
JP 2019-531859 A 2019.11.7

10

(57)【要約】
　断熱容器は、一定量の液体を保つように形成され、内
部貯蔵部に延びる開口部を設けた第１の端部を有する第
１の内壁と、外殻を形成する第２の外壁とを有するキャ
ニスタを含み得る。開口部は、内部貯蔵部と注ぎ口開口
部の間に延びる注ぎ口流路を有し、キャニスタの開口部
より小さい注ぎ口アダプタによって密封され得る。注ぎ
口開口部は、磁気上面を有するキャップによって密封さ
れ得、注ぎ口アダプタは、液体が注がれるコップとして
使用可能な蓋に、さらに取り外し可能な状態で結合され
得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断熱容器であって、
　キャニスタを備え、該キャニスタは、
　　ねじ状側壁および液体収容用の内部貯蔵部へ延びる開口部を設けた第１の端部を有す
る第１の内壁と、
　　キャニスタの外殻を形成し、表面上でキャニスタを支えるように形成された第２の端
部を有する第２の外壁と、
　　前記第１の内壁と前記第２の外壁との間に断熱二重壁構造を形成する密封された真空
空洞と、を含み、
　前記断熱容器は注ぎ口アダプタをさらに備え、該注ぎ口アダプタは、
　　前記キャニスタの開口部に取り外し可能な状態で結合し、またそれを密封するように
形成された底部ねじ状面と、
　　上部ねじ状面と、
　　前記底部ねじ状面と前記上部ねじ状面との間を空けるグリップリングであって、注ぎ
口アダプタの円周の周りに延び、該グリップリングから延びる少なくとも１つのハンドル
を有するグリップリングと、を含み、
　前記断熱容器は、前記注ぎ口アダプタの上面の注ぎ口開口部に取り外し可能な状態で結
合し、またそれを密封するように形成され、磁気上部面を有し、前記注ぎ口開口部から取
り外される時は、ハンドルの合体面に磁気的に結合されるように形成されているキャップ
と、
　前記注ぎ口アダプタの前記上部ねじ状面に取り外し可能な状態で結合するように形成さ
れた蓋と、をさらに備える断熱容器。
【請求項２】
　請求項１の断熱容器であって、前記注ぎ口アダプタは前記注ぎ口開口部と前記注ぎ口ア
ダプタの底面との間に延びる注ぎ口流路をさらに構成する断熱容器。
【請求項３】
　請求項２の断熱容器であって、前記注ぎ口流路は、前記注ぎ口開口部と前記注ぎ口アダ
プタの底面との間で均一の口径を有する断熱容器。
【請求項４】
　請求項２の断熱容器であって、前記注ぎ口アダプタは、前記注ぎ口流路の周りに延びる
密封された内部空洞をさらに構成する断熱容器。
【請求項５】
　請求項４の断熱容器であって、前記密封された内部空洞は、断熱材によって部分的に、
または完全に満たされている断熱容器。
【請求項６】
　請求項５の断熱容器であって、前記断熱材は、発泡体である断熱容器。
【請求項７】
　請求項４の断熱容器であって、前記密封された内部空洞は、真空空洞を含む断熱容器。
【請求項８】
　請求項１の断熱容器であって、前記少なくとも１つのハンドルは、磁性材が置かれる空
洞をさらに構成する断熱容器。
【請求項９】
　断熱容器であって、
　キャニスタを備え、該キャニスタは、
　　ねじ状側壁および液体収容用の内部貯蔵部へ延びる開口部を設けた第１の端部を有す
る第１の内壁と、
　　キャニスタの外殻を形成し、表面上でキャニスタを支えるように形成された第２の端
部を有する第２の外壁と、
　　前記第１の内壁と前記第２の外壁との間に断熱二重壁構造を形成する密封された真空
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空洞と、含み、
　前記断熱容器は、開口部アダプタをさらに備え、該開口部アダプタは、
　　前記キャニスタの開口部に取り外し可能な状態で結合し、またそれを密封するように
形成された外部底部ねじ状面と、
　　外部上部ねじ状面と、
　　前記外部上部ねじ状面と前記外部底部ねじ状面との間を空けるグリップリングと、
内部ねじ状面と、を含み、
　前記断熱容器は、実質的な円筒形上部および実質的な円筒形底部を有するプラグ構造を
さらに備え、該プラグ構造は、
　　内部ねじ状面に取り外し可能な状態で結合するように形成されたねじ状外面と、
上部に堅く結合されたハンドルと、
　　底部に柔軟に結合された保持タブと、
　　流路上端と流路下端との間に延びる外部流路と、を含み、
　前記断熱容器は、前記開口部アダプタの外部上部ねじ状面に取り外し可能な状態で結合
するように形成された蓋をさらに備える断熱容器。
【請求項１０】
　請求項９の断熱容器であって、前記プラグ構造のねじ状外面が前記開口部アダプタの内
部ねじ状面から分離された時、前記プラグ構造は、前記開口部アダプタから部分的に取り
外し可能であり、前記保持タブは、前記プラグ構造が前記開口部アダプタから取り外し可
能な範囲を制限するように形成されている断熱容器。
【請求項１１】
　請求項１０の断熱容器であって、前記保持タブは、圧縮形状と伸長形状との間で伸縮す
るように形成された屈曲部を構成し、前記プラグ構造が、部分的に前記開口部アダプタか
ら取り外される時に、前記保持タブは、伸長形状にあり、前記プラグ構造が、前記開口部
アダプタから完全に取り外されるのを防ぐ断熱容器。
【請求項１２】
　請求項１１の断熱容器であって、手動分離力が働く際に、前記保持タブは、圧縮形状に
圧縮され、前記プラグ構造は、前記開口部アダプタから完全に取り外し可能となる断熱容
器。
【請求項１３】
　請求項９の断熱容器であって、前記保持タブは、前記プラグ構造の底部の円周の周りに
等間隔に離れて構成される３つの保持タブを備える断熱容器。
【請求項１４】
　請求項９の断熱容器であって、前記外部流路は、前記プラグ構造の周りに等間隔に離れ
て構成される３つの外部流路を備える断熱容器。
【請求項１５】
　請求項９の断熱容器であって、前記プラグ構造は、内部空洞をさらに構成し、前記内部
空洞または断熱材によって完全に満たされている断熱容器。
【請求項１６】
　開口アダプタ組立体であって、
　開口部アダプタを備え、該開口部アダプタは、
　　キャニスタの開口部に取り外し可能な状態で結合し、またそれを密封するように形成
された外部底部ねじ状面と、
　　外部上部ねじ状面と、
　　前記外部上部ねじ状面と前記外部底部ねじ状面との間を空けるグリップリングと、
内部ねじ状面と、を含み、
　前記開口アダプタ組立体は、実質的な円筒形上部および実質的な円筒形底部を有するプ
ラグ構造をさらに備え、該プラグ構造は、
　　前記内部ねじ状面に取り外し可能な状態で結合するように形成されたねじ状外面と、
上部に堅く結合されたハンドルと、
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　　底部に柔軟に結合された保持タブと、
　　流路上端と流路下端との間に延びる外部流路と、含むプラグ構造を備える開口アダプ
タ組立体。
【請求項１７】
　請求項１６の開口アダプタ組立体であって、前記プラグ構造のねじ状外面が前記開口部
アダプタの内部ねじ状面から分離された時、前記プラグ構造は、前記開口部アダプタから
部分的に取り外し可能であり、前記保持タブは、前記プラグ構造が、前記開口部アダプタ
から取り外し可能な範囲を制限するように形成されている開口アダプタ組立体。
【請求項１８】
　請求項１７の開口アダプタ組立体であって、前記保持タブは、圧縮形状と伸長形状との
