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(57)【要約】
【課題】食器の予備ゆすぎを提供する。
【解決手段】洗浄前の食器の一括的予備ゆすぎのための
装置は、ゆすぎ液をスプレーするためのスプレー手段（
７０ａ～ｂ）を有しており、スプレー手段（７０ａ～ｂ
）はゆすぎチャンバー（６４）内に配置されており、そ
れは、食器の一群を収容して密閉するようになっており
、ゆすぎチャンバー（６４）は、予備ゆすぎされた食器
（２８）の取り出しのために、食器（２８）がゆすがれ
た後に開かれるようになっている。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄前の食器の一括的予備ゆすぎのための装置であって、ゆすぎ液をスプレーするため
のスプレー手段（７０ａ～ｂ）を備え、
　前記スプレー手段（７０ａ～ｂ）はゆすぎチャンバー（６４）内に配置されており、そ
れは、食器（２８）の一群を収容して密閉するようになっており、ゆすぎチャンバー（６
４）は、予備ゆすぎされた食器（２８）の取り出しのために、ゆすがれた後に開かれるよ
うになっていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　ゆすぎ液タンク（６６）をさらに備えており、それは、前記スプレー手段（７０ａ～ｂ
）からスプレーされた収集されたゆすぎ液を収容するようになっており、装置（５０）は
、予備ゆすぎのあいだ、ゆすぎ液タンク（６６）から前記スプレー手段（７０ａ～ｂ）に
ゆすぎ液を再循環させるようになっている請求項１に請求された装置。
【請求項３】
　食器洗浄機（１５０）の洗浄またはゆすぎプロセス中に使用されたゆすぎ液のための注
入口（７７と２０９）をさらに備えている先行する請求項のいずれかひとつに記載の装置
。
【請求項４】
　前記ゆすぎチャンバー（６４）が食器洗浄機バスケット（２６）を収容のための手段（
５４）を備えている先行する請求項のいずれかひとつに記載の装置。
【請求項５】
　前記スプレー手段（７０ａ～ｂ）が実質的鉛直シャフト（６９ａ～ｂ）の周りに回転可
能である先行する請求項のいずれかひとつに記載の装置。
【請求項６】
　前記ゆすぎチャンバー（６４）の上部の境界が上下調整可能フード（５８）によって定
められる先行する請求項のいずれかひとつに記載の装置。
【請求項７】
　洗浄前の食器の一括的予備ゆすぎのための方法であって、
　ゆすぎチャンバー（６４）内に食器（２８）の一群を投入することと、
　前記ゆすぎチャンバー（６４）を閉じることと、
　ゆすぎ液の助けを借りて前記ゆすぎチャンバー（６４）内の食器（２８）をゆすぐこと
と、
　前記ゆすぎチャンバー（６４）を開くことと、
　前記食器（２８）の一群を取り出すことの工程によって特徴付けられた方法。
【請求項８】
　前記ゆすぎチャンバー（６４）からゆすぎ液を収集することと、収集したゆすぎ液の助
けを借りて食器（２８）をゆすぐことをさらに有する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　食器洗浄機（１５０）からゆすぎ液を収容することをさらに有する請求項７～８のいず
れかひとつに記載の方法。
【請求項１０】
　食器を清潔にするためのシステムであって、予備ゆすぎされた食器（２８）を一括的に
洗浄するための食器洗浄機（１５０，２５０）を備えており、その食器洗浄機（１５０，
２５０）には、食器洗い水のための排出口（１７７，２７７）が設けられており、
　システム（１００，２００）はさらに、
　請求項１～６のいずれかひとつで請求される食器の一括的な予備ゆすぎをするための装
置（５０）を備えており、その装置（５０）には、ゆすぎ液のための注入口（７７，２０
９）が設けられており、その注入口（７７と２０９）は、食器洗浄機（１５０，２５０）
の食器洗い水のための排出口（１７７，２７７）に接続されているシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄前の食器の一括的な予備ゆすぎのための装置と方法に関し、予備ゆすぎ
は、ゆすぎ液をスプレーするためのスプレー手段の助けを借りておこなわれる。発明は、
食器を清潔にするためのシステムにさらに関係しており、食器を一括的に予備ゆすぎのた
めの装置を備えている。
