
JP 5087734 B2 2012.12.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーヒーメーカーにおけるコーヒードリップバッグの自動脱落機構であって、ベース（
１）及びベース内に設置された第一部材（２）と第二部材（３）を備え、第二部材は第一
部材に対して前後スライド可能であり、前記第一部材と第二部材とを密封連結してコーヒ
ードリップバッグ（９）を収納可能な密封空洞部を形成し、ベース内には第一部材と第二
部材を開閉可能な駆動システムが設けられており、その特徴は、
　前記第二部材の両側にはそれぞれ挾持板（４）が可動的に連結され、
　二つの挾持板の前端にはそれぞれ第二部材の前端面まで湾曲・延伸する阻止部（４１）
を有し、
　前記二つの挾持板は、コーヒードリップバッグを収納する収納部を形成できるように間
隔をあけて設置され、
　挾持板の前端は第二部材に対して開閉可能であり、
　挾持板の前部には高さ方向に沿って第一軸（５）が設けられ、
　挾持板の後部には高さ方向に沿って第二軸（６）が設けられ、
　ベースには対応する挾持板の第一軸と第二軸の上下端をガイドする二組のガイド溝が設
けられ、各組のガイド溝は上部ガイド溝（７）と下部ガイド溝（７’）からなり、
　前記上部ガイド溝（７）と下部ガイド溝（７’）は、それぞれ第一溝（７１）と、第二
溝（７２）と、第三溝（７３）とを備え、
　第二溝は第一溝前部の外側に位置し、且つ外側に突出し、
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　第三溝は第二溝の前端に位置し、且つ第二溝の前端と連通し、
　第二溝の前端は第一溝の前端と連通して、第一軸が第一溝から第二溝に滑り入り可能で
あり、
　第二溝の後端は第一溝の中部と連通して、第一軸が第二溝から第一溝に滑り入り可能で
あり、
　且つ各組の上部ガイド溝と下部ガイド溝には少なくとも一つのガイド溝が設けられ、
　第二溝の前端と第一溝の前端とが連通する位置には、第一軸が第二溝の前端から第一溝
の前端に進入するのを防止するための第二溝より高い阻止壁（７５）が設けられ、
　第二溝の後端と第一溝の中部とが連通する位置には第一軸が第一溝の中部から第二溝の
後端に進入するのを防止するための第一溝より高い阻止壁（７４）を有し、
　前記第一軸は上、下二つの部分からなり、第一軸の少なくとも一つの部分は挾持板の前
部に可動的に挿設されると同時に、第一軸の上、下二つの部分の間にはバネが支持されて
おり、
　各組のガイド溝とそれに対応する第一軸のガイドにより、第二部材が後退する過程で、
挾持板の前端を駆動して第二部材に対し少なくとも一回の開閉を行わせることができる、
　コーヒーメーカーにおけるコーヒードリップバッグの自動脱落機構。
【請求項２】
　前記各組の上部ガイド溝と下部ガイド溝中、下部ガイド溝のみを備えており、
　第二溝の前端と第一溝の前端とが連通する位置には、第一軸が第二溝の前端から第一溝
の前端に進入するのを防止するための第二溝より高い阻止壁を有し、
　第二溝の後端と第一溝の中部が連通する位置には、第一軸が第一溝の中部から第二溝の
後端に進入するのを防止するための第一溝より高い阻止壁を有する、
ことを特徴とする請求項１に記載のコーヒードリップバッグの自動脱落機構。
【請求項３】
　前記上部ガイド溝と下部ガイド溝とは、それぞれ第二溝の前端と第一溝の前端とが連通
する位置には、第一軸が第二溝の前端から第一溝の前端に進入するのを防止するための第
二溝より高い阻止壁を有し、
　第二溝の後端と第一溝の中部が連通する位置には、第一軸が第一溝の中部から第二溝の
後端に進入するのを防止するための第一溝より高い阻止壁を有する、
ことを特徴とする請求項１に記載のコーヒードリップバッグの自動脱落機構。
【請求項４】
　前記第三溝は後から前に向けて次第に外側に湾曲している、
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のコーヒードリップバッグの自動脱落機
構。
【請求項５】
　前記第二溝は外側に突出の円弧状を呈している、