間で伸縮するように形成された屈曲部を構成し、前記プラグ構造が、部分的に開口部アダ
プタから取り外される時に、前記保持タブは、伸長形状にあり、前記プラグ構造が、前記
開口部アダプタから完全に取り外されるのを防ぐ開口アダプタ組立体。
【請求項１９】
　請求項１８の開口アダプタ組立体であって、手動分離力が働く際に、前記保持タブは、
圧縮形状に圧縮され、前記プラグ構造は、前記開口部アダプタから完全に取り外し可能と
なる開口アダプタ組立体。
【請求項２０】
　請求項１６の開口アダプタ組立体であって、前記保持タブは、前記プラグ構造の底部の
円周に等間隔に離れて構成される３つの保持タブを備える開口アダプタ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１６年１０月１７日に出願された米国仮特許出願第６２／４０９２４２
号、および２０１７年５月１９日に出願された米国仮特許出願第６２／５０８７９３号の
利益および優先権を請求するものである。これらの出願の内容は、あらゆる非限定的な目
的のためにその全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる。
【０００２】
　本明細書における本開示は、概して容器に関し、より具体的には飲用飲料または食品に
使用される飲料容器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　容器は、一定量の液体を保持するように構成可能である。容器には、水、コーヒー、紅
茶、ソフトドリンク、またはビールなどのアルコール飲料など、温かいまたは冷たい飲用
液体を入れることができる。これらの容器は、容器内の液体の温度を維持するのに役立つ
断熱特性を提供するために、二重壁の真空成形構造で形成できる。
【発明の概要】
【０００４】
　本概要は、詳細な説明において以下でさらに説明される概念の選択を簡略化した形で紹
介するために提供される。本概要は、請求対象の主要な特徴または本質的な特徴を識別す
ることを意図していないだけではなく、請求対象の範囲を限定するために使用されること
も意図していない。
【０００５】
　特定の例において、断熱容器は、一定量の液体を保持するように構成できる。断熱容器
は、液体を収容するために、内部貯蔵部に延びる開口部を設けた第１の端部を有する第１
の内壁を備えるキャニスタと、キャニスタの外殻を形成する第２の外壁および底部を含み
得る。底部は、キャニスタを表面上で支えるように構成された第２の端部を形成可能であ
る。
【０００６】
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　前記断熱容器は、前記キャニスタの前記開口部を密閉し、前記キャニスタの前記開口部
より狭い再密閉可能な注ぎ口開口部を提供するように構成された注ぎ口アダプタを含み得
、前記キャニスタの前記内部貯蔵部にある内容物の別の容器への注ぎ込みをより制御し容
易にする。一例においては、他の容器は、前記注ぎ口アダプタの上部に取り外し可能に結
合される蓋として形成されるカップであり得る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本開示は、例として示され、添付の図面において同様の参照番号は、類似の要素を示す
がそれに限定はされないものとする。
【０００８】
【図１】図１は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による断熱容器の等角図を示す
。
【０００９】
【図２】図２は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、図１における前記断熱
容器の他の等角図を示す。
【００１０】
【図３】図３は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、図１における前記断熱
容器の更なる他の等角図を示す。
【００１１】
【図４】図４は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、図１における前記断熱
容器の分解等角図を示す。
【００１２】
【図５】図５は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、注ぎ口アダプタの上部
のより詳細な等角図を示す。
【００１３】
【図６】図６は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口アダプタの
底部のより詳細な等角図を示す。
【００１４】
【図７】図７は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口アダプタの
断面等角図を概略的に示す。
【００１５】
【図８】図８は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、キャップの等角図を示
す。
【００１６】
【図９】図９は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、図１における前記断熱
容器の断面図を概略的に示す。
【００１７】
【図１０Ａ】図１０Ａは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口ア
ダプタ１０４の成形プロセスのステップを示す。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口ア
ダプタ１０４の成形プロセスのステップを示す。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口ア
ダプタ１０４の成形プロセスのステップを示す。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口ア
ダプタ１０４の成形プロセスのステップを示す。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口ア
ダプタ１０４の成形プロセスのステップを示す。
【図１０Ｆ】図１０Ｆは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口ア
ダプタ１０４の成形プロセスのステップを示す。
【００１８】
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【図１１】図１１は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記断熱容器に取
外し可能に結合されるように構成された開口アダプタ組立体の等角図を示す。
【００１９】
【図１２】図１２は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、図１１における開
口アダプタ組立体の分解等角図を示す。
【００２０】
【図１３】図１３は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、プラグ構造の等角
図を示す。
【００２１】
【図１４】図１４は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、開口アダプタの底
面図を示す。
【００２２】
