
JP 2009-504228 A 2009.2.5

10

(57)【要約】
　少なくとも２つの分与位置を有する飲み物を入れる装
置（１０）であって、その器具は、抽出されて液体抽出
物を提供すべき抽出可能な材料を保持するための抽出バ
スケット（２６）を有する注ぎ口組立体（２４）と、抽
出可能な材料の抽出物を抽出バスケットから分与するた
めの、抽出バスケット（２６）と液体連通する注ぎ口（
１４）とを有しており、注ぎ口（１４）が、少なくとも
２つの分与位置を有して、少なくとも２つの分与位置の
間を移動可能であるように、スライド可能に抽出バスケ
ット（２６）に関連付けされているものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの分与位置を備える飲み物を入れる装置であって、
　抽出されて液体抽出物を提供すべく抽出可能な材料を保持する抽出バスケットと、
　抽出可能な材料の抽出物を抽出バスケットから分与する抽出バスケットと液体連通する
注ぎ口であって、少なくとも２つの分与位置を有する注ぎ口とを備える注ぎ口組立体を備
え、
　注ぎ口が少なくとも２つの分与位置の間を移動可能であるように、該注ぎ口は、スライ
ド可能に抽出バスケットに関連付けられている、飲み物を入れる装置。
【請求項２】
　注ぎ口組立体が移動可能に飲み物を入れる装置に関連付けられる場合、注ぎ口が飲み物
を入れる装置に対して垂直に移動可能である、請求項１に記載の飲み物を入れる装置。
【請求項３】
　注ぎ口が取外し可能に前記抽出バスケットに関連付けられる、請求項１に記載の飲み物
を入れる装置。
【請求項４】
　注ぎ口がアームを備え、かつ抽出バスケットが更に出口を備え、連携動作する場合、ア
ームは、スライド可能に抽出バスケットの出口に関連付けられる、請求項１に記載の飲み
物を入れる装置。
【請求項５】
　飲み物を入れる装置は、一杯分の飲み物を入れる装置である、請求項１に記載の飲み物
を入れる装置。
【請求項６】
　連携動作する場合、アームは、出口に対して垂直に移動可能である、請求項４に記載の
飲み物を入れる装置。
【請求項７】
　抽出バスケットは、更に係合要素を備え、かつ注ぎ口は、更にアームを備え、連携動作
する場合、前記アームは、スライド可能に係合要素と係合する、請求項１に記載の飲み物
を入れる装置。
【請求項８】
　抽出バスケットは、抽出物の流れを抽出バスケットから注ぎ口の中へ導く複数の案内部
を備える、請求項１に記載の飲み物を入れる装置。
【請求項９】
　注ぎ口は、抽出物の流れを飲み物を入れる装置からカップの中へ導く液体誘導部を備え
る、請求項１に記載の飲み物を入れる装置。
【請求項１０】
　抽出されて液体抽出物を提供すべく抽出可能な材料を保持する抽出バスケットと、
　抽出可能な材料の抽出物を抽出バスケットから分与する抽出バスケットと液体連通する
注ぎ口であって、少なくとも２つの分与位置を有する注ぎ口とを備え、
　注ぎ口は、少なくとも２つの分与位置の間を移動できるように抽出バスケットに対して
スライド可能である、注ぎ口組立体。
【請求項１１】
　注ぎ口は、抽出バスケットに対して垂直に移動可能である、請求項１０に記載の注ぎ口
組立体。
【請求項１２】
　抽出バスケットは、抽出物の流れを抽出バスケットから注ぎ口の中へ導く複数の案内部
を更に備える、請求項１０に記載の注ぎ口組立体。
【請求項１３】
　注ぎ口は、取外し可能に抽出バスケットに関連付けられている、請求項１０に記載の注
ぎ口組立体。
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【請求項１４】
　抽出バスケットは、更に係合要素を備え、かつ注ぎ口は、更にアームを備え、連携動作
する場合、前記アームがスライド可能に係合要素と係合する、請求項１０に記載の注ぎ口
組立体。
【請求項１５】
　注ぎ口は、抽出物の流れを注ぎ口から容器の中へ導く液体誘導部を備える、請求項１０
に記載の注ぎ口組立体。
【請求項１６】
　注ぎ口組立体は、操作可能に飲み物を入れる装置に関連けられている、請求項１０に記
載の注ぎ口組立体。
【請求項１７】
