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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１貯蔵器領域と内部貯蔵器とを有する容器アセンブリであって、前記各貯蔵器は両者
間に通路を画成するように相互に対して位置決めされ、前記内部貯蔵器は前記第１貯蔵器
の内部に配設されると共に粒状材料を収容可能であり、前記内部貯蔵器は材料の流出のた
めのノズルを更に画成する容器アセンブリと、
　前記容器アセンブリの端部と組み合わせて配設された拡散器であって、前記通路と連通
する複数個の開孔を有する拡散器と、
　前記容器アセンブリの他端と組み合わせて配設された計量カップであり、前記ノズルか
ら材料を受容し得る開放端部を有する計量カップであって、該計量カップおよび前記ノズ
ルは、前記容器アセンブリが第１方向に方向付けされて配設されたときには材料を蓄積し
且つ第２方向に方向付けされて配設されたときには前記通路を介して前記拡散器に対し材
料を供給する制御体積を画成する計量カップと、
　前記計量カップが可変量の粒状材料を供給し得るように前記制御体積を変更する調節デ
バイスとを備えて成る、粒状材料を供給する少量毎供給器。
【請求項２】
　前記計量カップは基部および側壁構造を含み、
　前記ノズルは前記基部構造から軸方向に離間された対向表面を画成し、
　前記調節デバイスは前記軸方向間隔を変更することで前記制御体積を変更する、請求項
１に記載の少量毎供給器。
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【請求項３】
　前記調節デバイスは、前記計量カップの前記側壁構造上に配設された螺条と、前記容器
アセンブリの端部部分を貫通して配設された螺条付き開孔とを含み、前記計量カップおよ
び前記容器アセンブリは螺着可能に係合することで前記軸方向間隔を変更する、請求項２
に記載の少量毎供給器。
【請求項４】
　前記計量カップは前記容器アセンブリに対して着脱可能に接続され、
　前記調節デバイスは、前記制御体積を変更するために異なる幾何学的寸法を有する少な
くとも２個の交換可能な計量カップを含む、請求項１に記載の少量毎供給器。
【請求項５】
　前記計量カップは内部幾何学形状を画成すると共に前記粒状材料は蓄積して入射角を画
成し、前記制御体積は前記計量カップの幾何学形状と前記入射角とにより定められる、請
求項１に記載の少量毎供給器。
【請求項６】
　前記容器アセンブリの組立て時に前記内部貯蔵器を穿刺して前記ノズルにおける開口を
生成するデバイスを更に備えて成る、請求項１に記載の少量毎供給器。
【請求項７】
　前記穿刺デバイスは、前記外側容器と組み合わせて配設された矢形頭部構造であって前
記内部貯蔵器に向けて内方に方向付けされた矢形頭部構造である、請求項４に記載の少量
毎供給器。
【請求項８】
　前記穿刺デバイスは、前記計量カップと組み合わせて配設された矢形頭部構造であって
前記内部貯蔵器に向けて内方に方向付けされた矢形頭部構造である、請求項６に記載の少
量毎供給器。
【請求項９】
　前記軸方向間隔を表すことで、少量毎供給されるべき材料の量を表す表示デバイスを更
に備えて成る、請求項２に記載の少量毎供給器。
【請求項１０】
　前記計量カップの外部上に且つ前記容器アセンブリの外部上に示された目印であって、
前記軸方向間隔を表すことで、少量毎供給されるべき材料の量を表す目印を更に備えて成
る、請求項３に記載の少量毎供給器。
【請求項１１】
　外側容器と粒状材料を収容する交換可能な内側容器である貯蔵器とを有する容器アセン
ブリであって、前記容器および貯蔵器は両者間に通路を画成し、前記内側容器は材料の流
出のためのノズルを更に画成する容器アセンブリと、
　前記外側容器の端部と組み合わせて配設された拡散器であって、前記通路と連通する複
数個の開孔を有する拡散器と、
　前記外側容器の他端と組み合わせて配設された計量カップであり、前記ノズルと対向す
る開放端部を有する計量カップであって、該計量カップおよび前記ノズルは、前記容器ア
センブリが第１方向に方向付けされて配設されたときには材料を蓄積し且つ第２方向に方
向付けされて配設されたときには前記通路を介して前記拡散器に対し前記材料を供給する
制御体積を画成する計量カップと、
　前記計量カップが同一のまたは異なる粒状材料の可変量を供給し得るように前記制御体
積を調節する手段とを備えて成る、種々の粒状材料を供給する少量毎供給器。
【請求項１２】