【図１５Ａ】図１５Ａは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、開口アダプタ
と完全に係合するプラグ構造の断面図を概略的に示す。
【００２３】
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記開口アダ
プタに対して部分的に結合されていない構成における前記プラグ構造の別の断面図を概略
的に示す。
【００２４】
　さらに、これらの図は様々な例の異なる構成要素の縮尺の描写であると理解されるもの
とするが、開示される例はその特定の縮尺に限定はされない。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下の様々な例の説明では、その一部を形成し、本開示の態様を実施可能な様々な例と
して示す添付の図面を参照する。他の例は、本開示の範囲および趣旨から逸脱することな
く、利用が可能であり、また、構造的および機能的な変更を加えることが可能であると理
解されるものとする。
【００２６】
　図１は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による断熱容器１００の等角図を示す
。一例においては、前記容器１００は、一定の量の液体を保持するように構成され得る。
前記容器１００は、注ぎ口アダプタ１０４および蓋１０６に取り外し可能に結合されるキ
ャニスタ１０２を備えることができる。前記蓋１０６は、前記注ぎ口アダプタ１０４から
取り外されると、例えば前記キャニスタ１０２内に保持された液体の一部を注ぐことがで
きるカップとして機能するように構成され得る。一例においては、前記キャニスタ１０２
は、実質的に円筒形の形状であり得るが、前記キャニスタ１０２は、これらの開示の範囲
から逸脱することなく、立方体形状などの任意の形状で具現化され得ることが考えられる
。さらに、様々な例においては、前記キャニスタ１０２は、底部、基部、または実質的に
円筒形の形状をした断熱基部構造として参照することができる。
【００２７】
　図２は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、図１における前記断熱容器１
００の他の等角図を示す。図２に示すように、前記蓋１０６を前記注ぎ口アダプタ１０４
から取り外して、前記注ぎ口アダプタ１０４の上面１１０に取り外し可能に結合されるキ
ャップ１０８を露出させる。前記キャップ１０８は、図３に示すように、前記注ぎ口アダ
プタ１０４から取り外されると、前記注ぎ口アダプタ１０４を通って前記キャニスタ１０
２の空洞部内に延びる注ぎ口開口部１１２を露出させる。それに応じて、前記キャップ１
０８は、前記注ぎ口開口部１１２に取り外し可能に結合し、それを密閉する（すなわち、
再密閉可能に密閉する）ように構成されてもよい。一例においては、それに応じて、前記
注ぎ口開口部１１２は、前記キャニスタ１０２の開口部１５８（例えば、図９を参照）よ
りも狭い開口部を提供し、したがって前記注ぎ口アダプタ１０４から取り外されると、前
記キャニスタ１０２の内容物の、前記蓋１０６のような他の容器へのより制御された／よ
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り的確な手動注ぎ込みを提供する。一例においては、前記注ぎ口アダプタ１０４の前記注
ぎ口開口部１１２は、前記注ぎ口アダプタ１０４の前記上面１１０の中心から外れている
。前記注ぎ口開口部１１２は、前記表面１１０上の任意の点に配置されてもよく、図示の
ように中心から外れていてもよく、または中心にあってもよいことが考えられる。別の例
においては、前記注ぎ口開口部１１２は、前記容器１００の長手方向軸と平行な（すなわ
ち、前記キャニスタ１０２の円筒形状の回転軸に平行な長手方向軸）、および／または前
記注ぎ口アダプタ１０４の上面１１０の平面に対して垂直な中心軸（前記注ぎ口開口部１
１２の円筒形状の回転軸と平行である）を有することができる。別の例においては、前記
注ぎ口開口部１１２の中心軸は、前記上面１１０に対して９０度ではない角度で傾斜して
もよい。これに関して、これらの開示の範囲から逸脱することなく、任意の角度を利用す
ることができることが考えられる。
【００２８】
　一実施態様においては、前記キャップ１０８は磁気上面１１１を含む。前記磁気上面１
１１は、強磁性構造を覆うポリマー外層を含み得る（例えば、金属板／他の構造形状は、
前記磁気上面１１１より下に配置され得る）。別の実施態様においては、前記キャップ１
０８の外面の全部または一部は、１つまたは複数の金属および／または合金で構成するこ
とができる。それに応じて、前記磁気上面１１１は、強磁性であるか、またはそれ自体が
磁化されている外面の材料を含むことができる。別の実施態様においては、前記磁気上面
１１１は、磁石構造上にオーバーモールドされた１つまたは複数のポリマーを含むことが
できる（すなわち、磁化された金属／合金は、前記キャップ１０８が成形される時にその
内部に配置され得る）。
【００２９】
　本明細書で使用される「磁性」という用語は、一時的または「永久的」に磁化され得る
材料（例えば強磁性材料）を指し得る。このように、「磁性」という用語は、それに関連
する磁場を有する磁石（すなわち一時的または永久磁石）に磁気的に引き付けられ得る材
料（すなわち表面、または物体など）を指し得る。一例においては、磁性材料は磁化され
てもよい（すなわち、永久磁石を形成してもよい）。さらに、本明細書に記載されている
開示とともに、ニッケル、鉄、およびコバルト、並びにそれらの合金などの様々な例の磁
性材料を利用することができる。
【００３０】
　前記キャップ１０８は、図３に示すように、前記注ぎ口開口部１１２から取り外される
と、前記注ぎ口アダプタ１０４の合体面１１４に磁気的に結合することができる。前記キ
ャップ１０８の前記上面１１１と同様に、前記注ぎ口アダプタ１０４の前記合体面１１４
は磁性材料を含むことができる。一例においては、前記合体面１１４は、磁気要素（例え
ば、特に、金属板、ホイル、またはワイヤ）の上にオーバーモールドされる１つまたは複
数のポリマーを含み得る。別の例では、前記合体面１１４は金属製および磁性の外面を含
み得る。
【００３１】
　一例においては、前記キャニスタ１０２および前記蓋１０６は、主に鋼鉄またはチタン
合金などの合金で構成されてもよく、前記注ぎ口アダプタ１０４およびキャップ１０８は
、主に１つまたは複数のポリマーから構成されてもよいことが考えられる（特に、前記磁
気上面１１１および前記合体面１１４を除く）。しかしながら、本明細書に記載の各要素
は、とりわけ、１つまたは複数の金属、合金、ポリマー、セラミック、または繊維強化材
料から構成することができることがさらに考えられる。特に、前記容器１００は、とりわ
け、鋼、チタン、鉄、ニッケル、コバルト、耐衝撃性ポリスチレン、ＡＢＳ樹脂、ナイロ
ン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、および／またはポリプロピレンのうちの１つまたは
複数を利用することができる。
【００３２】
　図４は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記容器１００の分解等角図