【背景技術】
【０００２】
　汚れた食器、たとえば、皿、コップ、カトラリー、平鍋ほかなどの台所道具を清潔にす
るプロセスは通常、
　一括処理の食器の取り扱いを容易にするために食器洗浄機バスケットに食器を置く工程
と、
　予備ゆすぎ工程において食器洗浄機バスケット内の食器をゆすぐ工程を有し、その際、
ピストルスプレーによって、大きい食物屑が取り除かれ、乾燥した食物屑がほぐされ、さ
らに、
　食器が入っている食器洗浄機バスケットを食器洗浄機内に置く工程と、
　洗浄プロセスにおいて食器を洗浄する工程を有し、これは、一般に予備洗浄工程と洗浄
工程とゆすぎ工程の一つ以上を有し、さらに、
　清潔な食器が入っている食器洗浄機バスケットを食器洗浄機から取り出す工程を有して
いる。
【０００３】
　効果的な予備ゆすぎは、予備ゆすぎ段階と次の洗浄段階の両方において清潔にする仕事
を容易にすることができる。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の目的は、食器の清潔化のためのより効率的なプロセスを提供することである。
この目的は、洗浄前の食器の一括的予備ゆすぎのための装置によって達成され、その装置
は、ゆすぎ液をスプレーするためのスプレー手段を有しており、スプレー手段はゆすぎチ
ャンバー内に配置されており、それは、食器の一群を収容して密閉するようになっており
、ゆすぎチャンバーは、予備ゆすぎされた食器の取り出しのために、食器がゆすがれた後
に開かれるようになっている。ゆすぎチャンバーは、任意の追加の方向での、たとえば下
方からの、または一以上の方向での食器のスプレーを可能にしつつ、食器洗浄機操作者ま
たは周囲への水はねを防止する。これは、食器のさらに十分な予備ゆすぎを可能にし、こ
れによって次の洗浄がより簡単により効果的になる、および／または、これによって洗浄
結果が改善される。本発明は、たとえば、洗浄時間および／または次の洗浄処理で使用さ
れる洗剤の量を低減することを可能にする。さらなる利点は、装置が自動予備ゆすぎに容
易に適合可能であることであり、それは、労働条件改善を支援し、予備ゆすぎがおこなわ
れながら、食器洗浄機操作者が他の仕事をおこなうことを可能にする。
【０００５】
　好ましくは、装置はゆすぎ液タンクを備えており、それは、前記スプレー手段からスプ
レーされた収集されたゆすぎ液を収容するように配置されており、装置は、予備ゆすぎの
あいだ、ゆすぎ液タンクから前記スプレー手段へゆすぎ液を再循環させるようになってい
る。食器をスプレーするために同じ液体が数回にわたり使用され得るので、ゆすぎ液のこ
の再循環によって、より効率的な予備ゆすぎ、および／または、ゆすぎ液たとえば水のよ
り少ない消費が得られる。さらに、加熱されたゆすぎ液を使用する予備ゆすぎ装置におい
て、加熱される必要のあるゆすぎ液の量が、ゆすぎ液が再循環されない装置よりも少ない
ので、再循環はエネルギーを節約することができる。さらに、ゆすぎ液タンクのおかげで
、食器の追加群を後に予備ゆすぎする目的のためにゆすぎ液を貯蔵しておくことが可能で
ある。
【０００６】
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　好ましくは、装置は、食器洗浄機の洗浄またはゆすぎプロセスで使用されたゆすぎ液の
ための注入口を備えている。食器洗浄機からの食器洗い水を再使用することによって、予
備ゆすぎのためにきれいな水が装置に供給される必要がないので、水と電力の消費がさら
に低減され得る。さらに、使用された食器洗い水はしばしば洗浄プロセス中に既に加熱さ
れているという事実は、エネルギーの節約、および／または、予備ゆすぎ効率の増大をも
たらす。さらに、使用された食器洗い水にはしばしば洗剤が入っており、それは、予備ゆ
すぎのあいだに、食器上の乾燥した食物屑をほぐすのを助ける。
【０００７】
　ある好適な実施形態では、ゆすぎチャンバーは、食器洗浄機バスケットを収容するため
の手段を備えている。これは、予備ゆすぎ装置内への食器の一群の投入および取り出しを
容易にする。
【０００８】
　ひとつの実施形態によれば、前記スプレー手段は、実質的鉛直シャフトの周りに回転可
能である。この実施形態は、スプレーされたゆすぎ液が効率的な方法で食器に分配される
のを可能にする。
【０００９】
　ひとつの実施形態によれば、ゆすぎチャンバーの上部の境界は上下調整可能フードによ