　前記計量カップは基部および側壁構造を含み、
　前記ノズルは前記基部構造から軸方向に離間された対向表面を画成し、
　前記調節デバイスは前記軸方向間隔を変更することで前記制御体積を変更する、請求項
１１に記載の少量毎供給器。
【請求項１３】
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　前記調節手段は、前記計量カップの前記側壁構造上に配設された螺条と、前記容器アセ
ンブリの端部部分を貫通して配設された螺条付き開孔とを含み、前記計量カップおよび前
記容器アセンブリは螺着可能に係合することで前記軸方向距離を変更する、請求項１２に
記載の少量毎供給器。
【請求項１４】
　前記計量カップは前記容器アセンブリに対して着脱可能に接続され、
　前記調節手段は、前記制御体積を変更するために異なる幾何学的寸法を有する少なくと
も２個の交換可能な計量カップを含む、請求項１１に記載の少量毎供給器。
【請求項１５】
　前記計量カップは内部幾何学形状を画成すると共に前記粒状材料は蓄積して入射角を画
成し、前記制御体積は前記計量カップの幾何学形状と前記入射角とにより定められる、請
求項１１に記載の少量毎供給器。
【請求項１６】
　前記容器アセンブリの組立て時に前記内部貯蔵器を穿刺して前記ノズルにおける開口を
生成するデバイスを更に備えて成る、請求項１１に記載の少量毎供給器。
【請求項１７】
　前記穿刺デバイスは、前記外側容器と組み合わせて配設された矢形頭部構造であって前
記内部貯蔵器に向けて内方に方向付けされた矢形頭部構造である、請求項１４に記載の少
量毎供給器。
【請求項１８】
　前記穿刺デバイスは、前記計量カップと組み合わせて配設された矢形頭部構造であって
前記内部貯蔵器に向けて内方に方向付けされた矢形頭部構造である、請求項１６に記載の
少量毎供給器。
【請求項１９】
　前記軸方向間隔を表すことで、少量毎供給されるべき材料の量を表す表示デバイスを更
に備えて成る、請求項１２に記載の少量毎供給器。
【請求項２０】
　前記計量カップの外部上に且つ前記容器アセンブリの外部上に示された目印であって、
前記軸方向間隔を表すことで、少量毎供給されるべき材料の量を表す目印を更に備えて成
る、請求項１３に記載の少量毎供給器。
【請求項２１】
　前記外側容器と前記内部貯蔵器との間の軸方向間隔を維持する径方向フィンを更に備え
て成る、請求項１６に記載の少量毎供給器。
【請求項２２】
　前記外側容器と前記内部貯蔵器との間の径方向間隔を維持する径方向タブを更に備えて
成る、請求項１６に記載の少量毎供給器。
【請求項２３】
　前記外側容器と前記内部貯蔵器との間の軸方向間隔および径方向間隔を夫々維持する径
方向フィンおよび径方向タブを更に備えて成る、請求項１６に記載の少量毎供給器。
【請求項２４】
　内部貯蔵器を画成する外側容器と、
　前記容器の一端に配設されて前記容器から粒状材料を少量毎供給する拡散器と、
　前記容器の前記貯蔵器内に粒状材料を保持する使い捨て可能カートリッジを、前記容器
と該使い捨て可能カートリッジとの内壁同士の間に通路が画成されるように支持する手段
と、
　前記容器の一端にて前記拡散器と対向して配設された計量カップであって、該計量カッ
プは、使い捨て可能カートリッジから移行された粒状材料に対する制御体積を画成し、前
記容器を逆さにすると同時に前記通路を介して前記制御体積を前記拡散器に対して供給し
て少量毎供給する計量カップと、
　前記容器の前記貯蔵器内へと挿入された使い捨て可能カートリッジに係合し、粒状材料
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を前記カートリッジから前記計量カップへと供給する穿刺機構とを備えて成る、
粒状材料を供給する少量毎供給器。
【請求項２５】
　前記計量カップは、使い捨て可能カートリッジから受容された前記制御体積の粒状材料
であって前記容器を逆さにすると同時に前記拡散器に対して供給される前記制御体積の粒
状材料を調節する手段を更に備えて成る、請求項２４に記載の少量毎供給器。
【請求項２６】
　前記穿刺機構は、前記計量カップの近傍に支持されたノズルと、使い捨て可能カートリ
ッジが前記貯蔵器内に挿入されて前記支持手段により係合されると同時に該使い捨て可能
カートリッジに係合する突出端部とを備える、請求項２４に記載の少量毎供給器。
【請求項２７】
　前記穿刺機構は前記計量カップと一体的である、請求項２４に記載の少量毎供給器。
【請求項２８】
　当該少量毎供給器は前記容器に固定された螺条付き支持体を更に備え、