を示す。特に図４は、前記キャニスタ１０２から取り外された前記注ぎ口アダプタ１０４
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、および前記注ぎ口アダプタ１０４から取り外された前記蓋１０６および前記キャップ１
０８を示す。一実施態様においては、前記注ぎ口アダプタ１０４は、前記キャニスタ１０
２のねじ状内面１１８に取り外し可能に結合するように構成された底部ねじ状面１１６を
含み得る。さらに、前記注ぎ口アダプタ１０４は、前記蓋１０６のねじ状内面に取り外し
可能に結合するように構成されている上部ねじ状面１２０を含み得る。さらに、ねじ状注
ぎ口外面１２２は、前記キャップ１０８のねじ状内面１２４に取り外し可能に結合するよ
うに構成されている。
【００３３】
　しかしながら、代替の実施態様では、これらの開示の範囲から逸脱することなく、前述
のねじ状面を逆にすることができることが考えられる。この代替の実施態様では、前記注
ぎ口アダプタ１０４は、前記キャニスタ１０２のねじ状外面に取り外し可能に結合するよ
うに構成された底部ねじ状面を含むことができ、前記注ぎ口アダプタ１０４は、また、前
記蓋１０６のねじ状外面に取り外し可能に結合するように構成された上部ねじ状面を含む
ことができる。さらに、前記注ぎ口開口部１１２のねじ状注ぎ口内面は、前記キャップ１
０８のねじ状外面に取り外し可能に結合するように構成されてもよい。
【００３４】
　本明細書で論じられるねじ状面は、これらの開示の範囲から逸脱することなく、とりわ
け、任意のねじ状態のピッチ、角度、または長さを含む任意のねじ形状を含み得ることが
考えられる。このように、底部ねじ状面１１６、ねじ状内面１１８、上部ねじ状面１２０
、前記蓋１０６のねじ状内面、ねじ状注ぎ口外面１２２、および／またはねじ状内面１２
４のいずれも、これらの開示の範囲から逸脱することなく、任意の回転数によって嵌合要
素を互いに回転させることによって、対応する要素同士を完全に係合することができる。
例えば、要素１１６、１１８、１２０、１２２、および／または１２４における２つの嵌
合するねじ状要素は、１回転の約１／４、１回転の約１／３、１回転の約１／２、約１回
転、約２回転、約３回転、少なくとも１回転、または少なくとも５回転、その他の回転で
完全に係合することができる。
【００３５】
　１つまたは複数のキャニスタ１０２、注ぎ口アダプタ１０４、蓋１０６とキャップ１０
８の間の取り外し可能なカップリングは、これらの開示の範囲を逸脱することなく、嵌合
要素、蓋、枷または締め金具などの追加的または代替的カップリング機構を含み得る、と
さらに考えられる。
【００３６】
　図５は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、注ぎ口アダプタ１０４の上部
のより詳細な等角図を示す。注ぎ口アダプタ１０４は、グリップリング１２６によって上
部ねじ状面１２０から分離された底部ねじ状面１１６を含む。１つの実施様態において、
合体面１１４は、グリップリング１２６から延びたハンドル１２８の一部から形成される
。１つの実施様態において、グリップリング１２６は、注ぎ口アダプタ１０４をキャニス
タ１０２および／または蓋１０６に結合したりそれから分離したりするために、ユーザー
が掴めるように形成されている。それに応じて、１つの例において、ハンドル１２８は、
ユーザーが、注ぎ口アダプタ１０４をキャニスタ１０２および／または蓋１０６に結合ま
たは分離させるために、手動でトルクをかける際に、グリップリング１２６の周りでユー
ザーの手が滑るのを防ぐ、または軽減する。これらの開示の範囲を逸脱することなしに、
グリップリング１２６は、図５に示される単一のハンドル１２８に加え、複数のハンドル
構成からなり得ると、考えられる。それに応じて、グリップリング１２６は、キャニスタ
１０２および／または蓋１０６に対して注ぎ口アダプタ１０４を回転する時、ユーザーの
手が滑るのを防ぐ、または軽減するように形成された、１つ以上の粘着またはゴム引きの
材料、またはローレット加工された表面の質感を有する物などを含み得る。
【００３７】
　１つの例において、図６に示されるように、注ぎ口アダプタ１０４の注ぎ口開口部１１
２は、注ぎ口アダプタ１０４の高さを通して（１３２方向へほぼ平行に）延び、注ぎ口ア
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ダプタ１０４の底面１３４へ延びる注ぎ口流路１３０へのアクセスを提供する。図７は、
本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口アダプタ１０４の断面等角図
を概略的に示す。図７に示されるように、注ぎ口流路１３０は、注ぎ口開口部１１２から
底面１３４へと延び得る。図示された実施様態において、注ぎ口流路１３０は、注ぎ口流
路１３０の長さを通してほぼ同じ口径１３６であり得る。しかしながら、注ぎ口流路は、
注ぎ口開口部１１２および底面１３４の間に延びる流路の長さを通して、違った口径およ
びサイズを有してもよい、と考えられる。
【００３８】
　１つの実施様態において、注ぎ口アダプタ１０４は、注ぎ口流路１３０の周りに延びる
内部空洞１３８を含み得る。この内部空洞１３８は、注ぎ口アダプタ１０４を形成するた
めに使用される１つまたは複数の製造プロセスにて密封され得る。それに応じて、１つの
例において、内部空洞１３８は、底面１３４および上面１１１、またはその逆の間で熱伝
達を軽減するために真空空洞を含み得る。追加的または代替的に、内部空洞１３８は、耐
熱性を上げるために、部分的にまたは全体的に、１つまたは複数の泡状の物質またはポリ
マー材料で満たされ得る、と考えられる。さらに別の例において、内部空洞１３８の１つ
または複数の表面は、磁力による熱伝導を軽減するために、反射材料で塗布され得る。
【００３９】
　１つの例において、磁石または磁性材は、合体面１１４の後ろに置かれ得る。それに応
じて、１つの実施様態において、磁石または磁性材は、ハンドル１２８内の空洞１４０内
に置かれ得る。接着剤、締め金具、嵌合、ねじ、またはリベットなど、任意のカップリン
グ機構が、空洞１４０内に磁石または磁性材を置くために使用され得る、と考えられる。
別の例において、磁石または磁性材は、ハンドル１２８内にオーバーモールドされても構
わないし、それによって、空洞１４０は、オーバーモールドされた磁石または磁性材が占
める量を表すこととなる。
【００４０】
　１つの例において、注ぎ口アダプタ１０４は、一体型となり得る。別の例において、注
ぎ口アダプタ１０４は、別の成形プロセス、溶接、接着、締め金具、または１つまたは複
数の留め金具（リベット、つまみ、ねじなど）によって結合される２つ以上の要素から形
成され得る。１つの実施様態において、注ぎ口アダプタ１０４は、１つまたは複数のポリ
マーから構成され得る。しかしながら、注ぎ口アダプタ１０４は、１つまたは複数の金属
、合金、セラミック、または繊維強化材料などから、追加的または代替的に構成されても
よい。注ぎ口アダプタ１０４は、１つまたは複数の射出成形プロセスによって構成され得
る。１つの具体的な例において、マルチショット射出成形プロセス（例えば、中でも２シ
ョット、３ショットなど）が、注ぎ口アダプタ１０４を構成するのに使用され得る。回転