って定められる。この実施形態では食器の一群を投入することが非常に簡単である。
【００１０】
　発明の別の側面によれば、洗浄前の食器の一括的予備ゆすぎのための方法によって食器
を清潔にするより効率的なプロセスが提供され、この方法は、ゆすぎチャンバー内に食器
の一群を投入することと、ゆすぎチャンバーを閉じることと、ゆすぎ液の助けを借りてゆ
すぎチャンバー内の食器をゆすぐことと、ゆすぎチャンバーを開くことと、食器の一群を
取り出すことを有している。ゆすぎチャンバーは、任意の追加の方向での、たとえば下方
からの、または一以上の方向での食器のスプレーを可能にしつつ、食器洗浄機操作者また
は周囲への水はねを防止する。これは、食器のさらに十分な予備ゆすぎを可能にし、これ
によって次の洗浄がより簡単により効果的になる、および／または、これによって洗浄結
果が改善される。さらに、プロセスが自動化されると、全体的にまたは部分的に、労働条
件が改善され、予備ゆすぎがおこなわれながら、食器洗浄機操作者は他の仕事をおこなう
ことができる。予備ゆすぎされた食器の一群は、ゆすぎチャンバーからの取り出し後に、
前述の次の洗浄のための個別の食器洗浄機に運ばれ得る。
【００１１】
　好ましくは、方法は、ゆすぎチャンバーからゆすぎ液を収集することと、収集したゆす
ぎ液の助けを借りて食器をゆすぐことを有している。これは、食器をスプレーするために
同じ液体が数回にわたり使用され得るので、ゆすぎ液のこの再循環によって、より効率的
な予備ゆすぎ、および／または、ゆすぎ液たとえば水のより少ない消費を可能にする。さ
らに、予備ゆすぎ方法が加熱されたゆすぎ液を必要とするならば、ゆすぎ液のより少ない
量が加熱される必要があるので、再循環はエネルギーを節約するのを助け得る。
【００１２】
　好ましくは、方法は、食器洗浄機からゆすぎ液を収容することを有している。食器洗浄
機からの食器洗い水またはゆすぎ液を再使用することによって、予備ゆすぎのためにきれ
いな水が装置に供給される必要がないので、水と電力の消費がさらに低減され得る。さら
に、収容されたゆすぎ液はしばしば直帰洗浄機内で既に加熱されているという事実は、エ
ネルギーの節約、および／または、予備ゆすぎ効率の増大をもたらす。さらに、収容され
たゆすぎ液にはしばしば洗剤が入っており、それは、予備ゆすぎのあいだに、食器上の乾
燥した食物屑をほぐすのを助ける。
【００１３】
　発明のさらなる側面によれば、食器を清潔にするためのシステムによって食器を清潔に
するためのより効率的なプロセスが提供され、システムは、予備ゆすぎされた食器の一括
的な洗浄のための食器洗浄機を備えており、その食器洗浄機には、使用された食器洗い水
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のための排出口が設けられており、システムは、食器を一括的な予備ゆすぎのための装置
を備えており、その装置にはゆすぎ液のための注入口が設けられており、その注入口は、
食器洗浄機の使用された食器洗い水の排出口に接続されている。食器を清潔にするための
そのようなシステムは、改善された洗浄結果を提供しながら、電気と水を節約する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　以下、好ましいが限定されない実施形態によって、添付図面を参照して、発明がより詳
しく説明される。
【図１】図１は、食器を一括的な予備ゆすぎのための、従来技術装置とその使用を示して
いる。
【図２】図２は、食器の一括的な予備ゆすぎのための装置の概略側面図である。
【図３】図３は、図２の装置の断面図である。
【図４】図４は、図３の断面ＩＶ－ＩＶに沿った図である。
【図５】図５は、食器を清潔にするためのシステムの概略図である。システムは、図２～
４に示されたタイプの食器の一括的予備ゆすぎのための装置を備えている。
【図６】図６は、食器を清潔にするためのシステムのさらなる実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、食器の一括的予備ゆすぎのための従来技術装置とその使用を示している。装置
はピストルスプレー１０から成り、ピストルスプレーホース１２とピストルスプレーノズ
ル１４を備えている。ピストルスプレーは送水管１６に接続されており、水槽２２が設け
