書、国際公開第２００５／００２４０５号、国際公開第２００５／０１
６０９３号、国際公開第２００６／００５７５６号、国際公開第２００６／０６６６２６
号、および国際公開第２００７／１３５１３６号に開示されている。
【００１３】
　材料カートリッジの周囲における抽出装置の正確な機械的閉鎖に関連する問題を回避す
るために、カートリッジ内の材料を抽出するために使用される加熱水が液圧閉鎖機構を作
動させるためにも使用される液圧閉鎖システムを設けることが知られている。この場合、
液圧閉鎖力が抽出装置のカートリッジ支持体をカートリッジの周囲で押接合体させるので
、閉動距離に特別な調整は必要ない。そのようなシステムの例は、例えば国際公開第２０
０８／０３７６４２号に開示されている。この着想に沿って、例えば欧州特許出願公開第
１２１９２１７号明細書、欧州特許出願公開第１４８０５４０号明細書、欧州特許出願公
開第１７７６０２６号明細書、欧州特許出願公開第１９１２５４２号明細書、国際公開第
２００５／１１５２０６号、および国際公開第２００６／００５７３６号に論じられてい
るように、種々のシステムが開発されてきた。
【００１４】
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　加熱水を用いて閉鎖機構を作動させることの問題点は、液圧機構内に加熱水からのスケ
ールが沈積するリスクにある。
【００１５】
　欧州特許出願公開第１５４５２７８号明細書に、単一水源に接続されかつ両方とも共通
多方弁によって制御される、２つの平行な水管路を実現することが提案されている。一方
の水流通回路すなわち抽出回路は加熱器を介して抽出装置内に進み、他方の水管路は加熱
されず、抽出装置の液圧閉鎖のために使用される。第１ステップで、多方弁は、加圧水を
抽出装置の液圧閉鎖システムに供給することを可能にする。抽出装置が閉鎖されると、加
圧静水の存在による液圧閉鎖システム内の上昇圧力は、逆止弁を介して第２管路内の水を
液圧をかけた状態で流通させ、加熱器を介して抽出装置内に流入させる。抽出が終わると
、共通多方弁は液圧閉鎖システムをパージ回路と接続させる位置に移動して、抽出中に液
圧水回路内に静的に捕捉されていた加圧水を排出させ、かつ抽出回路に注入されなかった
余剰水を排出させる。同様のシステムは欧州特許出願公開第１３５３５９１号明細書に開
示されている。
 
【００１６】
　この解決策の１つの問題点は、液圧閉鎖および温水注入のための並列水回路、ならびに
それに関連付けられる多方向制御弁の複雑さにある。このシステムの別の問題点は、各抽
出サイクルの後にその都度液圧水回路をパージしなければならないことにより、淹出ユニ
ットを閉鎖するために作動する前に、回路をまず再充填しなければならないことにある。
しかし、抽出プロセス中に液体は流通しておらず、液圧閉鎖システム内に停滞しているの
で、回路のこの部分における汚染および衛生関連の問題を回避するために、パージが必要
である。
 
【００１７】
　飲料調製マシンの流体回路のパージなどの原理自体は、当分野で公知である。例えば欧
州特許出願公開第１７６４０１４号明細書は、熱湯、蒸気、および飲料供給出口に通じる
、ポンプおよびインラインサーモブロック加熱器を含む流体回路を持つ飲料調製マシンを
開示している。流体回路は、サーモブロックの蛇行路内のスケールの沈積を低減するため
に、加熱器の入口側に流体排出弁を含む。サーモブロックの入口側の排出弁は、サーモブ
ロックを通気するために、すなわちサーモブロックにおいて流体を空気に置き換えるため
に、同時に開放されるサーモブロック下流の弁と協働する。この動作は、サーモブロック
が所定の時間使用されないと実行される。換言すると、この動作は、マシンが長時間アイ
ドリングしているかアイドリング状態になるときに、または作動を停止するとき、または
待機モードに入ったときに、実行されることが道理に適う。
【００１８】
　別の問題は、供給サイクルが終わった後の飲料マシンの出口からの液垂れに関係する。
これは、システムがさらなる抽出サイクルに即応できる状態に維持されているときに、す
なわち水回路が空ではなく水で満たされた状態で、発生することがある。これは、抽出お
よび液圧閉鎖のための並列水回路をパージするための多方弁を持つ、上述の欧州特許出願
公開第１５４５２７８号明細書に開示された、飲料調製サイクルが終わるとその都度直ち
にパージされるシステムと対照的である。
【００１９】
　実際、特に、飲料出口に通じる淹出チャンバで粉砕コーヒーまたは茶を抽出することに
よってコーヒーまたは茶を調製する場合、マシンのポンプが停止された後、長時間、飲料
出口で液垂れが形成される傾向があり、さらなる抽出サイクルに対する即応性を維持する
ためにシステムはパージされない。さらに、抽出サイクルが終わったときに、ポンプの停
止後も供給がゆっくりした滴下速度で依然としてして続いているようにみえるので、使用
者はいつ飲料出口の下からカップを取り上げるべきか迷う。マシンおよび／またはマシン
の周囲がそのような液垂れによって汚れるのを回避するために、満たされたカップが出口
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の下から取り出されるとすぐに雫を捕集するように、飲料出口の下に配置される雫捕集器
を装着することができる。そのような雫捕集器の例は、例えば欧州特許出願公開第１８６
７２６０号明細書、欧州特許出願公開第１８１１８８１号明細書、および国際公開第２０
０９／０７４５５７号に開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　これらの雫捕集器は、そのような雫の結果生じる衛生上の問題に対する解決策になる。
しかし、使用者が飲料出口の下からカップをいつ取り出すべきか迷う必要がないように、
飲料供給サイクルの終了が不明瞭な点に対する解決策が依然として必要である。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の一態様は、材料カートリッジを受容し、かつカートリッジに液体を通すことに
よって材料を抽出するための装置に関する。装置は、抽出用のそのようなカートリッジを
受容するように配設されたカートリッジ着座部と、抽出中に飲料を典型的には使用者に、
例えば飲料出口の下に配置された使用者のカップまたはマグ内に供給するために、そのよ
うなカートリッジ着座部に接続された飲料出口と、供給源からカートリッジ着座部を介し
て飲料出口に液体を加圧流通させるためのポンプ、例えば飲料調製マシンの分野で公知の
往復動ピストンポンプまたは回転ポンプを含む液体注入機構とを有する。液体注入機構は
さらに、ポンプとカートリッジ着座部との間に弁を含む。
 