　抽出されて液体抽出物を提供すべく抽出可能な材料を保持する抽出バスケットと、
　抽出可能な材料の抽出物を抽出バスケットから分与する抽出バスケットと液体連通する
注ぎ口であって、少なくとも２つの分与位置を有する注ぎ口とを備え、
　注ぎ口は、少なくとも２つの分与位置の間を垂直に移動可能であるようにスライド可能
に抽出バスケットに関連付けられている、注ぎ口組立体。
【請求項１８】
　抽出バスケットは、更に係合要素を備え、かつ注ぎ口は、更にアームを備え、連携動作
する場合、アームがスライド可能に係合要素と係合する、請求項１７に記載の注ぎ口組立
体。
【請求項１９】
　注ぎ口は、取外し可能に抽出バスケットに関連付けられている、請求項１７に記載の注
ぎ口組立体。
【請求項２０】
　注ぎ口は、抽出物の流れを注ぎ口から容器の中へ導く液体誘導部を更に備える、請求項
１７に記載の注ぎ口組立体。
【請求項２１】
　抽出バスケットは、抽出物の流れを抽出バスケットから注ぎ口の中へ導く複数の案内部
を更に備える、請求項１７に記載の注ぎ口組立体。
【請求項２２】
　注ぎ口組立体は、操作可能に飲み物を入れる装置に関連付けられている、請求項１７に
記載の注ぎ口組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、可動式注ぎ口を備える飲み物を入れる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　より早い、より便利な抽出器に対する消費者の要求に応じて、一杯分の飲み物を入れる
装置が、最近になって導入された。一般に、一杯分の飲み物を入れる装置は、一杯分の飲
み物を入れる装置が一度に一杯分の抽出された飲み物を速やかに提供できるという点で、
従来飲み物を入れる装置と異なる。その上、一杯分飲み物を入れる装置は、一杯分飲み物
を入れる装置がエスプレッソだけでなく抽出可能であってもよいという点で、エスプレッ
ソブリューアーと異なる。更に具体的には、一杯分飲み物を入れる装置は、抽出材料、及
び特に、コーヒー、茶などの飲み物抽出材料が入っている、予めパッケージされたポッド
、小袋、又はカートリッジと組合せで作動するように設計されていることが多い。一般に
、消費者が飲み物を入れる装置の中にポッドを置いてから２分間足らずで、新しく抽出さ
れた飲み物の一人前が作り出される。一杯分飲み物を入れる装置の上述の特徴は、数多く
の利益を消費者にもたらすことができるが、依然として、問題が生じることがある。
【０００３】
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　例えば、一杯分飲み物を入れる装置に伴う１つの問題点は、跳ね散りである。跳ね散り
について１つの考えられる理由は、一杯分飲み物を入れる装置の抽出サイクルが急速性質
である結果、従来型飲み物を入れる装置と比較して、コーヒーが急速に分与されることが
あるからである。その上、急速のために、コーヒーの流量が均一でない可能性がより大き
く、これも跳ね散りに寄与する可能性がある。
【０００４】
　跳ね散りの程度に更に影響を及ぼしているのは、一杯分飲み物を入れる装置が一般に抽
出した飲み物をユーザーのカップの中へ直接分与することである。多数の消費者が、伝統
的に背が低くて幅広のマグでコーヒーを飲むことを好むので、飲み物を入れる装置の注ぎ
口とマグの間にかなりの距離があることが多く、望ましくない跳ね散りの余地を残す可能
性がある。これを避けるために、消費者は、飲み物が分与されるまで、飲み物を入れる装
置の注ぎ口の下にマグを保持しなければならない。これは、消費者にとって不便な行為で
ある。
【０００５】
　同様に問題であるのは、消費者が自分の飲み物を「持ち帰り」にすることができる、旅
行用マグの使用である。旅行用マグは一般に、車両内の飲み物受け口に嵌り込むように、
背が高くて細い。多くの一杯分飲み物を入れる装置の注ぎ口がそのように高いマグに適応
するには余りに低いことがあるため、これが問題を惹起する場合もある。したがって、消
費者は、まず、抽出された飲み物を伝統的なコーヒーマグに集めて、次に、それをより望