成形、吹き込み成形、圧縮成形、ガスアシスト成形、および／または鋳造などを含む追加
的または代替的プロセスが、注ぎ口アダプタ１０４を構成するために、使用され得る、と
さらに考えられる。
【００４１】
　図８は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、キャップ１０８の等角図を示
す。前述したように、前記キャップ１０８は磁気上面１１１を含み得る。それに応じて、
キャップ１０８は、１つまたは複数のポリマー材料から構成され得、磁気上面１１１は、
磁性材の上にオーバーモールドされた１つまたは複数のポリマーを含む。
【００４２】
　図示された例において、キャップ１０８は、実質上円筒形である。しかしながら、これ
らの開示の範囲から逸脱することなく、追加的または代替的な形状を利用することができ
ることが考えられる。例えば、キャップ１０８は、中でも、立方状の形状であり得る。キ
ャップ１０８には、キャップ１０８を注ぎ口開口部１１２のねじ状外部注ぎ口外面１２２
へ結合するまたはそれから分離するためにキャップ１０８への手動トルクをかける時にユ
ーザーの指が滑るのを防ぐ、またはそれを軽減するように形成されたグリップ窪み１４２
ａ～ｃが含まれる。これらの開示の範囲を逸脱することなく、グリップ窪み１４２ａ～ｃ
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は、円筒状のキャップ１０８の円周の周りにいくつでも使用され得る、と考えられる。さ
らに、キャップ１０８には、キャップ１０８へのユーザーのグリップを強化するために形
成された追加的または代替的な構成的要素が含まれ得る。例えば、キャップ１０８の外部
円筒形面１４４は、ユーザーのグリップを強化するために形成された粘着性の／ゴム引き
された材料が含まれ得る。さらに、外部円筒形面１４４には、一連の波形、またはローレ
ット加工が含まれ得る。
【００４３】
　図９は、キャップ１０８がねじ状外部注ぎ口外面１２２に結合し、蓋１０６が注ぎ口ア
ダプタ１０４の上部ねじ状面１２０に結合し、注ぎ口アダプタ１０４の底部ねじ状面１１
６がキャニスタ１０２のねじ状内面１１８に結合した状態の断熱容器１００の断面図を概
略的に示す。
【００４４】
　キャニスタ１０２には、第１の内壁１４６および第２の外壁１４８が含まれ得る。密封
された真空空洞１５０は、第１の内壁１４６および第２の外壁１４８との間に成形され得
る。この構成は、大量の液体を収容するように形成された貯水槽１５２と外部環境１５４
との間にある第１の内壁１４６と第２の外壁１４８を通した熱伝導を軽減するために利用
され得る。このように、第１の内壁１４６と第２の外壁１４８の間にある密封された真空
空洞１５０は、断熱二重壁構造として参考にされ得る。さらに、第１の内壁１４６には、
大量の液体を収容するための内部貯蔵部１５２に延びる開口部１５８を決める第１の端部
１５６があり得る。第２の外壁１４８は、キャニスタ１０２の外殻を形成し得る。第２の
外壁１４８は、表面上でキャニスタ１０２を支えるための第２の端部１６４を形成する側
壁１６０および底部１６２から形成され得る。継ぎ目１６３は、第２の外壁１４８および
底部１６２との間に形成され得る。１つの例において、底部１６２は、第２の外壁１４８
上に圧入され得る。さらに、底部１６２は、第２の外壁１４８に溶接され得る。溶接は、
研磨もされ得るため、継ぎ目はキャニスタ１０２上には見られない。
【００４５】
　底部１６２には、真空形成プロセスで使用されるディンプル１６６が含まれ得る。図９
に示されるように、底部１６２がディンプル１６６をカバーするので、ディンプル１６６
は、ユーザーには見えなくなる。ディンプル１６６は、一般的にはドーム形であってもよ
い。しかしながら、製造プロセス中に、円錐形または円錐台形などの樹脂材料を収容する
ための他の適切な形が考えられる。ディンプル１６６には、第２の外壁１４８に延びる開
口部１７０に収束する円形基部１６８が含まれ得る。下記に述べるように、開口部１７０
は、樹脂（図示せず）によって密封され得る。第１の内壁１４６および第２の外壁１４８
との間に真空状態が形成される間に、樹脂が開口部１７０を密封し、断熱二重壁構造を形
作る密封された真空空洞１５０を第１の内壁１４６および第２の外壁１４８の間に提供す
る。
【００４６】
　代替的な例として、ディンプル１６６は、対応形状のディスク（図示せず）によってカ
バーされるので、ディンプル１６６は、ユーザーの目には見えない。円形基部１６８は、
第２の外壁１４８および第１の内壁１４６と同じ材料で形成され得るディスクによってカ
バーされ得る。例えば、第１の内壁１４６、第２の外壁１４８、およびディスクは、チタ
ン、ステンレススチール、アルミニウム、または他の材料または合金によって形成され得
る。しかしながら、ここで述べ、本明細書における十分な記載として盛り込まれている米
国特許出願番号６２／２３７，４１９にて述べているように、ディンプル１６６をカバー
するための他の適切な材料および方法が考えられている。
【００４７】
　キャニスタ１０２は、１つまたは複数の金属、合金、ポリマー、セラミック、または繊
維強化材料によって構成され得る。さらに、キャニスタ１０２は、１つまたは複数の高温
または低温加工プロセス（例えば、圧縮成形、鋳造、モールディング、穿孔、研磨、鍛造
など）を使用して構成され得る。１つの実施様態において、キャニスタ１０２は、ステン
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レススチールを使用して構成され得る。具体的な例として、キャニスタ１０２は、実質上
３０４ステンレススチールまたはチタン合金によって構成され得る。さらに、キャニスタ
１０２の幾何学的形状を形成するために用いられる１つまたは複数の低温加工プロセスに
よって、キャニスタ１０２が結果として磁気を帯びる可能性がある（磁石に引き付けられ
る可能性がある）。
【００４８】
　１つの例において、キャニスタ１０２の貯水槽１５２には、５３２ｍｌ（１８ｆｌ．ｏ
ｚ）の内部水量を有してもよい。別の例では、貯水槽１５２は、５００から５５０ｍｌ（
１６．９から１８．６ｆｌ．ｏｚ）または１０００ｍｌから１９００ｍｌ（３３．８ｆｌ
．ｏｚから６４．２ｆｌ．ｏｚ）の範囲の内部水量を有してもよい。さらに別の例におい
て、貯水槽１５２は、少なくとも１００ｍｌ（３．４ｆｌ．ｏｚ）、少なくとも１５０ｍ
ｌ（５．１ｆｌ．ｏｚ）、少なくとも２００ｍｌ（６．８ｆｌ．ｏｚ）、少なくとも４０
０ｍｌ（１３．５ｆｌ．ｏｚ）、少なくとも５００ｍｌ（１６．９ｆｌ．ｏｚ）、または
少なくとも１０００ｍｌ（３３．８ｆｌ．ｏｚ）の内部水量を有してもよい。キャニスタ
１０２の開口部１５８は、開口口径が６４．８ｍｍであり得る。もう１つの実施様態にお
いて、開口部１５８は、開口口径が、６０ｍｍまたは６０ｍｍから７０ｍｍの間であって
もよい。貯水槽１５２は、標準サイズ３５５ｍｌ（１２ｆｌ．ｏｚ）の飲料（アルミニウ
ム）缶（外径が約６６ｍｍおよび高さが約１２２．７ｍｍの標準３５５ｍｌ飲料缶）を収
容するために形成された、内径１５３および高さ１５５を有してもよい。内径１５３は、
少なくとも６６ｍｍ、または５０ｍｍから８０ｍｍの間で測定できる。高さ１５５は、少
なくとも１２２．７ｍｍ、または１１０ｍｍから１４０ｍｍの間で測定できる。
【００４９】