【００２２】
　典型的には、この装置は、カプセルおよび／またはポッドのような材料カートリッジを
受容するために、飲料調製マシンに含まれる。例えばマシンはコーヒー、茶、ココア、ま
たはスープ調製マシンである。特に、マシンは、粉砕コーヒーまたは茶またはココアまた
はミルク粉末のような調製される飲料の材料を含むカートリッジに熱湯または別の液体を
通すことによって、カートリッジ着座部内で飲料を調製するように構成される。
【００２３】
　例えば、調製マシンは、使用するカートリッジを受容し、かつ使用後にカートリッジを
排出するように構成された飲料調製ユニット、例えば抽出装置と、カートリッジが調製ユ
ニットから排出される領域に通じる開口を有する筐体と、そのような領域に排出されたカ
ートリッジを容器内に満杯の高さまで回収するための収容空間を形成する空洞を有する容
器とを含む。容器は、使用済みカートリッジを回収するための領域内に挿入可能であり、
かつ回収されたカートリッジを出すためにこの領域から取り出し可能である。そのような
マシンの例は、国際公開第２００９／０７４５５０号および国際公開第２００９／１３０
０９９号に開示されている。
【００２４】
　ポンプは典型的には、カートリッジ着座部内に流通される液体に高い圧力、典型的には
５から２５バールの範囲で、例えば１０から２０バールの圧力をもたらすように構成され
る。
 
【００２５】
　本発明では、液体注入機構は、ポンプが停止した後、飲料出口からの液垂れを抑制する
ために、注入機構内のこの加圧液体から弁を介して圧力を解放し、かつポンプからカート
リッジ着座部までの注入機構内の液体を維持するように構成される。この圧力解放弁は特
に一方向弁である。
【００２６】
　したがって、液体注入機構は、ポンプの動作の終了時に、ポンプとカートリッジ着座部
との間に位置する圧力解放弁を開くことによって、カートリッジ着座部の上流の圧力を解
放するように構成される。これには、ポンプとカートリッジ着座部との間の液体の圧力を
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解放するために、この弁を介して少量の液体を排出することを含むことができる。例えば
欧州特許出願公開第１５４５２７８号明細書および欧州特許出願公開第１７６４０１４号
明細書に開示された先行技術の構成とは異なり、この構成では、液体はパージされずに注
入機構内に残り、その後の抽出サイクルのために補充する必要がない。カートリッジ着座
部の上流の圧力だけを解放することによって、カートリッジ着座部の上流の注入機構内に
含まれる液体は、カートリッジ着座部およびカートリッジ着座部の出口から外に押し出さ
れない。したがって、そのような現象の結果生じる出口における雫の形成は、そのような
注入機構に圧力解放弁、特に一方向弁を設けることによって効果的に抑制される。そのよ
うな構成では、特にカートリッジ着座部の開口と組み合わされた場合、雫の形成は著しく
低減され、あるいは抑止されることさえある。
【００２７】
　さらに、パージすることなく、注入機構の高温部、例えば構成のインライン加熱器の圧
力だけを解放することによって、これらの高温部における蒸発に関連するスケールの沈積
は抑制することができる。実際、そのようなインライン加熱器は典型的には流通液体を室
温から６０～９５℃、特に８０～９５℃の範囲の温度に加熱するように構成される。通常
の使用中に、加熱器で蒸発は発生しない。しかし、使用後に加熱器が空になるのが早すぎ
ると、中の液体は蒸発することがある。したがって、使用後に、すぐにパージするのでは
なく、液体を注入機構内に維持することが好ましい。したがって、液垂れを防止するため
に、液体中にポンプによって生成される高圧は、カートリッジ着座部を介してではなく、
圧力解放弁を介して解放され、加熱器内の蒸発および加熱器のスケール発生を防止するた
めに、液体は加熱器内に維持される。
 