　前記計量カップは前記支持体に対して螺着されることで、前記穿刺機構に関する該計量
カップの位置を調節し、
　前記穿刺機構に対する前記計量カップの前記位置は前記制御体積を調節する役割を果た
す、請求項２４に記載の少量毎供給器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定量の粒状／粒子状材料を供給する少量毎供給器に関し、より詳細には、
たとえば調味料、着色剤、濃縮物、粉末状混合物などの種々の材料に対して同一の少量毎
供給器が使用され得るように材料の量を変更し得る新規で有用な少量毎供給器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品および／または飲料に対して調味料および香料を添加するためには、一般的に少量
毎供給器が採用される。典型的に食卓塩および粉胡椒は、単一チャンバ式の容器もしくは
貯蔵器から成る振り出し器から少量毎供給される。前記容器は典型的には、前記振り出し
器を逆さにして揺動したときに材料が少量毎供給されるのを許容する複数個の開孔を備え
た端部キャップを含んでいる。前記開孔のサイズおよび個数は概略的に、少量毎供給され
るべき材料の種類により変更される。たとえば食卓塩用の少量毎供給器は典型的には胡椒
用の少量毎供給器よりも少ない個数の開孔を有する。と言うのも、食卓塩の密度および濃
度は（容器の揺動毎に）更に少ない量が所望されるからである。概略的には少量毎供給の
割合を制御するために、材料毎に適切に寸法設定／個数設定された開孔を備えた専用の少
量毎供給器が採用される。しかし開孔の寸法および個数は材料の流速を制御し得るが、ユ
ーザは時間長、揺動の回数などの他の変数を監視することで、少量毎供給される材料の量
を正確に制御せねばならない。
【０００３】
　多くの先行技術の少量毎供給器は、２個以上のチャンバおよび供給管を採用することに
より、制御されたまたは事前設定された量の材料を供給することで前記要望に対処してい
る。第１チャンバは材料貯蔵器を形成する一方、第２チャンバは材料を計量するために目
盛形成される。前記各チャンバは典型的には、上下にまたは直列に積層される。前記供給
管は、一端にて前記計量チャンバと連通し、前記貯蔵器を貫通延在し、逆端部にては少量
毎供給器の開孔と連通する。特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４、特許文
献５、特許文献６および特許文献７は、この形式の典型的な少量毎供給器である。これら
の少量毎供給器は所定量の材料を供給するが、可変的な量の材料を少量毎供給するために
再構成可能でも調節可能でもない。
【０００４】
　更に別の計量済み材料の少量毎供給器は、特許文献８に開示されている。該特許文献に
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おいては、少量毎供給器が上向きとされ、すなわち少量毎供給用端部が上向きとされたと
きに材料を受容するために該少量毎供給器の端部と組み合わせて計量カップが配設される
。更に、前記少量毎供給器が逆さにされたときに材料は、同軸の複数個の円筒状容器によ
りそれらの間に画成された通路へと流入する。一旦、前記通路内へ流入した材料は下方に
流れ、少量毎供給用端部のキャップもしくは拡散器から流出する。前記各容器の構成およ
び間隔によると、激しく揺動されたときでさえも過剰な材料の少量毎供給は許容されない
。
【０００５】
　特許文献９は、塩および胡椒などの調味料を供給するために有用である調節可能な計量
式の少量毎供給器を開示している。特許文献９の少量毎供給器は、順次に配置された２つ
のチャンバを備えている。第１チャンバは材料貯蔵器であり、第２チャンバは計量チャン
バである。特許文献９の少量毎供給器は、材料が少量毎供給されるときに前記貯蔵器チャ
ンバから前記計量チャンバを閉じる機能を示している。故に、過剰な少量毎供給を回避す
るためにユーザは、前記２つのチャンバ間の通路が閉じられるのを確保せねばならない。
【０００６】
　特許文献１０もまた、塩および胡椒などの調味料を少量毎供給する振り出し器を開示し
ている。前記振り出し器は３つのチャンバを備えている。すなわち、材料貯蔵器チャンバ
、計量チャンバ、および、少量毎供給チャンバである。前記貯蔵器チャンバは前記計量チ
ャンバと前記少量毎供給チャンバとの間に配設される一方、計量チャンバと少量毎供給チ
ャンバとに対しては供給管が連通している。少量毎供給器が使用されないとき、前記計量