　容器１００を断熱する追加的または代替的方法も考えられている。例えば、第１の内壁
１４６および外壁１４８との間の空洞１５０は、低熱伝導性を示す多種の断熱材で満たさ
れ得る。このように、ある例においては、空洞１５０は、断熱用のエアーポケットを形成
するために空気によって、またはポリマー材、またはポリマー発泡体などの大量の材料に
よって満たす、または部分的に満たすことができる。１つの具体的な例において、空洞１
５０は、ポリスチレンのような断熱発泡材によって満たす、または部分的に満たすことが
できる。しかしながら、これらの開示の範囲を逸脱することなく、追加的または代替的な
断熱材が、空洞１５０を満たす、または部分的に満たすために使用され得る。
【００５０】
　さらに、空洞１５０の厚みは、これらの開示の範囲を逸脱することなく、任意の寸法値
によっても具現化され得る。また、容器１００の第１の内壁１４６または第２の外壁１４
８の１つまたは複数の内面は、放熱による熱伝導を軽減するために形成された銀色の表面
、銅メッキ面、または薄いアルミニウムホイルで覆われた面からなり得る。
【００５１】
　１つの例において、蓋１０６は、１つまたは複数の、金属、合金、ポリマー、セラミッ
ク、または繊維強化材料などで成形され得る。さらに、蓋１０６は、本明細書にて述べら
れる１つまたは複数の射出成形または他の製造プロセスなどを使用して成形され得る。蓋
１０６は、個体構造であり得る、または内壁１７２、外壁１７４およびその間の空洞１７
６を有するキャニスタ１０２と同様に、二重壁構造を含み得る。蓋１０６は、断熱され得
るので、空洞１７６は、本明細書にて述べられている技術を使用して作られた真空空洞で
あると考えられる。
【００５２】
　１つの例においては、前記キャップ１０２はショルダー領域を１８２を含む。このよう
に、キャニスタ１０２の外径１８４は、注ぎ口アダプタ１０４の外径１８６よりも大きく
てもよい。それに応じて、キャニスタ１０２の外壁１４８は、ショルダー領域１８２に沿
って、ポイント１８８と１９０の間で先細っていてもよい。１つの例において、ショルダ
ー領域１８２は、キャニスタ１０２の熱伝導性能を改善し得る（熱伝導率を軽減する）。
特に、ショルダー領域１８２は、開口部１５８を密閉する蓋注ぎ口アダプタ１０４よりも
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低熱伝導性（高耐熱性／断熱性）の断熱性を構成し得る。
【００５３】
　注ぎ口アダプタ１０４が取り外し可能な状態でそこに結合している時に、注ぎ口アダプ
タ１０４は、キャニスタ１０２の開口部１５８を密封するために形成された低部ガスケッ
ト１７８を含み得る、と考えられる。さらに、注ぎ口アダプタ１８０は、結合時に、注ぎ
口アダプタ１０４に対して蓋１０６を再密封可能に密封するように形成された上部ガスケ
ットを含み得る。
【００５４】
　図１０Ａから図１０Ｆは、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記注ぎ口
アダプタ１０４の成形プロセスのステップを示す。前述したように、注ぎ口アダプタは、
１つまたは複数のポリマーから構成することができ、またマルチショット射出成形プロセ
スなどを使用して成形することができる。それに応じて、１つの例において、図１０Ａは
、ポリマーの第１の射出成形ショットによる中間的注ぎ口アダプタ構造１００２を示す。
中間的注ぎ口アダプタ構造１００２は、注ぎ口アダプタ１０４の成形プロセスが完了した
時に、上部ねじ状面１２０および底部ねじ状面１１６をそれぞれ成形する上部ねじ状セク
ション１００４および底部ねじ状セクション１００６を含む。１つの実施様態において、
中間的注ぎ口アダプタ構造１００２は、ねじ状外部注ぎ口外面１２２および注ぎ口流路１
３０を持つ、完全な上面１１０および注ぎ口開口部１１２を含む。
【００５５】
　図１０Ｂは、第２の射出成形ショットによる第２の中間的注ぎ口アダプタ構造１０１０
を示す。第２の中間的注ぎ口アダプタ構造１０１０は、第２の中間的注ぎ口アダプタ構造
１０１０の円周に延びるグリップリング基部構造１１１２を含み、図１０Ｃに参照として
示されるように、グリップリング１２６を形成するオーバーモールドされた第３のショッ
ト用の基礎となる構造的な支持面を形成する。さらに、第２の中間的注ぎ口アダプタ構造
１０１０には、ハンドル１２８を成形するオーバーモールドされた第３のショット用の基
礎となる構造的な支持面を形成する、ハンドル基部構造１１１４が含まれる。さらに、ハ
ンドル基部構造１１１４には、１つの実施様態において、オーバーモールドし合体面１１
４を形成する以前に、面１１２０上で固定された磁気板１１１８を保持するために構成さ
れた、板取付金具１１１６が含まれる。さらに、板取付金具１１１６には、第３の射出成
形ショットでオーバーモールドする以前に、締まり嵌めで磁気板１１１８を保持するため
に構成された嵌合要素が含まれ得る。しかしながら、板取付金具１１１６には、磁気板１
１１８を保持するために、接着、または１つまたは複数の留め金などを含む追加的または
代替的な要素が利用し得る、と考えられる。
【００５６】
　図１０Ｃは、ポリマーの第３の射出成形ショットによる第３の中間的注ぎ口アダプタ構
造１０２０を示す。特に、前述したように、ポリマーの第３の射出成形ショットは、合体
面１１４でグリップリング１２６およびハンドル１２８を形成するグリップリング基部構
造１１１２およびハンドル基部構造１１１４をオーバーモールドするために形成される。
しかしながら、グリップリング基部構造１１１２は、注ぎ口アダプタ構造１０１０上に別
途ねじ留めおよび接着し成形され得る、とも考えられる。
【００５７】
　図１０Ｄは、図１０Ｃ内の第３の中間的注ぎ口アダプタ構造１０２０の底面図を示す。
特に、図１０Ｄは、注ぎ口アダプタ１０４の底面１３４を形成する前の空洞（例として図
７にて示した空洞１３８）への開口部１０２２を示す。それに応じて、発泡体１０２４は
、図１０Ｄにて示されるように、空洞を部分的にまたは完全に満たすために空洞へ射出さ
れ、一旦完成されると、注ぎ口アダプタ１０４の耐熱性を強化する。これらの開示の範囲
を逸脱することなく、発泡体１０２４は、任意のポリマー発泡体材料によって構成され得
る、と考えられる。
【００５８】
　図１０Ｅは、図１０Ｅと関連して前述したように、開口部１０２２をカバーするために
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取り付けられた底部キャップ１０３２を持つ、第４の中間的注ぎ口アダプタ構造１０３０
を示す。１つの例において、底部キャップ１０３２は、ポリマー射出成形プロセスの第４
のショットによって形成され得る（その他においては、底面１３４を成形するためのプロ
セスの第１のショットとして参照される）。
【００５９】
　図１０Ｆは、射出成形プロセスの第５のショットによる完全な注ぎ口アダプタ１０４を
示す（その他においては、底面１３４を成形するためのプロセスの第２のショットとして
参照される）。図示したように、第５の射出成形ショットは、図１０Ｅにて前に示したよ
うに、開口部１０２を密封し、完全な注ぎ口アダプタ１０４の底面１３４を形成する密封
要素１０４２を成形するために利用され得る。
【００６０】