【００２８】
　圧力解放操作を実行するために、圧力解放弁は、ポンプ動作および／または抽出装置の
様々な部分の動作を制御する抽出装置の制御ユニット、例えば参照によって本書に援用す
る国際公開第２００９／１３００９９号に開示された電動制御ユニットに関連付けること
ができる。
【００２９】
　上述の通り、液体注入機構は、第１モードでは、前記圧力を解放し、かつポンプとカー
トリッジ着座部との間の液体注入機構の圧力解放後に前記液体を維持するように構成され
る。さらに、第２モードでは、液体注入機構はさらに、特に圧力解放弁を介してポンプと
カートリッジ着座部との間で注入機構を通気することによって、ポンプとカートリッジ着
座部との間で注入機構から前記液体をパージするように構成することができる。換言する
と、各抽出サイクル後にカートリッジ着座部の出口で単に雫の形成を防止することができ
ることに加えて、液体注入機構はさらに、異なる動作モードで、例えばその内容を参照に
よって本書に援用する欧州特許出願公開第１７６４０１４号明細書に開示されているよう
に、パージするように構成することができる。
【００３０】
　液体注入機構は、この圧力解放弁を少なくとも０．０５秒間、特に０．１～２秒の範囲
の時間、任意選択的に０．２５～１．５秒、例えば０．４～１秒間、開くように構成する
ことができる。先行技術のシステムのように注入機構のパージが要求されないときに圧力
を解放するには、圧力解放弁を短時間開けば充分である。
【００３１】
　典型的には、液体注入機構はポンプとカートリッジ着座部との間にインライン加熱器を
含み、弁は特にポンプと加熱器との間に位置する。注入機構の随意の動作モードでシステ
ムをパージするために圧力解放弁を使用する場合、熱に関連するスケールの沈積の増加を
防止するために、加熱器は通常、加熱器内の液体をパージする少し前に冷却させることが
できる。逆に、注入機構内の液体の圧力を低減するためだけに圧力解放弁を使用する場合
、液体は加熱器からパージされず、加熱器が冷却するのを待つことはない。圧力解放動作
は、ポンプ作動の終了と共に、またはその少し後に実行することができる。
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【００３２】
　一実施形態では、カートリッジ着座部は第１カートリッジ支持体および第１支持体に対
向する第２カートリッジ支持体を含み、第１および第２カートリッジ支持体は、カートリ
ッジを着座部に挿入し、あるいは取り出すための開位置から、そのようなカートリッジに
液体を通すための閉位置に、互いに移動可能であるように構成される。
【００３３】
　カートリッジ支持体のうちの少なくとも一方の支持体は、液圧により作動可能とし、か
つ液体注入機構によって閉位置に移動可能とすることができる。
【００３４】
　液体注入機構は典型的には、ポンプが停止した後、前記液体の圧力の解放を短時間遅延
させるように、特に０．１から５秒、特に０．２５から２秒、例えば０．４から１秒の範
囲の時間だけ遅延させるように構成される。そのような遅延は、カートリッジに含まれる
加圧注入液体が減圧するだけの充分な時間が経過しないうちにカートリッジ着座部に機械
的に閉じ込められてカートリッジが破壊膨張する可能性を伴う、液圧により作動可能かつ
移動可能なカートリッジ支持体の即時復帰およびカートリッジ着座部の早期再開放を防止
することができる。液圧作動システムが存在しない場合、圧力解放弁を介する圧力の解放
は、ポンプの停止と略同時であるかまたは遅延する。
【００３５】
　したがって、ポンプを停止した後、短時間、カートリッジ着座部内の、特にカートリッ
ジ着座部の上流部の加圧下の液体は、カートリッジ着座部の出口に進むことができ、すな
わち通常の圧力抽出を終了することができる。
【００３６】
　逆止弁、例えば下述する第２弁が存在しない場合、圧力解放がポンプの動作の終了と同
時に開始されると、上流部の加圧液体が逆流して、液体注入機構内に流入することが起こ
り得る。したがって、ポンプ動作の停止と弁を介する圧力解放とを同時に行なうことを回
避することによって、カートリッジ着座部から注入機構内への液体の逆流を防止すること
ができる。しかし、カートリッジ着座部から注入機構内に液体を戻らせない第２弁を設け
ることが好ましい。
【００３７】
　さらに、液体注入機構は、液圧により作動可能かつ移動可能なカートリッジ支持体がカ
ートリッジ着座部の閉鎖時に再密閉されるように前後に動くことができることを確認する
ために、カートリッジ着座部が液圧により再閉鎖されるまで、すなわちポンプが再作動す
るまで、圧力解放弁を開けるように構成することができる。カートリッジ着座部は、液圧
により作動可能かつ移動可能なカートリッジ支持体の位置を検出するための位置センサと
連動して、この支持体が開（後退）位置にあることが検出されると、圧力解放弁を閉じる
ようにすることができる。液圧により作動可能かつ移動可能なカートリッジ支持体は戻し
ばねとも連動して、圧力解放弁を介する圧力解放時に、作動可能かつ移動可能なカートリ
ッジ支持体を開（後退）位置に戻すことができ、その場合、圧力解放弁は、例えば上述し
たように短時間だけ開くことができる。
【００３８】
　いずれの場合も、液垂れを抑制するために、減圧された液体は、ポンプからカートリッ
ジ着座部までの注入機構内に維持される。注入機構の通気またはパージは必要ない。
【００３９】
　液体注入機構は、未加熱の加圧液体を流通させることによって、このカートリッジ支持
体を作動かつ移動させるために未加熱の液体を加圧してこのカートリッジ支持体に流通さ
せ、かつ材料を抽出するためにこの流通する未加熱の加圧液体を加圧下でこの支持体から
加熱器を介してカートリッジ着座部内に案内するように構成することができる。
 
【００４０】
　典型的には、液圧により作動可能かつ移動可能な支持体は直線変位構成を有する。液圧
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により作動可能かつ移動可能な支持体は膨張チャンバに関連付けられ、加圧液体は、チャ
ンバを膨張させかつ液圧支持体を変位させるように、膨張チャンバを介して流通する。
 