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のコーヒードリップバッグの自動脱落機
構。
【請求項６】
　前記第一軸の上部分と挾持板とは一体形成されている、
ことを特徴とする請求項２に記載のコーヒードリップバッグの自動脱落機構。
【請求項７】
　前記挾持板と第二部材との連結構造は、第二部材の両側にそれぞれ凸軸が設けられ、前
記挾持板の中部に横方向の内径が凸軸の直径より大きい挿入孔が設けられ、前記凸軸は前
記挿入孔に挿設されている、ことを特徴とする請求項1に記載のコーヒードリップバッグ
の自動脱落機構。
【請求項８】
　前記挾持板における阻止部の内端面の下部は外側に湾曲する弧面である、
ことを特徴とする請求項1に記載のコーヒーメーカーにおけるコーヒードリップバッグの
自動脱落機構。
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【請求項９】
　前記第一部材の後部には、コーヒードリップバッグを収納可能な空洞部が設けられ、且
つ前記空洞部内にはコーヒードリップバッグを外側に押出可能な圧縮バネが固定されてい
る、
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のコーヒードリップバッグの自動脱落機
構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコーヒーメーカーに関し、特にコーヒーメーカーにおけるコーヒードリップバ
ッグの自動脱落機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　社会の進歩に伴い、様々なコーヒーメーカーが相次いで登場している。コーヒーメーカ
ー内の定番部品としては通常、水槽、加熱エレメントと水ポンプ等が含まれる。また、携
帯の便宜を図るため、各種焙煎後挽かれたコーヒー、インスタントコーヒー等を密封した
コーヒードリップバッグに包装され、使用する時に、コーヒーが入ったコーヒードリップ
バッグをコーヒーメーカーに置き、次いで加熱した水を水ポンプでコーヒードリップバッ
グを入れたコーヒーメーカーの空洞部へ送り、コーヒーのような抽出しようとする原料に
水が流れ、ホットコーヒーはコーヒーメーカーの出水管からコップに流れるようにしてい
る。使用後、使い捨てのコーヒードリップバッグを取り出す必要があり、従来のコーヒー
メーカーは使用するたびに手でコーヒードリップバッグを空洞部から取り出して捨てなけ
ればならないため、操作が不便である。
【０００３】
　上記現状を鑑み、コーヒードリップバッグがコーヒーメーカー内に設置したごみ箱に自
動的に落ちることができるようにし、使用するたびに手で空洞部からコーヒードリップバ
ッグを取り出して捨てる必要なく、数回使用した後、コーヒーメーカー内のごみ箱を取り
出し、その中の数枚のコーヒードリップバッグを捨てれば良いコーヒーメーカーが発明さ
れ、より使用し易く、人に優しいものが現れた。
【０００４】
　例えば、特許番号ＺＬ９４１９３２７９．６（公告番号はＣＮ１１３０３４５Ｙである
）の中国発明特許「予め分量を定めたドロップ形式の挽いたコーヒーのパッケージ、及び
このようなパッケージを利用するエスプレッソ・コーヒーメーカー」には、コーヒー専用
のパッケージ、及びコーヒーメーカーにおけるコーヒードリップバッグがコーヒーメーカ
ーに設置されたごみ箱に自動的に落下できる構造が開示されている。コーヒーメーカーの
上部には開口部が設けられ、コーヒードリップバッグを垂直面に沿って入れ、水でコーヒ
ーメーカー内の縦方向軸線と垂直する位置にあるその一端の止め具を加熱すると、コーヒ
ードリップバッグは止め具により挟められ、それぞれの止め具はコーヒーメーカーにおけ
る縦方向軸線と平行する軸に対し回転可能であることから、止め具は一つの大きい又は小
さい閉角を構成し、止め具が上向き開口の挟角を形成する時にはコーヒードリップバッグ
を挟み、二つの止め具が平行すると、コーヒードリップバッグは重力によりコーヒーメー
カーの外側に落下し、カム又はリンク機構を通じて止め具の回転の駆動を実現する。当発
明はコーヒードリップバッグを脱落させることができるが、特殊なコーヒードリップバッ
