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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ろ紙が不要で、トレーナーの洗浄を素早く手軽
に行えるハンドドリップの飲料フィルタ装置を提供する
。
【解決手段】飲み物入れセット３０を備え、フィルター
カップ３１には上部開口３２及び底面３３が設けられる
。フィルタ装置は、底面３３の内表面の形状に適合する
ようにフィルターカップ３１内部に定位され、ストレー
ナー５１と、内部位置決めフレーム５２と、内部位置決
めフレーム５２より大きい外部位置決めフレーム５３と
を含み、ストレーナー５１には濾過面５４、及び濾過面
５４の外周に位置される縁端部５５が形成される。スト
レーナー５１は内部位置決めフレーム５２に覆設され、
濾過面５４は内部位置決めフレーム５２の上方に濾過層
が形成され、且つ縁端部５５により内部位置決めフレー
ム５２の外表面が遮蔽され、外部位置決めフレーム５３
が装入されると共に縁端部５５が内部位置決めフレーム
５２と外部位置決めフレーム５３との間に挟装される。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　フィルターカップが設置される飲み物入れセットを備え、前記フィルターカップには上
部開口及び底面が少なくとも設けられ、前記底面には排水口が少なくとも設けられる飲み
物を入れるフィルタ装置であって、
フィルタ装置は上述の底面の内表面の形状に適合するように前記フィルターカップ内部に
定位され、且つ前記排水口の上方に位置され、前記フィルタ装置はストレーナーと、内部
位置決めフレームと、前記内部位置決めフレームより大きい外部位置決めフレームとを含
み、前記ストレーナーには濾過面、及び前記濾過面の外周に位置される縁端部が形成され
、前記ストレーナーは前記内部位置決めフレームに覆設され、前記濾過面が前記内部位置
決めフレームの上方に濾過層が形成され、且つ前記縁端部により内部位置決めフレームの
外表面が遮蔽され、前記外部位置決めフレームが装入されると共に組み合わせられて前記
縁端部が前記内部位置決めフレームと外部位置決めフレームとの間に定位されるように挟
装されることを特徴とする飲み物を入れるフィルタ装置。
【請求項２】
　前記内部位置決めフレーム及び外部位置決めフレームには複数の孔部がそれぞれ設けら
れることを特徴とする、請求項１に記載の飲み物を入れるフィルタ装置。
【請求項３】
　前記孔部の孔径の大きさは濾過速度に基づいて選択されて設定されることを特徴とする
、請求項２に記載の飲み物を入れるフィルタ装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、飲み物を入れるフィルタ装置に関し、更に詳しくは、ハンドドリップコーヒー
や茶葉に適用されるフィルタ装置であり、ろ紙が不要であり、且つフィルターカップの洗
浄を素早く手軽に行え、健康に有益な飲み物を入れるフィルタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
ハンドドリップコーヒーまたは茶葉を例にすると、一般的なコーヒーのコーヒー粉または
茶葉をフィルターカップに投入した後、お湯で蒸らすことで完成する。飲みやすくするた
めに、通常はハンドドリップ可能なコーヒー或いは茶葉が採用されるが、但し、人々を満
足させることができるコーヒーまたはお茶を淹れるためには、幾つかの淹れ方のステップ
及び順序が必須である。例えば、水柱の大きさ及び安定性を効果的に制御できる細口ポッ
トを使用し、水柱が途切れるのを防止させると共に回して注ぐようにさせる。蒸らす時間
の長さもコーヒーまたは茶の品質に影響し、蒸らす時間が短すぎる場合、コーヒーまたは
茶の味が薄くなり、蒸らす時間が長すぎる場合、苦みが出た。
【０００３】
図１には市場によくあるコーヒーまたは茶葉を淹れるためのハンドドリップ飲料セット１
０を図示する。基本的には飲み物を入れる容器１１及び前記飲み物を入れる容器１１の上
面の口に載置されるフィルターカップ１２を備える。前記フィルターカップ１２は中空の
漏斗状に設置され、且つ飲み物を入れる容器１１の上面に載置される載置面１３が設けら
れると共に茶葉またはコーヒーのハンドドリップに用いられる完全なハンドドリップ飲料
セット１０が形成される。前記ハンドドリップ飲料セット１０を使用してコーヒーまたは
茶葉のハンドドリップが行われると、フィルターカップ１２内部にろ紙１４が任意で設置
され、且つ研磨されたコーヒー粉末またはティーバッグ（コーヒー）１５がカップ中に入
れられ、その後に細口ポット１６からお湯が注がれる。細口ポット１６から注がれるお湯
はフィルターカップ１２を経て蒸らしが行われた後に下方の飲み物を入れる容器１１に流
れ落ちる。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００４】
しかしながら、上述の方式でコーヒーまたは茶葉を淹れる場合、ろ紙１４が必要であるた