【００４１】
　液圧により移動可能なカートリッジ支持体は、ピストンチャンバ内で移動可能なピスト
ンのような液圧ピストンを含むことができ、液体注入機構は、加圧液体をチャンバ内に注
入し、かつピストン付き支持体を対向支持体に液圧により押接させて閉位置に着かせるた
めに、ピストンチャンバに接続される。この場合、液体注入機構は、未加熱の加圧液体を
ピストンチャンバ内に注入し、かつインライン加熱器を介してこの液体を加圧下でピスト
ンチャンバからカートリッジ着座部内に案内するように構成される。ピストンチャンバは
、カートリッジ支持体が閉位置にある間にピストンチャンバを介して加圧液体を流通させ
るために、入口および出口を有することができる。
 
【００４２】
　したがって、液圧閉鎖機構すなわちピストンチャンバ内で運動するピストンを作動させ
るために加圧することのできる液体は、加圧下でピストンチャンバの入口から出口へ流通
し、全抽出プロセス中、依然として加圧下でピストンチャンバから加熱器を介してカート
リッジ着座部へ流通し続ける。換言すると、ピストンチャンバ、加熱器を介してカートリ
ッジ着座部内への液体の連続加圧流通経路が存在する。しかし、液体は未加熱でピストン
チャンバを流通し、それはピストンチャンバ内のスケールの沈積を抑制する。その後、液
体は依然として加圧下で加熱器内で加熱され、次いで加熱直後に依然として加圧下でカー
トリッジ着座部内に注入される。
 
【００４３】
　いうまでもなく、装置の各カートリッジ支持体を、特にそれ自体の液圧ピストンおよび
ピストンチャンバに連動させることによって、液圧により作動可能かつ移動可能にするこ
とも可能である。この場合、流体注入機構は、加圧下で液体を１つのピストンチャンバか
ら他のピストンチャンバに流通させ、次いで液体を依然として加圧下で加熱器に流通させ
、次いでカートリッジ着座部内に流通させるように構成することができる。
 
【００４４】
　液体注入機構は、未加熱の加圧液体をこのカートリッジ支持体から第２弁、例えば逆止
弁を介してカートリッジ着座部内に流通させるように構成することができ、第２弁は、前
記少なくとも一方の支持体を作動させかつ移動させる前記未加熱の流通する液体の制御圧
力を増大させるように構成される。特に、注入機構は、加圧下でピストンチャンバを流通
する液体の制御圧力を増大させるために、ピストンチャンバの出口とカートリッジ着座部
の入口との間に第２弁を有することができる。そのような第２弁は、カートリッジ着座部
からの液体の戻りを回避するために、逆止弁としても作動することができる。あまり好ま
しくない実施形態では、この弁を省き、カートリッジ着座部の液体入口に適切に当接配置
される材料カートリッジを使用して、液圧支持体を作動させるように液体の圧力を増大さ
せることも可能である。
 
【００４５】
　液圧により移動可能なカートリッジ支持体は、弁を介する液体注入機構内の圧力解放に
よって、対向支持体から離動するように構成することができる。抽出装置は、互いに相手
から離動するカートリッジ支持体の間から流れ出る液体を回収するために、特に使用済み
カートリッジ回収器と連動する雫受けを有することができる。この特定の有利な構成では
、ポンピングプロセスの終了時にカートリッジ着座部に含まれる液体は、飲料出口を通過
することなく、カートリッジ着座部の液圧による再開放によって形成される通路から直接
漏出することができ、この再開放は、注入機構における圧力解放弁によって自動的に引き



(11) JP 5791627 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

起こされる。カートリッジ着座部から流れ出る液体は、雫受け回収器および／またはカプ
セル回収器または別の専用回収構成内に回収することができる。
【００４６】
　そのような雫受け回収器およびカートリッジ着座部の下のカートリッジ回収器は、例え
ば欧州特許出願公開第１８６７２６０号明細書に開示されているように、カートリッジ着
座部の液圧作動に関係なく設けることもできる。
【００４７】
　必要ならば、カートリッジ着座部の再開放、特に液圧による再開放は、例えばカートリ
ッジ着座部の閉鎖時に付勢され、かつ弛緩によって再開放を補助する、ばね手段を用いる
ことによって、機械的に自動補助することができる。
【００４８】
　液体注入機構は、加熱液体を、カートリッジ支持体の一方における液体入口を介してカ
ートリッジ着座部内に注入するように構成することができ、対向カートリッジ支持体は、
材料の抽出後に液体を供給するための出口を有する。
【００４９】
　液体注入機構は、加熱液体を、カートリッジ支持体の一方に位置するシートの液体入口
を介してカートリッジ着座部内に注入するように構成することができ、対向カートリッジ
支持体は、カートリッジの材料の抽出後に液体を供給するための出口を有する。
【００５０】
　カートリッジ支持体の少なくとも一方は、機械的駆動構成、例えば力伝達レバーを含む
機械的駆動構成、特にナックル構成、および／または力伝達歯車構成、特に平歯車構成に
よって、対向カートリッジ支持体に対して接離動することができる。任意選択的に、この
機械的駆動構成は手動で駆動可能なハンドルによって、かつ／またはモータ、特に電動モ
ータによって作動する。
【００５１】
　典型的には、機械的駆動構成は、カートリッジ支持体を一緒に、閉動距離の予め定めら
れた部分にわたって、例えば閉動距離の８０％、９０％、または９５％にわたって移動し
、かつ２つのカートリッジ支持体を一体に密閉させるために液圧閉鎖を使用するように構
成される。したがって、密閉は、閉動距離の終了を制御することによってではなく、ピス
トンチャンバにおける閉鎖圧力に作用することによって達成される。その結果、カートリ
ッジ着座部の閉動距離および閉動距離の手動微調整に関する許容差の問題を回避すること
ができる。例えば、液圧閉動距離は０．０５から２ｍｍ、特に０．１から１ｍｍ、例えば
０．２から０．７ｍｍの範囲である。これは、組立て工程中に通常手動により高い許容差
で調整しなければならない純粋に機械的な閉鎖システム（非液圧）とは極めて対照的であ
る。
【００５２】
　これらの第１および第２カートリッジ支持体の一方は、機械的駆動構成により、液圧に
より作動可能かつ移動可能である対向カートリッジ支持体に対して接離動することができ
る。液圧により作動可能かつ移動可能なカートリッジ支持体は、機械的駆動構成によって
さらに移動可能とすることができる。
【００５３】
　液体注入機構は、液圧により作動可能かつ移動可能なカートリッジ支持体に位置する着
座部の液体入口を介して、加熱液体をカートリッジ着座部内に注入するように構成するこ
とができる。換言すると、着座部の同じカートリッジ支持体を、未加熱水の流通および加
熱水の流通に連動させることができる。したがって、カートリッジ着座部内に通じる上流
の流体流通構成は、１つのカートリッジ支持体のみに関連して維持することができる。す
なわち、該流体流通構成は両方の支持体に跨って延在する必要がない。これは接続ダクト
の長さを低減する。さらに、これは、ピストンチャンバが抽出装置に固定して維持される
ときに、自動的に組み立てることのできる剛性ダクトの方を選択して、自動組立て工程で
組み立てることが難しい可撓性液体流通ダクトを最小限にとどめるか、あるいは回避する