グが必要で、且つ止め具の回転を駆動する構造を専門的に設計しなければならないため、
構造が複雑で、その説明書の中にも止め具の回転を駆動する機械構造が具体的に示してい
ない。
【０００５】
　また、例えば、特許番号ＺＬ００８１４９２２．４（公告番号はＣＮ１１５７１４４Ｙ
である）の中国発明特許「カートリッジ排出装置」には、コーヒーメーカーのカートリッ
ジを取り出す装置が開示されている。該装置は固定部材と移動部材を有する挾持板を備え
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、閉じる位置において前記挾持板部材における前記挾持板の前部は前記カートリッジのハ
ウジングを形成し、前記移動部材は前記固定部材の後部で回転可能に取り付けられ、前記
装置はまた前記固定部材且つカートリッジハウジング域内にあるイジェクタと前記移動部
材の回転軸線の上方に取り付けられた前記移動部材にある牽引アームを備え、前記アーム
の端部には前記イジェクタの受け部材と協働するよう設計された第一のピンを有する。移
動部材が一定の程度にまで開いた時に、イジェクトは持ち上げられ、カートリッジ（即ち
コーヒードリップバッグ）はシュートを滑り落ちてごみ箱に入る。該特許はコーヒーメー
カーをより使い易くさせる。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明は、上記現状を鑑み、一種のコーヒーメーカーにおけるコーヒードリップバッグ
を自動的に脱落させる機構を提供することを目的としている。該脱落機構は構造が簡単且
つ合理的で、操作が安定且つ便利で、手触りが良い利点がある。
【０００７】
　上記技術目的を達成するため、本発明の技術手段は以下の通りである。一種のコーヒー
メーカーにおけるコーヒードリップバッグの自動脱落機構であって、ベース、ベース内に
設置された第一部材と第二部材とを備え、第二部材は第一部材に対して前後スライド可能
であり、前記第一部材と第二部材とが密封連結された後コーヒードリップバッグを収納可
能な密封空洞部を形成することができ、ベース内にはまた第一部材と第二部材を開閉可能
な駆動システムが設置されており、前記第二部材の両側にはそれぞれ挾持板が可動的に連
結され、二つの挾持板の前端には何れも第二部材の前端面まで湾曲・延伸する阻止部を有
し、前記二つの挾持板はコーヒードリップバッグを収納する収納部を形成できるように間
隔をあけて設置し、挾持板の前端は第二部材に対して開閉可能であり、挾持板の前部には
高さ方向に沿って第一軸が設けられ、挾持板の後部には高さ方向に沿って第二軸が設けら
れるが、ベースには対応する挾持板の第一軸と第二軸の上下端をガイドする二組のガイド
溝が設けられ、各組のガイド溝は上部ガイド溝と下部ガイド溝からなり、且つ各組のガイ
ド溝とそれに対応する第一軸のガイドにより、第二部材が後退する過程で、挾持板の前端
を駆動して第二部材に対し少なくとも一回の開閉を行わせることを特徴とする。
【０００８】
　上記二組の上部ガイド溝と下部ガイド溝はそれぞれ第一溝、第二溝、第三溝からなり、
第二溝は第一溝前部の外側に位置し且つ外側に突出し、第三溝は第二溝の前端に位置し且
つ、第二溝の前端と連通し、第二溝の前端は第一溝の前端と連通して第一軸が第一溝から
第二溝に滑り入り可能であり、第二溝の後端は第一溝の中部と連通して第一軸が第二溝か
ら第一溝に滑り入り可能であり、それと同時に、各組の上部ガイド溝と下部ガイド溝にお
ける少なくとも一つのガイド溝は第二溝の前端と第一溝の前端が連通する位置には第一軸
が第二溝の前端から第一溝の前端に進入するのを防止するための第二溝より高い阻止壁を
有し、第二溝の後端と第一溝の中部が連通する位置には第一軸が第一溝の中部から第二溝
の後端に進入するのを防止するための第一溝より高い阻止壁を有し、前記第一軸は上、下
二つの部分からなり、第一軸の少なくとも一つの部分は挾持板の前部に可動的に挿設され
、且つ第一軸の上、下二つの部分の間にはバネが支持されている。
【０００９】
　前記ガイド溝の構造は、第二部材が後退する過程において、第一軸が突起位置まで移動