ましい旅行用マグに注ぎ込まなければならず、これも再び、消費者にとって不便をもたら
す。
【０００６】
　一杯分飲み物を入れる装置に伴う別の懸念は、分与注ぎ口の多くが、飲み物を入れる装
置そのものに埋め込まれていることである。そのような構成は、注ぎ口を洗浄のために取
り外すことを不可能ではないとしても困難にし、これにより、望まれない微生物の成長が
注ぎ口に助長されるかもしれないという可能性を増大する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、カップの形状又は大きさには関係なく、最小限の跳ね散りで、抽出された
飲み物を消費者のカップの中に直接分与するために、可動式注ぎ口を有してこれを便利に
及び容易に位置決めできる、飲み物を入れる装置に対する必要性が残っている。更に、そ
のような注ぎ口は、洗浄のために取外し式であることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、少なくとも２つの分与位置を備える飲み物を入れる装置に関して
おり、
　抽出されて液体抽出物を提供すべく抽出可能な材料を保持する抽出バスケットと、
　抽出可能な材料の抽出物を抽出バスケットから分与する抽出バスケットと液体連通する
注ぎ口であって、少なくとも２つの分与位置を有する注ぎ口とを備える注ぎ口組立体を備
え、
　注ぎ口が少なくとも２つの分与位置の間を移動可能であるように、該注ぎ口は、スライ
ド可能に抽出バスケットに関連付けられている、飲み物を入れる装置である。
【０００９】
　別の態様において、本発明の実施形態は、注ぎ口組立体に関しており、
　抽出されて液体抽出物を提供すべく抽出可能な材料を保持する抽出バスケットと、
　抽出可能な材料の抽出物を抽出バスケットから分与する抽出バスケットと液体連通する
注ぎ口であって、少なくとも２つの分与位置を有する注ぎ口とを備え、
　注ぎ口は、少なくとも２つの分与位置の間を移動可能であるように、抽出バスケットに
スライド可能である、注ぎ口組立体である。
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【００１０】
　更に別の態様において、本発明の実施形態は、注ぎ口組立体に関しており、
　抽出されて液体抽出物を提供すべく抽出可能な材料を保持する抽出バスケットと、
　抽出可能な材料の抽出物を抽出バスケットから分与する抽出バスケットと液体連通する
注ぎ口であって、少なくとも２つの分与位置を有する注ぎ口とを備え、
　注ぎ口は、少なくとも２つの分与位置の間を垂直に移動可能であるように、抽出バスケ
ットに対してスライド可能である、注ぎ口組立体である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　Ａ．定義
　本明細書で使用するとき、用語「飲み物を入れる装置」は、可動式注ぎ口を有する、従
来型の複数杯飲み物を入れる装置または一杯分飲み物を入れる装置を意味する。
【００１２】
　本明細書で使用するとき、用語「備える」は、本発明の方法及び物品において種々の構
成要素が併せて使用可能であることを意味する。それ故に、「本質的に～から成る」及び
「～から成る」という用語は、備えるという用語に包含される。
【００１３】
　本明細書で使用するとき、用語「抽出可能な材料」は、抽出、溶解、又は希釈されて、
消費可能な液体を作り出すことができる、固体、液体、粉体、又は濃縮物のいずれかを意
味する。一実施形態では、「抽出可能な材料」は、「抽出可能な飲み物材料」であっても
よく、コーヒー（焙焼されて挽かれたもの、ラッテ、カプチーノ、及びエスプレッソが挙
げられるが、これらに限定されない）、茶、ココア、牛乳系材料、及び／又は果物系／芳
香性材料が挙げられるが、これらに限定されない。
【００１４】
　本明細書で使用するとき、用語「抽出された」又は「抽出する」は、可溶性物質を取り
出すために溶媒で処理することを意味してもよいのみならず、本明細書で定義されるよう
な抽出可能な材料を溶解する又は希釈することを包含してもよい。
【００１５】
　本明細書で使用するとき、用語「液体抽出物」は、本明細書で定義されるような、いず