(12) JP 5791627 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

ことさえできるので、著しく有利になり得る。
 
【００５４】
　加熱器は温度調整構成と連動することができる。温度調整構成は、液圧により作動可能
かつ移動可能な支持体の上流に、液圧により作動可能かつ移動可能な支持体内および／ま
たはそれに隣接して、液圧により作動可能かつ移動可能な支持体と加熱器との間に、加熱
器内に、加熱器とカートリッジ着座部との間に、ならびにカートリッジ着座部内および／
またはそれに隣接して位置する温度センサから選択された、少なくとも１つの温度センサ
を含むことができる。
【００５５】
　一実施形態では、温度調整構成は加熱器の液体出口にある温度センサを含む。温度セン
サ（単数または複数）は、特に加熱器のループ調整用の、加熱器の電気制御回路に接続す
ることが好ましい。
【００５６】
　例えば、システムは、ピストンチャンバと加熱器との間の液体の温度を検知するための
第１センサ、および加熱器とカートリッジ着座部との間の温度を検知する第２センサを有
する。これら２つのセンサは、加熱器から流出する水の温度を調整する加熱器の出力を制
御するために使用される。
【００５７】
　本発明はまた、材料カートリッジおよび上述した装置を含むシステムであって、材料カ
ートリッジがこの装置のカートリッジ着座部に保持されて成るシステムにも関する。
【００５８】
　上記説明の文脈において、「加熱液体」とは、抽出装置の加熱器によって直接加熱され
た液体を意味する。「未加熱液体」とは、特に、まだピストンチャンバから流出して加熱
器を通過していない液体を意味する。したがって、「未加熱液体」の意味は、液体の供給
源、例えばタンクから送出される液体、ピストンチャンバの上流の液体、およびピストン
チャンバ内の液体、一般的に加熱器の上流の液体を含む。
【００５９】
　本発明のさらなる特徴および利点は、詳細な説明の記述から明らかになるであろう。
【００６０】
　次に本発明について、略図を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１ａ】本発明に係る飲料抽出装置の開構成時の一部分の断面図である。
【図１ｂ】本発明に係る飲料抽出装置の開構成時の一部分の断面図である。
【図１ｃ】本発明に係る飲料抽出装置の開構成時の一部分の断面図である。
【図２ａ】同一飲料抽出装置の閉構成時の一部分の斜視図である。
【図２ｂ】同一飲料抽出装置の開構成時の一部分の斜視図である。
【図３】図１ａ～図２ｂの飲料抽出装置の閉構成時の断面部分略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　次に、本発明を図１ａ～図３に示す特定の実施形態に関連して説明する。
【００６３】
　これらの図は、例えばＮＥＳＰＲＥＳＳＯ（商標）によって市販されているような、粉
砕コーヒーなどの飲料材料を含む、例えば密封された気密アルミニウム封入体から作られ
た、軟質ポッドの形状の材料カートリッジ２に、水のような加熱液体を流通させることに
よって、飲料調製マシンの抽出装置１を示す。
 