られたシンク２０に装着されている。水槽２２は、食物の大きい屑が排水管へ流されるの
を防止するための（図示しない）底部ストレーナーを有している。
【００１６】
　予備ゆすぎは、汚れた食器２８の一群を保持している食器洗浄機バスケット２６をシン
ク２０の上に水槽２２の上方に置いて操作者２４によっておこなわれる。それから操作者
２４が、操作ハンドル１８によってピストルスプレー１０を作動させ、それによって、ピ
ストルスプレーノズル１４に水の噴射を上方から食器２８の一群にスプレーさせる。操作
者２４は片手にピストルスプレーノズル１４を握り、ピストルスプレーノズル１４のねら
いをつけることによって食器２８の全体にわたって水の噴射を向けることができる。
【００１７】
　食器２８の予備ゆすぎが完了すると、操作者２４は、予備ゆすぎされた食器２８が入っ
ている食器洗浄機バスケット２６を（図示しない）食器洗浄機に運び、それからその中で
食器２８が洗浄される。
【００１８】
　図２は、本発明による食器の一括的予備ゆすぎのための装置の実施形態の実例を示して
いる。図は予備ゆすぎ機械５０を示す。機械５０はフレーム５２を有しており、それには
、５００ｍｍの標準幅の食器洗浄機バスケット２６を支持するように配置されたショルダ
ー５４（図３）が設けられている。上下調整可能フード５８は、（図２に実線によって示
される）上昇位置では、汚れた食器２８が入っている食器洗浄機バスケット２６がフード
すき間６２を通して装置５０に投入されてショルダー５４上に配置されるのを可能にする
ようになっている。（図２に破線によって示される）降下位置では、フード５８はフレー
ム５２に対してしっかりと適合し、それによって、閉じたゆすぎチャンバー６４を形成す
るようになっている（図３）。フード５８は、操作ハンドル６０によって上昇および降下
されるようになっている。
【００１９】
　図３は、予備ゆすぎ機械５０の断面図である。機械５０は、フード５８が降下位置にあ
る状態で示されている。フレーム５２はゆすぎ液タンク６６を備えており、それは、あふ
れ管６８によって決まる水位までゆすぎ液たとえば水で満たされる。あふれ管６８は排水
管７９に（図示しない方法で）接続されている。
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【００２０】
　上側水平ゆすぎアーム７０ａはフレーム５２の上部に配置されており、実質的鉛直シャ
フト６９ａの周りに回転可能になっている。上側ゆすぎアーム７０ａには（図示しない）
複数のスプレーノズルが設けられており、それらは、上方から食器２８にゆすぎ液をスプ
レーするために下方に向けられている。下側水平ゆすぎアーム７０ｂは、ショルダー５４
の下方に配置されており、同様に、実質的鉛直シャフト６９ｂの周りに回転可能になって
いる。下側水平ゆすぎアーム７０ｂには複数のスプレーノズル７２ｂ（図４）が設けられ
ており、それらは、下方から食器２８にゆすぎ液をスプレーするために上方に向けられて
いる。ゆすぎ液ポンプ７４は、ゆすぎ液タンク６６の下側部分に配置されたポンプ注入口
７６からゆすぎアーム７０ａ～ｂへゆすぎ液を送るようになっている。たとえば仕事日の
終わりに、または機械５０の掃除またはメンテナンスの準備のために、ゆすぎ液タンク６
６の底には、パイプ７５を介して排水管７９へゆすぎ液タンク６６を空にするための放出
弁７８に接続された排出口７７がある。
【００２１】
　ゆすぎアーム７０ａ～ｂから放出されたゆすぎ液を収集するための収集皿８０は、ゆす
ぎ液タンク６６を覆っており、ゆすぎ液ストレーナー８２に向かって下方に傾斜している
。ゆすぎ液ストレーナー８２は、ゆすぎ液が、ろ過されたときに、ゆすぎ液タンク６６に
流れ込むのを可能にしながら、食器２８からゆすがれ落ちた食物屑を収集するようになっ
ている。さらに、食物屑の除去を容易にするために、ストレーナー８２は機械５０から持
ち上げられるようになっている。図３～６に示されるゆすぎ液ストレーナー８２は比較的
小さい。しかしながら、それは、ストレーナー８２を空にする間隔を延ばすために大量の
食物屑を保持するように有利に設計され得る。さらに、収集皿８０がゆすぎ液のろ過にも
寄与するように、収集皿に８０に打ち抜き穴を設けるか、それを微細格子ネットとして設
計することも可能である。
【００２２】