れかの固体、液体、粉体にされた、又は濃縮された抽出可能な材料に由来する消費可能な
液体を意味する。
【００１６】
　本明細書で使用するとき、用語「静摩擦」は、２つの表面の不規則性が噛み合う結果と
して生じる力を意味し、これは、運動が生じるある限界まで、２つの表面の間のいずれか
の相対運動を阻止する助けをする。換言すれば、「静摩擦」は、互いに支えられている２
つの物体の少なくとも１つを運動させるために、打ち勝たれなければならない力である。
【００１７】
　Ｂ．飲み物を入れる装置
　本発明の実施形態は、消費者が、可動式注ぎ口を選択的に位置決めして様々なマグの大
きさに適応させ、並びに洗浄のために注ぎ口を取り外せるという機能が可能になることに
よって、使用の容易性及び利便性が改善された飲み物を入れる装置に関する。
【００１８】
　図面を通して類似番号が類似機構に関係付けられた添付図を参照して、図１は、代表的
な飲み物を入れる装置１０を示しており、これは一般に、注ぎ口１４を有する抽出装置１
２を備える。抽出装置１２は更に、リザーバ１６、電力ケーブル１８、任意のドリップト
レー２０、１つ以上の操作ボタン２２、並びに抽出バスケット及び発光体（図示せず）を
備えてもよい。飲み物を入れる装置１０は、従来型の複数杯飲み物を入れる装置であって
もよく、又は例示図に示されるように、一杯分飲み物を入れる装置を備えてもよい。以下
の説明はコーヒー及びコーヒー飲料並びに一杯分飲み物を入れる装置に焦点が当てられて
いるが、そのような言及は例示の目的のためだけであって、本説明がそのような飲み物又
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は器具に限定されるべきでないことが理解されるであろう。
【００１９】
　図２は、代表的な注ぎ口組立体２４を示しており、これは複数の分与位置が可能な注ぎ
口１４を有して、消費者が様々な異なる大きさのカップに満たすことを可能にしている。
注ぎ口組立体２４は、操作可能に抽出装置と関連付けられる場合、注ぎ口組立体２４が本
明細書で以下に説明される如くに作動するように、図１に示される飲み物を入れる装置に
受け入れられる、更に具体的には抽出装置に受け入れられるように設計できることを、当
業者は理解するであろう。
【００２０】
　図２及び図３を参照して、注ぎ口組立体２４は一般に、抽出されて液体抽出物を提供す
べく抽出可能な材料（図示せず）を保持する抽出バスケット２６と、抽出バスケット２６
に入れられた抽出可能な材料の抽出物を分与オリフィス３３を通して分与する注ぎ口１４
とを備えてもよい。一実施形態では、抽出可能な材料は、コーヒー（焙焼されて挽かれた
もの、ラッテ、カプチーノ、及びエスプレッソが挙げられるが、これらに限定されない）
、茶、ココア、牛乳系材料、及び／又は果物系／芳香性材料などの、抽出可能な飲み物材
料であってもよいが、これらに限定されない。抽出可能な材料は、フィルターポッド又は
カートリッジに入れられてポッドホルダー（図示せず）又は他の類似組立体の中に置かれ
てから、抽出バスケット２６内に配置されてもよい。
【００２１】
　注ぎ口１４は、移動可能に抽出バスケット２６に関連付けられていて、更に少なくとも
２つの分与位置を有してもよい。本明細書で説明されるように、注ぎ口１４は、抽出バス
ケット２６とのスライド可能な係合の結果として、２つ以上の分与位置の間を垂直に移動
してもよい。更に具体的には、注ぎ口１４は、図２に示されるような「高い」位置付けに
置かれて、飲み物を高いカップの中に分与してもよく、又は図３に示されるような「低い
」位置付けに置かれて、飲み物を低いカップの中に分与してもよい。もちろん、本明細書
で説明されるように、注ぎ口組立体２４の注ぎ口１４は、複数の分与位置に位置付けされ
るように構成されて、複数のカップサイズに便利に適応してもよい。
【００２２】
　図４～６は、注ぎ口組立体の双方、注ぎ口１４及び抽出バスケット２６と、これらの間
に関連付けられる代表的な構成要素とを示す。図４を参照して、代表的な抽出バスケット
２６が、注ぎ口を取り外されて示される。抽出バスケット２６は、容器３５、前側垂直面