め、資源を浪費して環境に悪い以外、このようなハンドドリップ飲料のろ紙１４は通常化
学成分を含むか、漂白プロセスを経て製造されているため、健康を害した。
【０００５】
なお、人々を満足させることができるコーヒー飲料を淹れる場合を例にすると、基本的に
は焙煎したコーヒー豆を防湿庫に２０日前後保管し、淹れる前には特定の細かさのコーヒ
ー粉になるまで挽き、且つ特定の温度のお湯を上述の細口ポット１６から異なる高さ及び
方向に注いで一定時間蒸らす。このようなコーヒー粉のハンドドリップでのコーヒーの淹
れ方に対して、他の濾過方式では図２及び図２Ａに示す他のコーヒーフィルターカップホ
ルダー２０を使用してコーヒーまたは茶の蒸らし作業を行う。このようなコーヒーフィル
ターカップホルダー２０は主に上部カップリング２１と下部カップリング２２との間に漏
斗状ストレーナー２３が設置され、且つ下部カップリング２２には排出口２４が設けられ
る。適度な濾過時間にするために、図２Ａに示すように、上述の漏斗状ストレーナー２３
は通常は内層２３１及び外層２３２の２層構造として設置される。但し、このような２層
式の漏斗状ストレーナー２３は何度も使用すると、内層２３１と外層２３２との間に油垢
が発生し、淹れられた飲料に油垢の味が混じって不快になるほか、内層２３１と外層２３
２との間に挟まれた油垢はクエン酸または重曹粉を使用して洗浄せねばならず、同様に人
体に有害であった。
【０００６】
そこで、本考案者は上記の欠点が改善可能と考え、鋭意検討を重ねた結果、合理的設計で
上記の課題を効果的に改善する本考案の提案に到った。
【０００７】
本考案は、以上の従来技術の課題を解決する為になされたものである。即ち、本考案は、
飲み物を入れるフィルタ装置を提供することを目的とする。このような飲料のハンドドリ
ップにはろ紙が不要であり、人体に対する被害を予防させ、環境保護にも適する。
【０００８】
本考案の他の目的は、飲み物を入れるフィルタ装置を提供する。即ち、何度も使用した後
でも洗浄しやすくなる。
【０００９】
本考案のさらなる他の目的は、飲み物を入れるフィルタ装置を提供する。即ち、飲料を蒸
らす濾過速度を任意で制御可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本考案に係る飲み物を入れるフィルタ装
置は、フィルターカップが設置される飲み物入れセットを備える。前記フィルターカップ
には上部開口及び底面が少なくとも設けられ、前記底面には排水口が少なくとも設けられ
る。フィルタ装置は前記底面の内表面の形状に適合するように前記フィルターカップ内部
に定位され、且つ前記排水口の上方に位置される。前記フィルタ装置は、ストレーナーと
、内部位置決めフレームと、前記内部位置決めフレームより大きい外部位置決めフレーム
とを含み、前記ストレーナーには濾過面、及び前記濾過面の外周に位置される縁端部が形
成される。前記ストレーナーは前記内部位置決めフレームに覆設され、前記濾過面は前記
内部位置決めフレームの上方に濾過層が形成され、前記縁端部により内部位置決めフレー
ムの外表面が遮蔽され、前記外部位置決めフレームが装入されると共に組み合わせられて
前記縁端部が前記内部位置決めフレームと外部位置決めフレームとの間に定位されるよう
に挟装される。
【００１１】
このため、ろ紙が不要であり、且つ前記ストレーナーの洗浄を素早く手軽に行える。
【００１２】
好ましい実施態様において、前記内部位置決めフレーム及び外部位置決めフレームには複
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数の孔部がそれぞれ設けられ、淹れられた飲料はストレーナーの正面の濾過面及び側面の
外部位置決めフレームの孔部を経て縁端部を経由して内部位置決めフレームの孔部を通過
させた後、排水口から滴り落ちて飲料容器中に集められる。
【００１３】
好ましい実施態様において、前記孔部の孔径の大きさに基づいて濾過速度を任意で設定で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来のハンドドリップ飲料セットの構成及び入れ作業を示す概略図である。
【図２】従来のコーヒーフィルターカップホルダーを示す正面図である。
【図２Ａ】図２に示すＡ部分を示す拡大図である。
【図３】本考案が飲み物入れセットにいれる内部を示す概略図である。
【図４】図３に示すフィルタ装置部材を示す分解図である。
【図５】図４に示すフィルタ装置の組み合わせ状態及び一部の部材の断面図である。
【図５Ａ】図５に示すＢ部分を示す拡大図である。
【図６】本考案のフィルタ装置の一部を示す断面図である。
【図７】本考案の飲み物入れの過程を示す概略図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
以下、図面を参照して本考案に係る飲み物を入れるフィルタ装置の実施形態について説明
する。尚、以下に説明する実施の形態は、実用新案登録請求の範囲に記載された本考案の
内容を限定するものではない。また、以下に説明される構成の全てが、本考案の必須要件