チャンバは下方に向けられる。使用する時に前記少量毎供給器は逆さにされ、前記少量毎
供給チャンバは前記計量チャンバからの材料により充填される。次に材料は、逆さの状態
で少量毎供給器を振ることで少量毎供給チャンバからの材料を複数個の開孔を介して排出
することにより少量毎供給されねばならない。過剰な少量毎供給を防止するために、前記
デバイスの一実施例は前記貯蔵器チャンバ内における振り戻し防止器を含んでいる。
【０００７】
【特許文献１】米国特許第１，０８４，５３０号（ベットマン）
【特許文献２】米国特許第１，２７０，２６２号（バックランド）
【特許文献３】米国特許第１，７０７，９６７号（アボット）
【特許文献４】米国特許第１，８７７，８０８号（カグリオストロ）
【特許文献５】米国特許第１，７６３，４４９号（トラウトベッタ）
【特許文献６】米国特許第２，６４４，６１６号（ゴードン）
【特許文献７】米国特許第４，４３４，９２１号（フォイエルシュタイン等）
【特許文献８】米国特許第６，２６９，９８３号（ジョーンズ等）
【特許文献９】米国特許第４，９６１，５２１号（エックマン）
【特許文献１０】米国特許第５，１６９，０４９号（クルーピック）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献９、特許文献１０などに開示された少量毎供給器は材料の調節可能な計量を実
現するが、それらは複雑であり製造に費用が掛かり、破損し易い。後者に関し、バルブ要
素または他の移動要素を採用する一切の材料の少量毎供給器は、材料の付着および少量毎
供給器の動作不良に繋がり得ることは理解される。他方、特許文献８に開示された如き少
量毎供給器は簡素で安価であるが、可変量の材料を供給する機能を欠いている。
【０００９】
　故に、複雑でなく、作製が安価であり、再使用可能であり、多用途であり、すなわち、
可変量の材料を少量毎供給し得るかまたは種々の異なる材料を少量毎供給し得る少量毎供
給器に対する要望が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　可変量の材料を供給し、または、種々の異なる材料を少量毎供給する少量毎供給器が提
供される。該少量毎供給器は、容器アセンブリ、拡散器、計量カップ、および、少量毎供
給される材料の量を変更する調節デバイスを備える。前記容器アセンブリは、外側容器の
内部に配設された貯蔵器を含むと共に、それらの間に通路を画成する。前記貯蔵器は、粒
状材料を収容し得ると共に、材料の流出のためのノズルを画成する。前記拡散器は前記容
器アセンブリの端部と組み合わせて配設され、該拡散器は前記通路と流通可能に連通され
た複数個の開孔を含む。計量カップは前記容器アセンブリの他端と組み合わせて配設され
、該計量カップは前記ノズルから材料を受容し得る開放端部を有する。更に、前記計量カ
ップおよびノズルは、材料の蓄積のための制御体積であって調節デバイスにより変更可能
な制御体積を画成する。好適実施例において前記調節デバイスは、前記ノズルと計量カッ
プとの間の軸方向間隔を変更する。前記少量毎供給器が第１方向付けで配設されたときに
前記計量カップ内には粒状材料が収集されると共に、該粒状材料は、該材料が前記計量カ
ップから前記通路内へと流出し且つ前記拡散器から流出する様に、前記容器アセンブリを
逆さにし、すなわち第２方向付けとすることで少量毎供給される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明、本発明の利点、および、本発明の使用により実現される特定の課題をより良く
理解するために、本発明の好適実施例を示す添付図面および詳細な説明が参照される。
【００１２】
　本発明を説明する目的で、前記図面は現在において好適である本発明の形態を示してい
る。但し、本発明は図面中に示された厳密な配置および手段に限定されないことを理解す
べきである。
【００１３】
　次に、同一の参照番号は同一の要素を表す図面を参照すると、図１は本発明に係る少量
毎供給器１０の代表的実施例を示している。少量毎供給器１０は主として塩のように粒子
が中程度ないし粗い材料を少量毎供給するために使用されるが、菓子用砂糖、シナモンま
たは他の調味料のような微細もしくは超微細な粒状材料を少量毎供給するためにも使用さ
れ得る。更に、本明細書における教示は食品サービス／調製分野に関して記述されるが、
本明細書における教示は任意の粒状もしくは粒子状材料の計量および少量毎供給に対して