３６、及び開口部３９を有する出口３８を有してもよく、開口部３９は、容器３５から延
びてもよく、及び容器３５と液体連通していてもよい。出口３８には、注ぎ口１４と係合
するための少なくとも１つの係合要素が含まれてもよい。代表的な実施形態に示されるよ
うに、出口３８には、２つの係合要素４０ａ及び４０ｂが含まれてもよい。本明細書で後
に説明されるように、係合要素４０ａ及び４０ｂは、注ぎ口１４とスライド可能に係合す
るように構成されてもよい。加えて、容器３５の下部は、重力によろうと加圧によろうと
、抽出バスケット２６から注ぎ口１４までの液体連通を容易にするように、下向き方向に
傾斜していてもよい。抽出バスケット２６は、任意に、取外し可能に取り付けられるより
も、抽出ユニットの一体的部分であってもよいことを、当業者は理解するであろう。
【００２３】
　図５は、前側面３２並びに分与オリフィス３３を有する注ぎ口１４の一実施形態を示す
。前側面３２は、任意に、分与オリフィス３３を注ぎ口組立体から外向きに、及び最終的
には飲み物を入れる装置から外向きに突出し可能にして、様々な高さのカップに適応可能
にしながら、注ぎ口１４の抽出バスケット２６に対する取付けに適応するための逆Ｃ形状
を備えてもよい。注ぎ口１４は、分与オリフィス３３を飲み物を入れる装置から外向きに
突出し可能にしながら、注ぎ口１４の抽出バスケット２６への取付けを可能にするいかな
る形状であってもよいことを、当業者は理解するであろう。図６に示されるように、注ぎ
口１４の裏側３４は、操作可能に関連付けられる場合に、出口に対して垂直に移動可能で
あってもよい、アーム４２ａ及び４２ｂを備えてもよい。更に具体的には、操作可能に連
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結される時に、注ぎ口１４のアーム４２ａ及び４２ｂは、抽出バスケット２６の出口３８
の係合要素４０ａ及び４０ｂにより受け入れられ、並びに操作の前及びその間の両方で、
注ぎ口１４を適所に保持するのに十分な、しかしそれでも注ぎ口１４が抽出バスケット２
６の前側垂直面３６に沿って（図２及び図３に示されるような）所望の分与位置まで垂直
にスライド可能にする保持力で、スライド可能にこれらに関連付けられてもよい。注ぎ口
１４を抽出バスケット２６に連結するために、アーム４２ｂは、係合要素４０ｂにあわせ
、アーム４２ａを係合要素４０ａの中へ移動（例えば、「スナップ嵌め」連結）させるた
めに力を付加してもよい。洗浄のために注ぎ口１４を抽出バスケット２６から取り外すに
は、注ぎ口１４を外向きに引張ることだけが必要とされる。
【００２４】
　やはり図６に示されているのは、注ぎ口１４の裏側３４が、裏側３４のかなりの長さに
沿って延びるチャネル４３を備えてもよいことである。チャネル４３は、抽出バスケット
２６の出口３８を受け入れてこれと係合するように構成され、出口３８と注ぎ口１４の裏
側３４との間でチャネル４３を通る、及び分与オリフィス３３を通る、液体連通を維持す
るようになっていてもよい。
【００２５】
　図７は、図３のＡ－Ａに沿って見た上面断面図であって、注ぎ口１４の抽出バスケット
２６とのスライド可能な係合、並びに抽出バスケット２６の出口３８と注ぎ口１４のチャ
ネル４３との間の液体連通の通路を一般的に示している。更に具体的には、注ぎ口１４の
アーム４２ａ及び４２ｂは、注ぎ口１４が複数の分与位置へ垂直に移動可能になるように
、出口３８の係合部材４０ａ及び４０ｂにより受け入れられてもよい。加えて、使用中に
は、抽出可能な材料の抽出物が、容器３５から出口３８の開口部３９を通ってチャネル４
３へ入り、最後は分与オリフィス経由で飲み物を入れる装置を出る。
【００２６】
　少なくとも２つの分与位置を有する注ぎ口を提供するための他の構成も、本明細書に用
いるのに受入れ可能であることを理解すべきである。
【００２７】
　抽出バスケット２６に関して注ぎ口１４の所望の分与位置を維持するために、注ぎ口１
４は、注ぎ口１４のアーム４２ａ及び４２ｂと出口３８の係合要素４０ａ及び４０ｂとの