した時、第二部材に対し挾持板の前端を開放させ、この際コーヒードリップバッグは重力
の作用で二つの挾持板の阻止部間から落下することができ、第二部材が引き続き後退する
と、挾持板の前端は次第に閉じ、第一軸が第二溝から第一溝へ滑り落ちる時に、二つの挾
持板の阻止部間には再びコーヒードリップバッグを収納する収納部が形成され、二つ目の
コーヒードリップバッグを入れるための準備が行われる。前記ガイド溝は構造が簡単且つ
合理的で、単一方向及び方向変更が安定である利点があり、もちろんその他のガイド溝構
造を採用し、挾持板の前端を駆動することにより第二部材に対し一回の開閉を実現させる
こともできる。
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【００１０】
　好ましくは、上記各組の上部ガイド溝と下部ガイド溝において、下部ガイド溝のみを備
えており、第二溝の前端と第一溝の前端が連通する位置には第一軸が第二溝の前端から第
一溝の前端に進入するのを防止するための第二溝より高い阻止壁を有し、第二溝の後端と
第一溝の中部が連通する位置には第一軸が第一溝の中部から第二溝の後端に進入するのを
防止するための第一溝より高い阻止壁を有する。このような構造により、挾持板の有効な
開閉を保証することができるだけでなく、最も加工し易く、コストも最も節約できる。
【００１１】
　勿論、我々は上部ガイド溝を下部ガイド溝と同様に設計することができ、即ち上部ガイ
ド溝と下部ガイド溝とは何れも第二溝の前端と第一溝の前端が連通する位置には第一軸が
第二溝の前端から第一溝の前端に進入するのを防止するための第二溝より高い阻止壁を有
し、第二溝の後端と第一溝の中部が連通する位置には第一軸が第一溝の中部から第二溝の
後端に進入するのを防止するための第一溝より高い阻止壁を有する。このような構造では
、挾持板の動作をより安定させる利点があるが、唯一の欠陥としては加工のコストが増加
することである。
【００１２】
　上記第三溝は後から前に向けて次第に外側に湾曲している。このような構造を採用する
ことにより、第二部材と第一部材が完全に連結した後、挾持板前端の阻止部も開放位置に
位置することができ、第一部材と第二部材が連結した後の密封性を保証させることができ
る。勿論、第一部材の後端面に対し少し改良を行うことができる。例えば、第一部材の後
端面上に収納性のあるスリットを設けることにより、第一部材と第二部材が連結した後の
密封性を保証することができるが、この構造では第一部材の加工難度が増加し且つ加工精
度の要求が高くなり、コストが増加することになる。
【００１３】
　上記第二溝は外側に突出した円弧状を呈している。円弧状の第二溝は第一軸がその表面
に沿ってスライドするのに便利で、操作時の手触りをいっそう良くさせる。勿論、前記第
二溝は等脚台形の形状、又は三角状を呈することもでき、第二溝の形状のとして第一軸が
開閉する過程を有する条件を満たせることができれば良い。
【００１４】
　第一軸を組立し易くするため、前記第一軸の上部分と挾持板とは一体的な構造となって
いる。その上部分と挾持板との挿入孔は固定されているため、順次バネ及び第一軸の下部
分を組み立てればよい。
【００１５】
　上記挾持板を第二部材に設置する構造としては、第二部材の両側にはそれぞれ凸軸が設
けられ、前記挾持板の中部には横方向の内径が凸軸の直径より大きい挿入孔が設けられ、
前記凸軸は前記挿入孔に挿設されている。該構造では組立が便利であるとの利点を有して
いる。勿論、前記挾持板は他の構造を採用して第二部材の側部に設置することができる。
例えば、挾持板の内端面に球形の凹溝を設け、凸軸の端部を球状の凹溝と係合する球頭状
に設計し、組立時に凸軸の端部を挾持板の球形凹溝に挿入すれば、挾持板は第二部材に対
し開閉可能となる。また、凸軸を上向きの折り曲げ状に設計することもでき、前記挾持板
は上から下へ前記凸軸に嵌設すれば、挾持板は同じく第二部材に対し開閉可能である。こ
の構造については、色々な変形が可能である。
【００１６】
　前記挾持板における阻止部の内端面の下部は外側に湾曲する弧面である。そうすると、
挾持板が閉じた状態で阻止部の内端面下部がコーヒードリップバッグに対し一定の支持作