　図１１は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、前記断熱容器に取外し可能
に結合されるように構成された開口アダプタ組立体１１００の等角図を示す。１つの例に
おいて、開口アダプタ組立体１１００は、これらの開示にて前述したように、断熱容器キ
ャニスタ／ボトル１０２に取り外し可能な状態で結合されるように形成され得る。図１２
は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、図１１における開口アダプタ組立体
１１００の分解等角図を示す。１つの例において、組立体１１００は、蓋１２０２を含む
。この蓋１２０２は、蓋１０６と類似性があり得る。さらに、蓋１２０２は、開口アダプ
タ１２０４に取り外し可能な状態で結合されるように形成され得る。１つの例において、
開口アダプタ１２０４は、蓋１２０２の内部のねじ状部と係合するように形成された、外
部の上部ねじ状面１２２０を持つ実質的に円筒形の幾何学的形状であり得る。それに応じ
て、開口アダプタ１２０４は、キャニスタ１０２の面１１８のように、キャニスタのねじ
状内面と係合するように形成された、外部の底部ねじ状面１２２２を含み得る。上部ガス
ケット１２０８および下部ガスケット１２１０は、外部の底部ねじ状面１２２２が、取り
外し可能な状態で結合されている時に、キャニスタ１０２の開口部を密封するように形成
され得る。さらに、上部ガスケット１２０８および下部ガスケット１２１０は、これらの
開示の範囲を逸脱することなく、任意のガスケットの幾何学的形状および／または材料を
も含み得る。
【００６１】
　グリップリング１２０６は、開口アダプタ１２０４の円周の周りに延び得る。グリップ
リング１２０６は、外部の上部ねじ状面１２０２および外部の底部ねじ状面１２２２との
間に間隔を有してもよい。１つの例において、グリップリング１２０６は、開口アダプタ
１２０４の円筒形構造にて一体的に成形され得る。別の例において、グリップリング１２
０６は、別途成形され、開口アダプタ１２０４の円筒形構造に堅く結合され得る。例えば
、グリップリング１２０６は、別の要素として、射出成形され、その後、接着、溶接、お
よび／または締め金具などによって開口アダプタ１２０４に結合され得る。別の例におい
て、グリップリング１２０６は、開口アダプタ１２０４上にオーバーモールドされ得る。
【００６２】
　開口アダプタ１２０４は、プラグ構造１２１２を収容するために形成される上部開口部
１２２４を含み得る。プラグ構造１２１２は、実質的な円筒形の側壁を有する底部部分１
２１６およびそこに堅く結合された上部部分１２１４を含み得る。１つの例において、底
部部分１２１６は、上部部分１２１４などに回転溶接され得る。図１３は、本明細書に記
載の１つまたは複数の態様による、プラグ構造１２１２の等角図を示す。１つの実施様態
において、プラグ構造１２１２の底部部分１２１６の実質的な円筒形の側壁は、開口アダ
プタ１２０４の内部ねじ状面１２１８に取り外し可能な状態で結合された、ねじ状外面１
３０２を含み得る。１つの例において、ねじ状外面１３０２が、開口アダプタ１２０４の
内部ねじ状面１２１２と係合する時に、プラグ構造１２１２は、開口アダプタ１２０４の
上部開口部１２２４に再密封できる状態で密封されるように形成され得る。さらに、上部
部分１２１４は、密封面１３０４を形成するために、底部部分１２１６の側壁を超えて、
径方向へ延びるように形成され得る。この密封面１３０４は、上部開口部１２２４で開口
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アダプタ１２０４の上部リップに隣接するように形成され得る。それに応じて、密封面１
３０４には、ガスケットが含まれ、このガスケットは、これらの開示の範囲を逸脱するこ
となく、任意の幾何学的形状（例えば、ｃ型のガスケットなど）を持ち得、また任意の材
料からも構成され得る。
【００６３】
　プラグ構造１２１２には、上部部分１２１４に堅く結合されたハンドル１３０６が含ま
れ得る。ハンドル１３０６は、上部部分１２１４の直径に亘って延び、またプラグ構造１
２１２および開口アダプタ１２０４の間のねじ状カップリングの手動操作用、またプラグ
構造１２１２の手動着脱用として形成され得る。プラグ構造１２１２は、１つまたは複数
の外部流路１３０８を含み得る。１つの具体的な例において、プラグ構造１２１２には、
プラグ構造１２１２の底部部分１２１６の外部側壁の円周に等間隔に離れた３つの外部流
路１３０８が含まれ得る。しかしながら、任意の数の外部流路１３０８も、これらの開示
の範囲を逸脱することなく、利用され得る、と考えられる。外部流路１３０８は、流路上
端１３１０および流路下端１３１２の間に延びるように形成され得る。１つの実施様態に
おいて、外部流路１３０８の深さ（例えば、プラグ構造１２１２の底部部分１２１６の外
部側壁の実質的な円筒形幾何学的形状に対して径方向に沿った深さ）は、外部流路１３０
８の長手方向の長さに沿って（例えば、プラグ構造１２１２の底部部分１２１６の円筒形
幾何学的形状の長手方向軸に平行方向へ沿って）均一であり得る。もう１つの実施様態に
おいて、外部流路１３０８の深さは、均一ではなくてもよく、第１の深さから、その第１
の深さより浅い第２の深さへ、流路移動領域１３１４に沿って変化してもよい。ある例に
おいて、外部流路１３０８は、外部環境と開口アダプタ１２０４が取り外し可能な状態で
結合されたキャニスタ１０２の内室の間に、部分的または完全なガス圧力解放／平衡化を
行うように形成され得る。
【００６４】
　１つの例において、プラグ構造１２１２は、発泡材（例えば、発泡スチロールなど）な
どの断熱材で部分的または完全に満たされた内部空洞を含み、また、あるいは、それを通
して熱伝導を軽減するように形成された真空空洞を含み得る。
【００６５】
　プラグ構造１２１２は、保持タブ１３１６を追加で含み得る。図示したように、プラグ
構造１２１２は、プラグ構造１２１２の基部１３１８の円周の周りに等間隔に離れた３つ
の保持タブ１３１６を含み得る。しかしながら、これらの開示の範囲を逸脱することなく
、任意の数の保持タブ１３１６を利用でき得る、と考えられる。１つの例において、保持
タブ１３６０は、圧縮形状および伸長形状との間で伸縮するように形成された屈曲部（例
えば、１つまたは複数の長手面１３２２および／または口径面１３２０は変形するように
形成され得る）を含み得る。図１３で示すように、保持タブ１３１６は、伸長形状である
。
【００６６】
　１つの例において、保持タブ１３１６は、ねじ状外面１３０２が開口アダプタ１２０４
の内部ねじ状面１２１８から分離される時、プラグ構造１２１２が開口アダプタ１２０４
から取り外される方向への伸長を制限するように形成され得る。特に、伸長形状において
、保持タブ１３１６は、開口アダプタ１２０４の保持面に隣接するように形成され得る。
図１４は、本明細書に記載の１つまたは複数の態様による、開口アダプタ１２０４の底面
図を示す。１つの実施様態において、伸長形状の場合は、保持タブ１３１６は、開口アダ
プタ１２０４の保持隆起面１４０２に隣接するように形成され得る。
【００６７】
　図１５Ａは、開口アダプタ１２０４と完全に係合した時のプラグ構造１２１２の断面図
を概略的に示す。図１５Ａは、プラグ構造１２１２のねじ状外面１３０２が開口アダプタ