間の静摩擦に注ぎ口１４の全重量が打ち勝つのに十分ではなく、これにより、注ぎ口１４
が所望の分与位置に留まることが可能になるような材料で、構成されてもよい。注ぎ口１
４を構成するに際して使用するのに受入れ可能な材料には、例えばプラスチック、金属な
どの、当該技術分野において既知のいずれかの普通材料が挙げられる。
【００２８】
　図８に示される代替実施形態では、クリップ１４４が、注ぎ口１１４の裏側１３４の中
に取り付けられ、及び抽出バスケット出口の係合要素に受け止められて、先の説明のよう
な注ぎ口１１４と抽出バスケットの間の連携を強化してもよい。クリップ１４４に加えて
、注ぎ口１１４と抽出バスケットの間の連携を強化可能であり、その上同時に、抽出バス
ケットに相対的な注ぎ口１１４の垂直移動に適応できるいかなる組立体も、本明細書に用
いるのに受入れ可能であることを当業者は理解するであろう。注ぎ口と同様に、クリップ
１４４又は他の類似組立体は、注ぎ口１１４及びクリップ１４４を合わせた全重量が注ぎ
口１１４のアーム１４２ａ及び１４２ｂと抽出バスケットの係合要素との間の静摩擦に打
ち勝つのに十分ではないような材料で、構成されてもよい。
【００２９】
　所望の場合、図９に示されるように、抽出バスケット１２６の出口１３８は、出口１３
８から実質的に水平に延びる複数の案内部１４６を更に含み、抽出バスケット１２６が注
ぎ口と連携動作する場合、案内部１４６がチャネルにかかって裏側に接触し、またクリッ
プがあるならば、注ぎ口についてはこれにより抽出バスケット１２６からのコーヒーの流
れを案内部１４６と注ぎ口の間を通って更に導けるようになっていてもよい。
【００３０】
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　その上、図１０に示されるように、注ぎ口２１４の分与オリフィス２３３は更に、液体
誘導部２４８を備えてもよい。液体誘導部２４８は、流れパターンを更に画定して跳ね散
りを減少することにより、抽出されたコーヒーをカップ２４９の中へ更に導くように作用
する、いかなる設計のものであってもよい。更に具体的には、使用中に、コーヒーは、抽
出プロセス中の最大流れの間でさえ、液体誘導部２４８において表面張力のために集合す
る可能性があり、これにより、コーヒー流出の制御が改善され、流量低下することなく跳
ね散りが減少する。更に、液体誘導部２４８は、抽出サイクルの最後に分与されたコーヒ
ーの最終ドリップが確実にドリップトレー（図示せず）に向けられるのを助けることによ
って、最終ドリップの制御を改善してもよい。
【００３１】
　前述の代替実施形態で説明された機構は、本発明に従う飲み物を入れる装置中に別個に
含まれてもよく、又は兼ね備えられてもよいことを、当業者は理解するであろう。
【００３２】
　使用中には、これまでの説明に従う飲み物を入れる装置は、一般に、次のように作動す
る。消費者が、電力ケーブルを電源に差し込んで、飲み物を入れる装置に電気を供給する
。次に、消費者は、抽出可能な飲み物材料のポッド又は小袋を抽出装置の抽出バスケット
の中に置いて、注ぎ口の分与位置をカップの高さに従って選定する。消費者は、次に、操
作ボタンを使用して飲み物の選定を行い、これにより、抽出サイクルが始まって、液体が
リザーバから抽出ユニットの内側の加熱器に引き込まれる。液体が加熱されると、抽出装
置の中をポンプで送られ、及び一般に圧力下で、抽出可能な材料が入っているポッドの上
に分与される。液体がポッドの中を通過するにつれて、得られた抽出物は、抽出バスケッ
トの容器から、抽出バスケット出口の開口部を通って、注ぎ口のチャネルの中へ移動し、
最後に、注ぎ口の分与オリフィスを経由して飲み物を入れる装置を出て、消費者のカップ
に収集可能となる。
【００３３】
　本明細書で説明される飲み物を入れる装置の実施形態は、多くの従来型飲み物を入れる
装置に一般的な本説明には示されていない、加熱器、ポンプ、及び制御システムなどの内
部構成要素、並びに抽出バスケット、ポッドホルダー（適用可能な時）、及び閉止機構な
どの更なる任意構成要素を含むがこれらに限定されない、追加構成要素を含んでもよいこ