用を果たすことができ、間隔をあけて二つの阻止部を設置して形成されたコーヒードリッ
プバッグを収納可能な収納部に、コーヒードリップバッグをより安定的に収納させること
ができる。
【００１７】
　前記第一部材の後部にはコーヒードリップバッグを収納するための空洞部が形成され、
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且つ前記空洞部内にはコーヒードリップバッグを外側に押出するための圧縮バネが固定さ
れており、コーヒードリップバッグを前記空洞部からより順調に押し出すことができる。
【００１８】
　既存の技術に比べ、本発明は下記の利点がある。伝動システムを通じて第二部材を移動
させ、且つ、第一軸とガイド溝とガイド作用の下、挾持板前端の阻止部を適時に開閉させ
、阻止部が開放した時、阻止部の間の最小距離はコーヒードリップバッグの直径より大き
いため、コーヒードリップバッグは阻止部の間から脱落してコーヒーメーカーにおけるご
み箱に滑り落ちることができ、コーヒードリップバッグの全脱落過程は簡潔で、関連部品
の構造も簡単で、組立て易い。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る実施例の立体構造略図である（第一部材と第二部材は完全に開放さ
れ、且つコーヒードリップバッグを装入していない状態）。
【図２】本発明に係る実施例の構造断面図である（第一部材と第二部材は完全に開放され
、且つコーヒードリップバッグを装入していない状態）。
【図３】本発明に係る実施例の立体構造略図である（ベースの上部分を取り除き、第一部
材と第二部材は完全に開放され、且つコーヒードリップバッグを装入していない状態）。
【図４】本発明に係る実施例におけるベース下表面の立体構造略図である。
【図５】図４におけるＡの拡大図である。
【図６】図４におけるＢの拡大図である。
【図７】本発明に係る実施例におけるベース上表面の立体構造略図である。
【図８】本発明に係る実施例の立体構造略図である（ベースの上部分を取り除き、第一部
材と第二部材は完全に開放され、且つコーヒードリップバッグを装入した状態）。
【図９】本発明に係る実施例の立体構造略図である（ベースの上部分を取り除き、第一部
材と第二部材は完全に開放され、且つコーヒードリップバッグを装入した状態）。
【図１０】本発明に係る実施例の縦断面図である（ベースの上部分を取り除き、第一部材
と第二部材は完全に開放され、且つコーヒードリップバッグを装入した状態）。
【図１１】本発明に係る実施例の縦断面図である（ベースの上部分を保留し、第一部材と
第二部材は完全に開放され、且つコーヒードリップバッグを装入した状態）。
【図１２】図１１におけるＡ－Ａ線断面図。
【図１３】本発明に係る実施例の立体構造略図である（ベースの上部分を取り除き、第一
部材と第二部材は連結直前であり、且つコーヒードリップバッグを装入した状態）。
【図１４】本発明に係る実施例の立体構造略図である（ベースの上部分を取り除き、第一
部材と第二部材が完全に連結され、且つコーヒードリップバッグを装入した状態）。
【図１５】本発明に係る実施例の縦断面図である（ベースの上部分を取り除き、第一部材
と第二部材が間もなく連結され、且つコーヒードリップバッグを装入した状態）。
【図１６】本発明に係る実施例の立体構造略図である（ベースの上部分を取り除き、第一
部材と第二部材が開かれ、且つコーヒードリップバッグが脱落した状態）。
【図１７】本発明に係る実施例の縦断面図である（ベースの上部分を取り除き、第一部材
と第二部材が開かれ、且つコーヒードリップバッグが脱落した状態）。
【図１８】本発明に係る実施例において第一軸の後挾持板を取付けた断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面及び実施例に合わせて本発明を更に詳しく説明する。
【００２１】
　図１～１８には、コーヒーメーカーにおけるコーヒードリップバッグの自動脱落機構で
あって、ベース１、ベース内に設置された第一部材２と第二部材３とを備えたものが示さ
れている。第一部材２はベース１内の前端に固定され、第二部材３はベース１内の後端に