【００６４】
　抽出装置１は、開放離間構成でカートリッジ２を受容しかつ閉鎖押接抽出構成でカート
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リッジ２を囲繞するように構成された、第１カートリッジ支持体２０と、第１カートリッ
ジ支持体２０に対向する第２カートリッジ支持体３０とを含むカートリッジ着座部１０を
有する。図１ａ、図１ｂ、図１ｃおよび図２ｂは、開放離間構成のカートリッジ支持体２
０、３０を持つカートリッジ着座部１０を示す。図２ａおよび図３は、カートリッジ２が
着座部１０内に囲繞された閉鎖押接抽出構成のカートリッジ支持体２０、３０を持つカー
トリッジ着座部１０を示す。
【００６５】
　図１ａは、カートリッジ２の重力による上からのカートリッジ着座部１０内への挿入を
示す。さらに詳しくは、カートリッジ２は、下の着座部１０に通じるカートリッジ入口チ
ャネル１１の上に示される。
【００６６】
　図１ｂでは、カートリッジ２は、抽出前に開位置のカートリッジ着座部１０に保持され
た状態で示される。カートリッジ着座部１０は、支持部材２０、３０がそれらの離間開位
置にある間に、カートリッジ２を着座部１０に保持するためのカートリッジ保持部材１２
と連動する。さらに詳しくは、保持部材１２は、カートリッジ２のリム３がこの中間カー
トリッジ装填位置で部材１２に当接載置されるように、着座部１０の周辺に配設される。
支持部材２０、３０が一体に押接されると、リム３付きカートリッジ２は支持部材３０に
よって周辺部材１２を介して対向部材２０に対して押し付けられ、カートリッジ２が支持
部材２０、３０の間に囲繞される（図３に示す通り）カートリッジ抽出位置に着く。
【００６７】
　図１ｃで、カートリッジ着座部１０は、支持部材２０、３０がそれらの離間構成状態に
ある、抽出後の着座部の再開放位置に示される。装置１は、使用済みカートリッジ２を重
力によって着座部１０から下部排出通路１３を介して排出するように構成される。カート
リッジ２は、着座部１０の下に位置するカートリッジ回収器（図示せず）内に回収するこ
とができる。
【００６８】
　カートリッジ２の挿入、中間位置決め、囲繞、および排出に関する保持部材付き抽出装
置の一般原理は、特に軟質または可撓性カートリッジ、例えばポッドについて、欧州特許
出願公開第１８５９７１４号明細書に詳細に開示されているだけでなく、特に剛性カート
リッジ、例えばカプセルについて、欧州特許出願公開第１６４６３０５号明細書にもさら
に詳細に開示されている。これらの公報を参照によって本書に援用する。
【００６９】
　図２ａおよび図３に、支持部材２０、３０が一体に押接され、カートリッジ２が着座部
１０内に囲繞体された状態を示す。
【００７０】
　図３にさらに詳細に示す通り、液圧カートリッジ支持体２０は、ピストンチャンバ２５
内を移動可能な管状ピストン２１を有する。ピストンチャンバ２５は、カプセル支持部材
２０の前部を保持する略カップ状外形の前部２６、および略管状後部２７によって画成さ
れ、この略管状後部２７に沿って内側をピストン２１が運動可能である。
【００７１】
　さらに、抽出装置１は、特にレザーバ５０に貯蔵された冷水のような液体供給源と、レ
ザーバ５０から管６１およびチャンバ入口２８を介して加圧下でピストンチャンバ２５内
に圧送し、次いで依然として加圧下でチャンバ出口２９を介し、管７１を介してインライ
ン加熱器７０に、かつ次いで加熱器７０から逆止弁８０、管８１を介して、カートリッジ
着座部１０の加熱液体入口を形成するピストン管２１内に液体を圧送するポンプ６０とを
含む、液体注入機構と連動する。
【００７２】
　カートリッジ着座部１０では、加圧された加熱液体が、カートリッジ２を通流して、カ
ートリッジ２内に含まれる材料の抽出によって飲料を形成し、飲料は捕集され、カートリ
ッジ支持体３０と連動して、出口３５を介して、例えば出口の下に位置する使用者のカッ
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プまたはマグ内に供給される。
【００７３】
　分かり易くするために、抽出装置１内の液体の流路を、図３に太い矢印によって概略的
に示す。
【００７４】
　したがって、この液体注入機構は、未加熱加圧液体をチャンバ２５内に注入し、かつピ
ストン２１付きカートリッジ支持体２０を対向支持体３０に液圧により押接させて閉位置
に着かせるために、ピストンチャンバ２５に接続される。カートリッジ支持体２０、２１
の間ならびに前部および後部２６、２７間のシール２２、２３、例えばＯリングシールは
、チャンバ２５からの漏出を防止する。液体はピストンチャンバ２５内を流通した後、さ
らに続けて加圧下でピストンチャンバ２５から、加熱器７０を介してカートリッジチャン
バ１０内に流通する。
 