１２０４の内部ねじ状面１２１８と結合した状態を概略的に示す。さらに、この完全に係
合する状態において、保持タブ１３１６は、開口アダプタ１２０４の保持隆起面１４０２
から離れて間隔を保ち得る。図１５Ｂは、前記開口アダプタ１２０４に対して部分的に結
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合されていない構成における前記プラグ構造１２１２の別の断面図を概略的に示す。それ
に応じて、図１５Ｂが示すように、プラグ構造１２１２のねじ状外面１３０２は、開口ア
ダプタ１２０４の内部ねじ状面１２１８から分離され得る。しかしながら、開口アダプタ
１２０４の保持隆起面１４０２に隣接する保持タブ１３１６のおかげで、プラグ構造１２
１２が、開口アダプタ１２０４から完全に分離されるのを防ぐことができる。好都合なこ
とに、この部分的なカップリングによって、上部開口部１２２４が密封されなくなり、ま
た、１つの例において、プラグ構造１２１２が開口アダプタ１２０４から完全に取り外さ
れることなく、キャニスタ１０２の中身がそこから注がれることになり得る。さらに好都
合なことに、この機能によって、開口アダプタ１２０４とプラグ構造１２１２との間のね
じ状カップリングの片手での操作が可能になり、プラグ構造１２１２を完全に取り外す必
要もなく、またユーザーがもう一方の手で保持する必要もなく、または外部面上に置く必
要もなしに、キャニスタ１０２の中身を注ぐことも可能になり得る。
【００６８】
　開口アダプタ１２０４からプラグ構造１２１２を完全に取り外すためには、保持タブ１
３１６を、図１５Ｂで示される伸長形状から保持タブ１３１６が保持隆起面１４０２を過
ぎて移動できる圧縮形状への移行を促進する、手動分離力が用いられ得る。１つの例にお
いて、この手動分離力は、底部部分１２１６の円筒形構造の長手方向軸に平行な方向へ印
加され得る。これらの開示の範囲を逸脱することなく、保持タブ１３１６の具体的な幾何
学的形状および材料などに基づいて、任意の分離力が利用され得る、と考えられる。追加
的または代替的に、これらの開示の範囲を逸脱することなく、保持タブ１３６０は、伸長
形状の場合、基部面１５０２などの開口アダプタ１２０４の１つまたは複数の追加的また
は代替的面と隣接するように形成され得る。
【００６９】
　開口アダプタ組立体１１００の構造は、任意の材料から組み立て得る、と考えられる。
例えば、これらの開示の範囲を逸脱することなく、１つまたは複数の述べられた要素は、
１つまたは複数のポリマー、金属、合金、複合材料、セラミックまたは木材から作成され
得る。特に、前記開口アダプタ組立体１１００は、とりわけ、鋼、チタン、鉄、ニッケル
、コバルト、耐衝撃性ポリスチレン、ＡＢＳ樹脂、ナイロン、ポリ塩化ビニル、ポリエチ
レン、および／またはポリプロピレンのうちの１つまたは複数を利用することができる。
これらの開示の範囲を逸脱することなく、開口アダプタ組立体１１００の述べられた要素
を組み立てるには、あらゆる製造方法が活用され得る、とさらに考えられる。ある例にお
いて、これらの開示の範囲を逸脱することなく、射出成形、吹き込み成形、鋳造、回転成
形、圧縮成形、ガスアシスト成形、熱成形、または発泡体成形、溶接（例えば、回転溶接
）、接着、または留め金具（例えば、リベット、留め釘、ねじなど）などが活用され得る
。さらに、開口アダプタ組立体１１００の図示および記述された要素は、これらの開示の
範囲を逸脱することなく、任意の寸法値により作成され得る、と考えられる。このように
、例えば、前述されたねじ形状（例えば、ねじ状外面１３０２、内部ねじ状面１２１２、
外部の上部ねじ状面１２２０、および／または外部の底部ねじ状面１２２２）は、これら
の開示の範囲を逸脱することなく、任意のねじ状の幾何学的形状で作成され得る。
【００７０】
　１つの例において、１つの材料で成形された断熱容器は、ねじ状側壁および液体を収容
するための内部貯蔵部に延びる開口部を設けた第１の端部を有する第１の内壁と、キャニ
スタの外殻を形成する第２の外壁とを有するキャニスタを含むことができる。第２の外壁
は、キャニスタを表面上で支えるように構成された第２の端部を含み得る。キャニスタは
、第１の内壁と第２の外壁の間に断熱二重壁構造を形成する密封された真空空洞を含み得
る。断熱容器も、底部面と注ぎ口アダプタの上面上の注ぎ口開口部にある、注ぎ口アダプ
タの高さを通して延びる注ぎ口流路を有する注ぎ口アダプタを含み得る。注ぎ口開口部は
、上部ねじ状面と底部ねじ状面の間の注ぎ口アダプタの円周の周りに延びるグリップリン
グ上で、合体面と磁気的に結合するように形成された磁気上面を有するキャップによって
密封されている。キャニスタの開口部に対して注ぎ口アダプタを再密封可能に密封するよ
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結合するように形成された上部ねじ状面。
【００７１】
　別の例において、断熱容器は、ねじ状側面および液体を収容するための内部貯蔵部に延
びる開口部を設けた第１の端部を有する第１の内壁と、キャニスタの外殻を形成する第２
の外壁を有するキャニスタを含み得る。第２の外壁は、キャニスタを表面上で支えるよう
に構成された第２の端部を含み得る。キャニスタは、第１の内壁と第２の外壁の間に断熱
二重壁構造を形成する密封された真空空洞を含み得る。断熱容器は、キャニスタの開口部
に、取り外し可能な状態で結合し、またそれを密封するための外部底部ねじ状面を有する
開口部アダプタを含み得る。開口部アダプタはまた、内部ねじ状面、外部上部ねじ状面、
および外部上部ねじ状面と外部底部ねじ状面の間に位置するグリップリングを備え得る。
断熱容器はまた、実質的な円筒形上部および実質的な円筒形底部を有するプラグ構造を含
み得る。プラグ構造はまた、開口部アダプタの内部ねじ状面に取り外し可能な状態で結合
するように形成されたねじ状外面を含み得る。プラグ構造はまた、上部に堅く結合された
ハンドル、およびプラグ構造の底部に堅く／柔軟に結合された保持タブを有し得る。さら
に、外部流路は、プラグ構造の流路上端と流路下端との間に延び得る。さらに、断熱容器
は、開口部アダプタの外部上部ねじ状面に、取り外し可能な状態で結合されるように形成
された蓋を含み得る。
【００７２】
　本開示は、上記を開示し、様々な例を参照できる図面を添付している。しかしながら、
この開示の目的は、この開示の範囲に限定されるわけではなく、この開示に関係する様々
な特徴および概念の例を提供することである。当業者であれば、上記で述べた例に対し数
多くの変形および変更が、本開示の範囲を逸脱することなく、なされ得ると認識するであ
ろう。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】 【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】 【図１０Ｅ】
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【図１０Ｆ】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】
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