位置決められている。また、第二部材３は第一部材２に対して前後スライド可能であり、
第一部材２の後部には空洞部を有しているため、前記第一部材２と第二部材が密封連結さ
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れた後コーヒードリップバッグ９を収納可能な密封空洞部を形成することができる。コー
ヒードリップバッグ９の後端には凸リングを有し、コーヒードリップバッグ９は前記密封
空洞部にて抽出される。第一部材２の空洞部２１内にはバネ２２が固定され、第二部材３
が後退する時、圧縮バネ２２はコーヒードリップバッグ９を付勢することで、コーヒード
リップバッグ９は第二部材３とともに後退可能である。ベース１内には、第一部材２と第
二部材３を開閉可能な駆動システムがさらに設置されている。前記駆動システムは、リン
ク機構であり、互いに順次繋いでいる両アームを有する取っ手、伝動ロッド、連結ロット
を有する。駆動システムは本特許で保護を求めようとする内容ではないため、詳細な説明
は省略するが、該構造について出願者はすでに特許出願をしている。もちろん他の駆動シ
ステムを採用しても良い。
【００２２】
　前記第二部材３の両側にはそれぞれ挾持板４が可動的に連結され、挾持板４と第二部材
３との設置構造は、下記の通りである。第二部材３の両側にそれぞれ凸軸３１が設けられ
、前記挾持板４の中部に横方向の内径が凸軸３１の直径より大きい挿入孔４２が設けられ
、前記挿入孔４２はスロット孔で、即ち挿入孔４２の高さは凸軸３１の直径と同じか或い
は若干大きく、挿入孔４２の横方向の幅は凸軸３１の直径より大きいため、前記凸軸３１
が前記挿入孔４２に挿設されることで、二つの挾持板４を第二部材３に対し開閉し易くな
り、且つ、挾持板４に対し上下位置決めを行うことができる。
【００２３】
　二つの挾持板４の前端には、それぞれ第二部材３の前端面まで湾曲・延伸する阻止部４
１を有し、阻止部４１の内端面の下部は外側に湾曲する弧面４１１であるため、前記挾持
板４は概ねＬ字型を呈し、前記二つの挾持板４の間隔はコーヒードリップバッグを収納可
能な収納部を形成するように設置されており、挾持板４前端の阻止部４１も第二部材３に
対し開閉可能である。
【００２４】
　挾持板４の前部、即ち挾持板４と阻止部４１が連結する位置には、高さ方向に沿って第
一軸５が設けられ、挾持板４の後部には高さ方向に沿って第二軸６が設けられ、ベース１
上には対応する挾持板４の第一軸５と第二軸６の上下端をガイドする二組のガイド溝が設
けられ、各組のガイド溝は上部ガイド溝７と下部ガイド溝７’からなり、上部ガイド溝７
’はベース１の上表面に設置され、下部ガイド溝７は対応的にベース１の下表面に設置さ
れ、各組のガイド溝とそれに対応する第一軸５のガイドの下で、第二部材３が後退する過
程で挾持板４の前端を駆動して第二部材３に対し少なくとも一回の開閉を行うことができ
る。ここで、第一軸５の上下両端は球頭状を呈し、第二軸６の上下両端も球頭状を呈し、
これにより第一軸５と第二軸６をガイド溝内でスライドし易くなる。
【００２５】
　図４～６に示すように、下部ガイド溝７は、第一溝７１、第二溝７２、第三溝７３から
なり、第一溝７１は第一軸５と第二軸６を水平方向にガイドし、第二溝７２は第一溝７１
前部の外側に位置し且つ外側に突出し、第二溝７２は外側に突出した円弧状を呈し、第二
溝７２は第一軸５を変向させることができ、第三溝７３は第二溝７２の前端に位置し、且
つその後端は第二溝７２の前端と連通し、第三溝７３は後から前へ次第に外側に湾曲し、
第二溝７２の前端も第一溝７１の前端と連通して、第一軸５が第一溝７１の前端から第二
溝７２の前端へ滑り入ることができ、よって第三溝７３の後端に進入することができる。
前記連通する位置には、第二溝７２より高い阻止壁７５を有し、第一軸５が第二溝７２の
前端から第一溝７１の前端に進入するのを防止する。第二溝７２の後端と第一溝７１の中
部は連通しており、第一軸５が第二溝７２の後端から第一溝７１の中部へ滑り入り可能で
あり、前記連通する位置には第一溝７１より高い阻止壁７４を有し、第一軸５が第一溝７
１の中部から第二溝７２の後端に進入するのを防止する。