【００７５】
　さらに、カートリッジ支持体３０は、機械的駆動構成によって対向カートリッジ支持体
２０に対して接離動可能である。
【００７６】
　図２ａおよび図２ｂにさらに詳細に示す通り、機械的駆動構成は、ハンドル４１の軸線
４２を介して固定フレーム４０に枢着された手動で駆動可能なハンドル４１を含む。ハン
ドル４１が開位置（図２ｂ）から閉位置（図２ａ）に押圧されたときに、クランク４３が
軸線４２を中心に枢動するハンドル４１によって駆動され、カートリッジ支持体３０をカ
ートリッジ支持体２０の方向に押すように、１対のクランク４３が一端４４を、ハンドル
４１上に軸線４２から距離を置いて回転自在に取り付けられ、かつ他端４５をカートリッ
ジ支持体３０に枢着される。本発明のこの任意選択的態様を実現するために、参照によっ
て本書に援用する例えば欧州特許出願公開第１６４６３０５号明細書、欧州特許出願公開
第１８５９７１３号明細書、欧州特許出願公開第１７６７１２９号明細書、および国際公
開第２００９／０４３６３０号に開示されているように、手動で作動するかまたはモータ
駆動される種々の機械的駆動構成を使用することができる。
【００７７】
　フレーム４０はまた、管６１、入口接続部２８、ならびにピストンチャンバ２５を画成
する前部および後部２６、２７を遮蔽するための筐体パネル４０’をも担持する。前部お
よび後部２６、２７もフレーム４０に固定される。したがって、管６１、７１は固定され
た要素２６、６０、７０、８０の間に取り付けることができ、抽出装置の自動製造工程で
容易に取り扱うことのできる剛性材料から作ることができる。
【００７８】
　さらに、ハンドル４１の再開放を容易にするために、閉動中に応力を加えられ、かつ開
動時にハンドル４１を自動的に元に戻す、ばね要素が設けられる。特に、つる巻きばね４
６は一端がフレーム４０に固定され、他端が軸線４２に固定される。つる巻きばね４６は
軸線４２の周りに取り付けられる。いうまでもなく、この効果または同様の効果を生み出
すために、様々なばね構成を設けることができる。さらに、ハンドル４１を作動させると
きの使用者の快適性を改善するために、ハンドル４１を介する開閉動作中に機械的駆動構
成の人間工学的な制御感覚を提供するため、運動減衰器が設けられる。この特定の実施例
では、減衰器は軸線４２の回転に従動する平歯車の形で設けられる。したがって、第１歯
車４７は軸線４２に組み付けられ、第１歯車４７と協働する第２歯車４８は、軸線４２の
回転を減衰するように、フレーム４０に回転自在に取り付けられる。
【００７９】
　いうまでもなく、ばねを反対方向に、すなわち抽出装置の閉動を補助するように取り付
けることが可能である。
【００８０】
　抽出装置の人間工学的な態様に関するさらなる詳細は、欧州特許出願公開第０９１７３
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６００．９号明細書に開示されており、その内容を参照によって本書に援用する。
【００８１】
　抽出装置１には、カートリッジ２の排出を補助するように、抽出後の再開放時にカート
リッジ２を排出するためのカートリッジイジェクタ９０をも設けられる。イジェクタロッ
ド９０は管状ピストン２１内で移動可能であり、カム４９が接続されたハンドル４１の動
きによって、カム４９およびカムフォロワ９１を介して作動する。図３で、イジェクタ９
０はその後退位置に示される一方、図１ｂでは、イジェクタ９０は、カートリッジ支持体
２０からカートリッジ２を排出するイジェクタ９０の展開位置に示される。
【００８２】
　また、図３には、カートリッジ２に穿刺するための中空針９６を介して、カートリッジ
２内に加熱液体を注入するためのプリンクラ９５が、カートリッジ支持体２０に装着され
ることも示す。使用中に、加熱液体は加圧下で管８１から管状ピストン２１内に給送され
、イジェクタ９１の周りをスプリンクラ９５に沿って流通し、針９６を介してカートリッ
ジ２内に流入する。注入された水のイジェクタ９０に沿った漏出を防止するために、シー
ル９２、９３、例えばＯリングシールが設けられる。対向カートリッジ支持体３０は、例
えばピラミッドプレートのような引裂き要素付き平板の形の開封構成６７を担持する。し
たがって、針９６を介してカートリッジ２内に注入された加熱流体は、カートリッジに含
まれる材料を抽出し、開口構成９７のカートリッジ２から退出し、そこから供給出口３５
に流通する。次いでカップまたはマグを使用して、カートリッジ支持体３０に接続された
出口３５で供給される飲料を捕集することができる。イジェクタ９０は、抽出後にカート
リッジ２を針９６から分離するのに特に有用である。
 
【００８３】
　カートリッジ２を開口着座部１０（図１ｂ）内に導入した後、使用者はハンドル４１を
下に降ろし、それにより抽出装置１の前部、すなわちカートリッジ支持体３０が、抽出装
置１の両側に配置されたクランク４３およびレバー機構によって並進駆動される。それに
より、カートリッジ２の周辺フランジ３を屈曲させることによって、カートリッジ２は保
持部材１２の先に追いやられる。ひとたびハンドル４１を介する機械的閉動が終わると、
カートリッジ２はピラミッドプレート９７とスプリンクラ９５との間に捕獲され、針９６
によって穿刺される。この段階で、カートリッジ２の周りのカートリッジ着座部１０の周
辺封止が達成される。この略閉鎖構成で、カートリッジ支持体２０、３０は典型的には２
．５ｍｍ未満、通常は１．５ｍｍ未満、例えば０．５ｍｍ未満だけ離間する。
【００８４】
　そのような液圧閉鎖システムのさらなる詳細は、欧州特許出願公開第０９１７２１８７
．８号明細書に開示されており、それを参照によって本書に援用する。
【００８５】
　変形例において、カートリッジの穿刺が機械的閉鎖の代わりにカートリッジ着座部の液
圧閉鎖の効果により引き起こされるように、閉動距離を構成することも可能である。これ
は、カートリッジを穿刺するために使用者が高い閉鎖力を提供する必要がないという利点
をもたらす。その場合、この閉鎖力はポンプによって提供される。
【００８６】
　ハンドル４１が水平位置に達したときに係止の感覚が使用者に与えられ、移動の終わり
の人間工学的フィードバックが使用者にもたらされるように、ハンドル４１をフレーム４
０内に配設することができる。
【００８７】
　ひとたびポンプ６０が飲料を調製するために作動すると、未加熱液体、例えば冷水がピ
ストンチャンバ２５に送られる。次いで液体はピストンチャンバ２５から退出し、加熱要
素７０を通流し、その後逆止弁８０まで流れる。流体の圧力が逆止弁８０の前で増大し始
めると、ピストン２１付きカートリッジ支持体２０は平行移動し、ピストンチャンバ２５
内の液体の圧力上昇下で、対向カートリッジ支持体３０に対して押接され、カートリッジ
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２をカートリッジ着座部１０内に適切に密閉する。弁８０の開放は、図３に示すように、
カプセル支持体２０、３０の間の漏出を回避するのに充分な圧力レベルで行なわれる。
【００８８】
　弁８０が開いて流体の通過が可能になると、加圧された加熱液体はスプリンクラ９５に
流れ、かつ針９６を介してカートリッジ２内に流入し、それにより、抽出中に液体がカー
トリッジ２から流出できるようにカートリッジがピラミッドプレート９７上で開裂するま
で、カートリッジ２内の圧力が上昇する。
【００８９】
　使用後にカプセル２を排出させるために、使用者がハンドル４１を解放すると、ハンド
ルは、減衰器４７、４８の作用により制御された速度で、ばね４６の作用により自動的に
開く。
【００９０】
　それによって、抽出装置１の前部すなわちカートリッジ支持体３０は、抽出装置１の後
部すなわちカートリッジ支持体２０から離動する。これはカートリッジ着座部１０のさら
なる開口を導く一方、カム４９およびカムフォロワ９１の作用によりイジェクタ９０が展
開されて、カートリッジ２をカートリッジ支持体２０から離動させ、重力の作用によりカ
ートリッジ２をカートリッジ着座部１０から、例えばその下に位置する使用済みカプセル
回収器（図示せず）内に落下させる（図１ｃ）。
【００９１】
　装置１の流体回路は、ポンプ６０とカートリッジ着座部１０との間に、抽出中にポンプ
６０によってその中に形成された圧力を抽出後に解放する構成を含む。特に、ポンプ６０
の下流で、流体システムの液体は、図３に破線矢印で示す通り、一方向弁、例えばエレク
トロ弁８０’を介してレザーバ５０内または雫受け回収器５０’内に転流することができ
る。図３に示す通り、加熱器７０は弁８０’の下流に位置することができる。しかし、注
入回路内を減圧させるために、ポンプの下流のどこかに、例えば加熱器上または加熱器の
後に、減圧弁を配置することができる。
【００９２】
　図３に示す通り、ポンプ６０内およびその下流にポンプ６０自体によって生じた圧力を
解放するために、注入回路に弁８０’が配設される。ポンプ６０は、カートリッジ着座部
１０内に流通される液体に、典型的には７から２３バールの範囲、例えば１２から１８バ
ールの範囲の高圧をもたらすように構成される。
 