　図４は、図３の断面ＩＶ－ＩＶに沿った図である。明瞭さのために、食器洗浄機バスケ
ット２６と食器２８は図示されていない。図は、ショルダー５４と下側ゆすぎアーム７０
ｂと収集皿８０とストレーナー８２を示している。ストレーナー８２にはハンドル８４が
設けられているという事実のおかげでストレーナー８２の取り外しは容易になっている。
【００２３】
　図５は、食器を清潔にするためのシステム１００を示している。システム１００は、図
２～４を参照して上に説明されたものによる予備ゆすぎ機械５０と、この分野で知られた
種類の食器洗浄機１５０を備えている。この例では、食器洗浄機１５０は単一タンクタイ
プであり、排出口１７７を備えた（図示しない）食器洗い水タンクを備えている。食器洗
浄機１５０は、予備ゆすぎ機械５０で予備ゆすぎされた食器２８を洗浄するために、また
は予備ゆすぎされていないまたは他の方法で予備ゆすぎされた食器２８を洗浄するために
使用され得る。食器洗浄機１５０は、きれいな水のための注入口１０４をさらに有してい
る。食器洗浄機１５０の排出口１７７は逆止弁１０８を介して予備ゆすぎ機械５０の排出
口７７に接続されている。この設計のおかげで、放出弁７８を開くことによって、食器洗
浄機１５０から食器洗い水を、また予備ゆすぎ機械５０のゆすぎ液タンク６６からゆすぎ
液を同時に放出することが可能である。しかしながら、放出弁７８が閉まっていれば、食
器洗浄機１５０からの使用された食器洗い水のあらゆる流れは代りに予備ゆすぎ機械５０
の排出口７７を通って中に押される。このように、予備ゆすぎ機械５０は、食器洗浄機１
５０からの使用された食器洗い水を収容し、この水を食器２８の予備ゆすぎのためのゆす
ぎ液に使用するようにすることができる。食器洗浄機１５０中の最大の食器洗い水の水位
は、予備ゆすぎ機械５０のあふれ管６８の水位によって制限される。
【００２４】
　図６は、食器を清潔にするための代替システム２００を示している。システム２００は
、図５を参照して上に説明されたものによる予備ゆすぎ機械５０と食器洗浄機２５０を備
えている。しかしながら、図５に示されるように、逆止弁１０８を介して予備ゆすぎ機械
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５０に接続される代わりに、食器洗浄機２５０はポンプ２０８を介して予備ゆすぎ機械５
０に接続されている。食器洗浄機２５０には、食器洗い水タンクに配置された（図示しな
い）あふれ管２６８が設けられている。あふれ管２６８は食器洗い水排出口２７７に接続
されており、ポンプ２０８は、食器洗浄機２５０の排出口２７７と予備ゆすぎ機械５０の
注入口２０９の間に接続されている。注入口２０９は、ゆすぎ液タンク６６内に、そこに
配置されたあふれ管６８の上方で、つまりゆすぎ液タンク６６がいっぱいのときのゆすぎ
液タンク６６のゆすぎ液の水位の上方で開口している。たとえばゆすぐ段階のあいだに食
器洗浄機２５０により多くの液体が供給されるときには常に、食器洗い水タンクにそのた
めの余地のないあらゆる過剰な液はあふれ管２６８を通ってポンプ２０８に流れる。ポン
プ２０８は、液体が食器洗浄機２５０に供給されるときに作動されるようになっている。
たとえば、ポンプ２０８は、水注入口１０４を通る食器洗浄機２５０への水の注入口を制
御する制御信号によって作動されるようにすることができる。ポンプ２０８はまた、食器
洗い水排出口２７７中の食器洗い水の存在を検知する（図示しない）センサーによって自
動的に作動されるようにすることもできる。食器洗い水があふれ管２６８を通って食器洗
い水排出口２７７に下方へ流れ込んだときに、ポンプ２０８は、食器洗浄機１５０の排出
口２７７から食器洗い水を、予備ゆすぎ機械５０に設けられたゆすぎ液タンク６６へ送る
ようになっている。その結果、食器洗浄機２５０中の食器洗い水の所望の水位を予備ゆす
ぎ機械５０中のゆすぎ液の水位と関係なく設定することが可能である。さらに、この実施
形態は、食器洗浄機２５０中の食器洗い水を同時に放出することなく、予備ゆすぎ機械５
０のゆすぎ液タンク６６をより容易に空にすることを支援する。
【００２５】
　発明は、特許請求の範囲内においていろいろな手法によって変更可能であることが認め
られる。したがって、たとえば、それは、装置用に、たとえば必要ではない、のための、
食器２８の一括的予備ゆすぎのための装置が、食器洗浄機のための使用された食器洗い水