【００２６】
　図７に示すように、上部ガイド溝７’は、第一溝７１’、第二溝７２’、第三溝７３’
からなり、第二溝７２’は第一溝７１’前部の外側に位置し且つ外側に突出し、第三溝７
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３’は第二溝７２’の前端に位置し、且つその後端は第二溝７２’の前端と連通し、第二
溝７２’の前端も第一溝７１’の前端と連通して第一軸５が第一溝７１’の前端から第二
溝７２’の前端へ滑り入り可能であり、そして、それにより第三溝７３’の後端に進入し
、第二溝７２’の後端と第一溝７１’の中部は連通して第一軸５が第二溝７２’の後端か
ら第一溝７１’の中部へ滑り入り可能である。
【００２７】
　図１８に示すように、前記第一軸５は上、下二つの部分からなり、第一軸５の上部分５
１は挾持板４に固定されており、第一軸５の下部分５２は第一軸５の上部分の下方にある
孔４３に可動的に挿設され、且つ、孔４３と第一軸５の下部分５２との間にはバネ８が支
持され、前記第二軸６と挾持板４は一体的な構造に設計される。
【００２８】
　ベース１の上面にはコーヒードリップバッグを入れ置くための第一孔１１が設けられ、
ベース１の底面にはコーヒードリップバッグを通過可能にするための第二孔１２が設けら
れ、前記第二孔１２はコーヒーメーカー内のごみ箱と連通しているが、慣用の構造である
ため、図では示されていない。
【００２９】
　また、上ガイド溝７’を下ガイド溝７と同様な構造に設計、又は上ガイド溝７’と下ガ
イド溝７の構造を交換することができるため、本出願で求める保護範囲は前記の実施例に
限らず、第二部材３が移動する過程で、ガイド溝と挾持板４上の第一軸５と第二軸６の協
力作用により、挾持板４を第二部材３に対して開閉させ、コーヒードリップバッグの脱落
を制御する目的を達成するものであれば、全て出願する保護範囲に属する。
【００３０】
　本発明の作業原理及びプロセスは下記の通りである。
【００３１】
　図１～３、図８～１２に示すように、使用者がコーヒー飲料を作る際、該コーヒードリ
ップバッグ９の周辺には凸リング９１があるため、間隔をあけて二つの阻止部４１を設置
することにより形成された収納部にコーヒードリップバッグ９の凸リング９１を置き、第
二部材３と阻止部４１の受止め及び阻止部４１における外部に湾曲する弧面４１１の支持
によりコーヒードリップバッグ９を第二部材３の前端に安定的に固定することが可能であ
る。この時、挾持板４上の第一軸５と第二軸６の下端は全て下部ガイド溝７の第一溝７１
内にあり、図１３～１５に示されているように、次いで駆動システムは第二部材３を駆動
して第一部材２に向けて前進するようにし、第一軸５と第二軸６の下端は下部ガイド溝７
１から前へスライドし、第一軸５の下端が下部ガイド溝における第二溝７２の後端と下部
ガイド溝における第一溝７１の中部が連通するところまで移動した時、前記連通する位置
にはある阻止壁７４の阻止作用により、第一軸５の下端はこの場所から第二溝７２の後端
に進入することができず、第一軸５の下端は引き続き下部ガイド溝の第一溝７１に沿って
前進して、第一軸５の下端が第一溝７１の前端から第二溝７２の前端に進入する。また、
バネ８の作用により第一軸５の下端は始終下部ガイド溝７の底面と接触し、該過程で第一
軸５の下端は始終第一溝７１内で水平方向にスライドする、即ち挾持板４及びその前端の
阻止部４１は始終閉まった状態にあり、コーヒードリップバッグ９は始終第一部材２の前
端に位置決められている。第一軸５の下端が第一溝７１の前端から第二溝７２の前端に進
入すると、コーヒードリップバッグ９もちょうど第一部材２の空洞部に進入し、駆動シス
テムは引き続き第二部材３を駆動して第一部材２に向けて前進させ、第一軸５の下端は第
三溝７３中でスライドするが、第二軸６の下端は始終第一溝７１内にあり、また第三溝７
３は後から前に向かって次第に外側に湾曲していることから、第一軸５の下端も前進させ
、且つ次第に外側に偏移するが、第二軸６の水平位置は始終不変であるため、挾持板４の
阻止部４１は第二部材３に対し次第に開放し、第一軸５の下端が第三溝７３の最前端まで