とが理解されるであろう。更に、本明細書で説明される飲み物を入れる装置の実施形態並
びにその構成要素には、様々な材料で構成されてもよく、プラスチック、鋼、アルミニウ
ム、チタン、ガラス、セラミックなどが挙げられるが、これらに限定されない。様々な構
成要素を作成するのに最適な材料を各構成要素の機能に基づいて如何に選定するかは、当
業者が理解しているであろう。
【００３４】
　「発明を実施するための最良の形態」で引用したすべての文献は、関連部分において本
明細書に参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に対する先行
技術であることを容認するものと解釈されるべきではない。この文書における用語のいず
れかの意味又は定義が、参考として組み込まれる文献における用語のいずれかの意味又は
定義と対立する範囲については、本文書におけるその用語に与えられた意味又は定義を適
用するものとする。
【００３５】
　「発明を実施するための最良の形態」で引用したすべての文献は、関連部分において本
明細書に参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に対する先行
技術であることを容認するものと解釈されるべきではない。
【００３６】
　本発明の特定の実施形態について説明し記載したが、この発明の要旨及び範囲を逸脱せ
ずに様々なその他の変更及び修正が可能であることが当業者には明白であろう。したがっ
て、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲で
扱うものとする。
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【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に従う飲み物を入れる装置の一実施形態の概略斜視図。
【図２】「高い」位置付けにある注ぎ口を有する、本発明に従う注ぎ口組立体の一実施形
態の概略斜視図。
【図３】「低い」位置付けにある注ぎ口を有する、本発明に従う注ぎ口組立体の一実施形
態の概略斜視図。
【図４】注ぎ口が取り外された、本発明に従う抽出バスケットの一実施形態の概略斜視図
。
【図５】抽出バスケットから取り外された、本発明に従う注ぎ口の一実施形態の概略斜視
図。
【図６】本発明に従う注ぎ口の一実施形態の概略背面図。
【図７】図３の線Ａ－Ａに沿って見た断平面図。
【図７Ａ】図７の一部の拡大図。
【図８】本発明に従う注ぎ口の代替実施形態の概略背面図。
【図９】本発明に従う抽出バスケットの代替実施形態の概略斜視図。
【図１０】本発明に従う注ぎ口の前側部の代替実施形態の概略斜視図。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図７Ａ】
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【図１０】



(12) JP 2009-504228 A 2009.2.5

10

20

30

40

【国際調査報告】



(13) JP 2009-504228 A 2009.2.5

10

20

30

40



(14) JP 2009-504228 A 2009.2.5

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,L
C,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK
,SL,SM,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  テレンス　グラハム　カーティス
            イギリス　エイチピー１０　９エーエヌ　フラックウェル　ヒース　ハイフィールド　ロード（番
            地なし）
Ｆターム(参考) 3B001 AA21  BB04  CC06  CC40 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