のための排出口からゆすぎ液を収容するようにする必要はない。代わりに、ゆすぎ液タン
ク６６は、たとえば、バケツまたはホースを使用することによってフードすき間６２を通
してきれいな水を供給することができる。
【００２６】
　さらに、ゆすぎチャンバー６４は、上下調整可能フードによって画定される必要はない
。代わりに、食器を予備ゆすぎするための装置は、フロントローダータイプすなわち食器
の投入のためにゆすぎチャンバーの内部へのアクセスがゆすぎチャンバーの壁のドアによ
って提供されるものであってもよい。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月2日(2010.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食器洗浄プロセス中の洗浄前の食器の一括的予備ゆすぎのための装置であって、ゆすぎ
液をスプレーするためのスプレー手段（７０ａ～ｂ）を備え、
　前記スプレー手段（７０ａ～ｂ）はゆすぎチャンバー（６４）内に配置されており、そ
れは、食器（２８）の一群を収容して密閉するようになっており、ゆすぎチャンバー（６
４）は、予備ゆすぎされた食器（２８）の取り出しのために、ゆすがれた後に開かれるよ
うになっていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　ゆすぎ液タンク（６６）をさらに備えており、それは、前記スプレー手段（７０ａ～ｂ
）からスプレーされた収集されたゆすぎ液を収容するようになっており、装置（５０）は
、予備ゆすぎのあいだ、ゆすぎ液タンク（６６）から前記スプレー手段（７０ａ～ｂ）に
ゆすぎ液を再循環させるようになっている請求項１に請求された装置。
【請求項３】
　食器洗浄機（１５０）の洗浄またはゆすぎプロセス中に使用されたゆすぎ液のための注
入口（７７と２０９）をさらに備えている先行する請求項のいずれかひとつに記載の装置
。
【請求項４】
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　前記ゆすぎチャンバー（６４）が食器洗浄機バスケット（２６）を収容のための手段（
５４）を備えている先行する請求項のいずれかひとつに記載の装置。
【請求項５】
　前記スプレー手段（７０ａ～ｂ）が実質的鉛直シャフト（６９ａ～ｂ）の周りに回転可
能である先行する請求項のいずれかひとつに記載の装置。
【請求項６】
　前記ゆすぎチャンバー（６４）の上部の境界が上下調整可能フード（５８）によって定
められる先行する請求項のいずれかひとつに記載の装置。
【請求項７】
　食器洗浄プロセス中の洗浄前の食器の一括的予備ゆすぎのための方法であって、
　ゆすぎチャンバー（６４）内に食器（２８）の一群を投入することと、
　前記ゆすぎチャンバー（６４）を閉じることと、
　ゆすぎ液の助けを借りて前記ゆすぎチャンバー（６４）内の食器（２８）をゆすぐこと
と、
　前記ゆすぎチャンバー（６４）を開くことと、
　前記食器（２８）の一群を取り出すことの工程によって特徴付けられた方法。
【請求項８】
　前記ゆすぎチャンバー（６４）からゆすぎ液を収集することと、収集したゆすぎ液の助
けを借りて食器（２８）をゆすぐことをさらに有する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　食器洗浄機（１５０）からゆすぎ液を収容することをさらに有する請求項７～８のいず
れかひとつに記載の方法。
【請求項１０】
　食器を清潔にするためのシステムであって、予備ゆすぎされた食器（２８）を一括的に
洗浄するための食器洗浄機（１５０，２５０）を備えており、その食器洗浄機（１５０，
２５０）には、食器洗い水のための排出口（１７７，２７７）が設けられており、
　システム（１００，２００）はさらに、
　請求項１～６のいずれかひとつで請求される食器の一括的な予備ゆすぎをするための装
置（５０）を備えており、その装置（５０）には、ゆすぎ液のための注入口（７７，２０
９）が設けられており、その注入口（７７と２０９）は、食器洗浄機（１５０，２５０）
の食器洗い水のための排出口（１７７，２７７）に接続されているシステム。
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