【００９３】
　淹出プロセスの最後に、ピストンチャンバ２５内の圧力を解放するために、弁８０’を
作動停止させることができる。したがって、カートリッジ支持体２０、３０は封止解除さ
れ、分離することができる。典型的には、ソレノイド弁とすることのできる弁８０’は、
ポンプ６０の作動停止後に作動停止される。
【００９４】
　ポンプ６０の遮断後すぐに、例えば０．１～２秒後、例えば０．３～１．５秒後に、流
体管路内、特にピストンチャンバ２５内の圧力を低下させるために、弁８０’を開くこと
ができる。したがって、ピストンチャンバ２５内の圧力降下は、通路３５’から雫受け５
０’まで下向きに延びる矢印によって示す通り、支持体２０、３０の間隔が雫受け構成５
０’に通じる通路３５’を形成することを可能にする。その結果、飲料抽出後に、カート
リッジ着座部１０に含まれる残留液体は、カートリッジ着座部１０の上流に残る過大圧力
の影響で飲料出口３５から滴下することはない。内部圧力は弁８０’を介して直接解放さ
れ、着座部１０内の残留液体は、通路３５’を介して着座部の下に位置する雫受け５０’
内に排出することができる。
【００９５】
　そのような圧力解放エレクトロ弁は、液圧開放／閉鎖機構を持たない抽出装置でも使用
することができる。実際、この内部圧力解放システムを使用することによって、カートリ
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響で、出口３５を介して押し出されることはない。これはノゾル３５における液垂れを著
しく低減する。
【００９６】
　弁８０’を介する圧力解放は必ずしも流体管路の通気に関与しないことが注目される。
流体管路内の圧力解放だけに関与する第１動作モードでは、流体管路は通気されない。実
際、抽出後に飲料出口に形成される雫の問題は、圧力解放弁を介して、単に回路の内部圧
力を低下させるだけで、特に内部圧力を外部圧力と等化することによって、抑制または抑
制することができる。圧力を解放するために、圧力解放弁８０’は、少なくとも０．０５
秒間、例えばポンプを停止したすぐ後から新しいカートリッジの周りでカートリッジ着座
部を再閉鎖するまでの時間、またはより短い時間、上述の通り、液圧により作動可能かつ
移動可能なカートリッジ支持体の構成に応じて開くことができる。
【００９７】
　第２の任意選択的動作モードでは、いうまでもなく流体管路に通気するために弁８０’
を使用することも可能である。この場合、例えば逆止弁８０またはカートリッジ着座部１
０のレベルで、それらの再開放後に、空気を流体管路内に通す必要がある。例えば逆止弁
８０は、流体管路に通気するためにも使用される三方弁である。
【００９８】
　ポンプ６０の遮断後、弁８０’を開く前に、例えば３秒未満の短い遅延を設けることに
より、カートリッジ着座部１０におけるカートリッジ２の抽出の正常な完了、および出口
３５を介する飲料の供給が可能になる。正常な抽出プロセスが終了したとき、すなわち抽
出チャンバ１０内の圧力が少なくとも低下し始めたときに、弁８０’が開かれる。これは
、カートリッジ着座部１０内で上昇した圧力が上流に解放されること、およびカートリッ
ジ着座部１０の中身が流体管路内で圧力解放弁８０’の方向に押し戻されることを防止す
る。
【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図２ａ】
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