移動すると、挾持板４の阻止部４１は完全に外側に開放される。この時、二つの阻止部４
１の間の最小間隔はコーヒードリップバッグ９の横方向の最大直径より大きくなり、第一
部材２と第二部材３の間は完全に連結される。挾持板４が開放されているため、第一部材
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料はコーヒーメーカーから流出され、ユーザの使用に供することができる。この過程にお
いて、第一軸５と第二軸６の上端は、上部ガイド溝７’の対応する位置に従ってスライド
することにより、第一軸５と第二軸６を同期に動作させることができる。
【００３２】
　コーヒー飲料の制作を終了した後、駆動システムは逆方向に作動し、第一部材２から後
退するよう第二部材３を駆動する。この時、第一軸５の下端は第三溝７３内にあり、第二
軸６は第一溝７１内にあるため、挾持板４は第二部材３に対し次第に閉じることができ、
挾持板４上の阻止部４１も次第に閉じる。また、第一部材２内における圧縮バネ２２の作
用により、使用済みのコーヒードリップバッグ９は第二部材３と共に後退し、コーヒード
リップバッグ９が第一部材２から基本的に離脱した時、圧縮バネ２２からコーヒードリッ
プバッグ９への圧力はなくなる。第一軸５の下端が第二溝７２の前端と第一溝７１の前端
と連通するところまで移動した時、挾持板４は完全に閉じるが、挾持板４上の阻止部が引
き続きコーヒードリップバッグ９を挾持することができ、この際、コーヒードリップバッ
グ９は脱落しない。駆動システムが引き続き逆方向に作動すると、コーヒードリップバッ
グ９は第二部材２と共に引き続き後退するが、前記連通する位置に配置された阻止壁７５
の阻止作用によって、第一軸５の下端はこの場所から第一溝７１の前端に進入することが
できない。第一軸５の下端は引き続き第二溝７２に沿って後退するが、第二溝７２は外側
に突出の円弧状であり、第一軸５と第二軸６の上端も上部ガイド溝における対応する位置
に従ってスライドしているため、挾持板４は第二部材３に対して次第に開放され、阻止部
４１もそれと共に次第に開放される。第一軸５の下端が第二溝７２の中部にある、即ち第
一軸５の下端が第二溝７２の最外端にある時、第二軸６の下端は始終第一溝７１内にあり
、挾持板４及び挾持板４上の阻止部４１は完全に開放され、二つの阻止部４１の間の最小
間隔がコーヒードリップバッグ９の横方向の最大直径より大きくなっているため、コーヒ
ードリップバッグ９は第二部材３の前端に位置決められることができず、自身の重力でベ
ース１下端面の孔１１からコーヒーメーカーのごみ箱内に進入し、図１６、１７に示され
ているようにコーヒードリップバッグ９の脱落過程を完了する。第一軸５の下端が引き続
き第二溝７２に沿って後退すると、挾持板４は第二部材３に対して次第に閉じられ、阻止
部４１もそれと共に次第に閉じる。第一軸５が第二溝７２の後端から第一溝７１の中部に
まで進入した時、バネ８の作用で第一軸５の下端は始終下部ガイド溝７の底面と接触し、
挾持板４と挾持板４上の阻止部４１は完全に閉じられ、第一軸５と第二軸６の下端は何れ
も第一溝７１にあり、挾持板４は初期状態にあり、コーヒードリップバッグ９は再び二つ
の挾持板４により形成された挾持部に挾持されることができる。前記過程において、第一
軸５と第二軸６の上端は第一軸５と第二軸６を同期に動作させるために上部ガイド溝７’
における対応する位置に従ってスライドする。
【００３３】
　全動作過程において、第二軸６の上端と下端は始終それぞれ上部ガイド溝７’と下部ガ
イド溝７の第一溝７１’、７１内に位置するが、第一軸５の動作が相対的に複雑である。
飲料抽出段階において、第一軸５の上端と下端は直接上部ガイド溝７’と下部ガイド溝７
にある第一溝７１’、７１の前端から上部ガイド溝７’と下部ガイド溝７の第三溝７３’
、７３内に進入し、抽出終了後、後退段階において、第一軸５の上端と下端は順次上部ガ
イド溝７’と下部ガイド溝７の第三溝７３’、７３、第二溝７２’、７２、を通過して最
後に第一溝７１’、７１内へ進入する。
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