であるとは限らない。
（実施形態）
【００１６】
以下、本考案の具体的な実施形態について添付図面に基づき説明する。本考案に係る飲み
物入れセット３０はフィルターカップ３１を備える。前記フィルターカップ３１には上部
開口３２及び底面３３が少なくとも設けられ、前記底面３３には排水口３５が少なくとも
設けられる。本実施形態において、前記底面３３には下から上に突起する複数の案内溝３
４が圧印され、各案内溝３４は一端に前記底面３３の外部に連通される排水口３５が設け
られる。フィルタ装置５０は上述の底面３３の内表面の形状に適合するように前記フィル
ターカップ３１内部に定位され、且つ案内溝３４及び排水口３５の上方に位置される（図
３及び図４参照）。この実施形態において、前記底面３３及び大きな直径の載置面３６は
一体で製造され、飲料容器の上表面に載置される。
【００１７】
前記フィルタ装置５０は、ストレーナー５１と、内部位置決めフレーム５２と、外部位置
決めフレーム５３とを備え、前記ストレーナー５１は特定の大きさの面積で設置され、前
記ストレーナー５１には濾過面５４、及び前記濾過面５４の外周に位置される縁端部５５
が形成される。本実施形態において、前記内部位置決めフレーム５２及び外部位置決めフ
レーム５３は特定の大きさの環径でそれぞれ設置され、且つ複数の孔部５６、５７がそれ
ぞれ設けられ、前記外部位置決めフレーム５３が前記内部位置決めフレーム５２よりもや
や大きくなる。
【００１８】
また、図４乃至図６を参照すれば、前記ストレーナー５１は先ず前記内部位置決めフレー
ム５２に覆設され、上述の濾過面５４は前記内部位置決めフレーム５２の上方に濾過層が
形成され、且つ前記縁端部５５により内部位置決めフレーム５２の外表面全体が遮蔽され
る（図５参照）。その後に外部位置決めフレーム５３が装入されると共に組み合わせられ
、前記縁端部５５が前記内部位置決めフレーム５２と外部位置決めフレーム５３との間に
定位されるように挟装される（図６参照）。
【００１９】
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実行可能な実施形態において、前記ストレーナー５１はスレンレス等の材料で製造される
が、但し、これは例を挙げて説明するためのものにすぎず、いかなる制限も加えず、飲料
を淹れる過程で有害な物質ではない材料であれば均しく前記ストレーナー５１を製造する
材料として使用できる。
【００２０】
なお、図６及び図７に示すように、蒸らしの過程において、液体７０が茶葉またはコーヒ
ー粉に注がれ、且つストレーナー５１の正面の濾過面５４及び側面の外部位置決めフレー
ム５３の孔部５７を経て縁端部５５を経由させて内部位置決めフレーム５２の孔部５６を
通過させた後、案内溝３４の排水口３５から滴り落ちて飲料容器７１中に集められる。上
述の蒸らしの過程において、ストレーナー５１の正面の濾過面５４により濾過される以外
、内部位置決めフレーム５２及び外部位置決めフレーム５３の孔部５６、５７の孔径によ
り濾過速度を任意で設定でき、濾過速度及び時間を制御可能である。
【００２１】
本考案に係る飲み物を入れるフィルタ装置は、このようなハンドドリップ飲料にはろ紙が
不要であるため環境に優しく、衛生的であるほか、内部位置決めフレーム５２と外部位置
決めフレーム５３との間に定位されるように挟装されるストレーナー５１が１層式である
ため、お湯を使用して洗浄しやすく、このような濾過部材では油垢の発生を大幅に抑える
ことができる。
【００２２】
上述の実施形態は本考案の技術思想及び特徴を説明するためのものにすぎず、当該技術分
野を熟知する者に本考案の内容を理解させると共にこれをもって実施させることを目的と
し、本考案の実用新案登録請求の範囲を限定するものではない。従って、本考案の精神を
逸脱せずに行う各種の同様の効果をもつ改良又は変更は、実用新案登録請求の範囲に含ま
れるものとする。
【符号の説明】
【００２３】
１０　ハンドドリップ飲料セット
１１　飲み物を入れる容器
１２　フィルターカップ
１３　載置面
１４　ろ紙
１５　ティーバッグ（コーヒー）
１６　細口ポット
２０　コーヒーフィルターカップホルダー
２１　上部カップリング
２２　下部カップリング
２３　漏斗状ストレーナー
２４　排出口
２３１　内層
２３２　外層
３０　飲み物入れセット
３１　フィルターカップ
３２　上部開口
３３　底面
３４　案内溝
３５　排水口
３６　載置面
５０　フィルタ装置
５１　ストレーナー
５２　内部位置決めフレーム
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５３　外部位置決めフレーム
５４　濾過面
５５　縁端部
５６　孔部
５７　孔部
７０　液体
７１　飲料容器

【図１】

【図２】

【図２Ａ】
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【図５】 【図５Ａ】

【図６】
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