適用可能であることが理解されよう。その例としては、建築分野における例えばセメント
、石粉、砂などの粒子状材料、または、製造分野における例えばプラスチック中の濃縮物
、ワックス中の着色剤などの粒子状材料の計量および供給が挙げられる。以下の詳細な説
明から容易に明らかになるように、少量毎供給器１０は多用途的であり、可変量の材料を
少量毎供給するために、または、種々の異なる材料を少量毎供給するために再構成され得
る。
【００１４】
　少量毎供給器１０は、（図１では不図示の）粒状材料が積荷もしくは充填された中央容
器アセンブリ１２と、該容器アセンブリ１２の一端に配設されて種々の少量毎供給パター
ンの内の任意のパターンで粒状材料を少量毎供給する拡散器１４と、容器アセンブリ１２
の他端に配設されて少量毎供給のために所定量の材料を準備する計量カップ１６と、材料
の体積を変更する手段とを備えている。より詳細には中央容器アセンブリ１２は、外側容
器２０および内部貯蔵器もしくはカートリッジ２２を備え、外側容器２０は内部貯蔵器２
２を囲繞することで両者間に通路２４を画成する。更に、容器および貯蔵器２０、２２は
、拡散器１４と内部貯蔵器２２の端部２４ＵＥとの間に収集チャンバ２６を画成する。収
集チャンバ２６および通路２４は連通することで、両者間における材料の流れを許容する
。通路２４および収集チャンバ２６の機能は、少量毎供給器１０の動作を論ずる際に明ら
かとなろう。内部貯蔵器２２は、粒状材料により充填されると共に、一端にては計量カッ
プ１６に対向するオリフィス２８を含んでいる。
【００１５】
　容器２０および内部貯蔵器２２は、相互に対して固定的に取付けられ得る。好適実施例
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において内部貯蔵器２２は使い捨て可能なカートリッジであり、すなわち使い果たされた
ときに交換可能である。故に、前記容器アセンブリの一端はたとえば着脱可能とすること
で、使い捨て可能カートリッジの取り付けおよび取り外しを可能とする。記述実施例にお
いては外側容器２０と組み合わせて着脱可能な端部キャップ１２Ｃが配設されることで、
内部貯蔵器２２の受容もしくは取り外しのために即ち少量毎供給器１０が再積荷されると
きに開口する端部２０ＬＥを閉塞する。好適実施例においては外側容器２０または内部貯
蔵器２２と組み合わせてタブ３０および／またはフィン３２が配設されることで、容器２
０および貯蔵器２２が中心合わせされ且つ軸方向で位置決めされ得る。すなわちタブ３０
は径方向において容器２０および貯蔵器２２の間に配設されることで、それらを中心合わ
せすると共にそれらの相対間隔を維持する。故にタブ３０によれば、通路２４に関して一
定の流れ面積が確実に維持される。更に、フィン３２は容器２０および貯蔵器２２を中心
合わせすべく同様に機能するが、更に重要なこととして該フィンは該容器および貯蔵器間
の相対的な軸方向位置を固定する役割を果たす。故にフィン３２は、収集チャンバ２６内
における一定体積と、オリフィス２８と計量カップ１６との間の固定間隔とを維持する。
容器２０および貯蔵器２２の相対的な軸方向位置の重要性は、少量毎供給器１０の動作を
論ずる以下の段落から明らかとなろう。
【００１６】
　内部貯蔵器２２は好適には、計量カップ１６内に配設される突端部分４２、すなわちカ
ップ１６の側壁部分１６ＳＷに対して挿入されるが接触はしない突端部分４２を一端に有
するノズル４０を形成する。結果として、突端４２と容器側壁１６ＳＷとの間には環状開
口４６が形成される。更に、環状開口４６は通路２４と流通可能に連通する。故に、計量
カップ１６に進入して退出する流路、すなわちノズル４０を介して進入し且つ環状開口４
６を通り退出する流路が存在することが理解されよう。更に前記流路は、環状開口４６か
ら通路２４に至り、収集チャンバ２６に入ると共に拡散器１４を通り抜けるべく連続する
。本明細書に記述されたものと同様の流路を有する少量毎供給器は、本出願と同様に本出
願人が所有すると共に付加的詳細および該当代替実施例を追加するためにその全てが言及
したことにより本明細書中に援用される特許文献８において論じられている。
【００１７】
　前記少量毎供給器の動作を論ずる前に、粒状材料を正確に計量して少量毎供給すること
を可能とする概略的な教示および原理の幾つかを記述することは有用であろう。該教示に
よれば、同一のまたは異なる粒状材料の可変的な少量毎供給が可能とされる。該教示は、
少量毎供給器の各要素間の種々の幾何学的関係と共に、材料特性の理解を必要とする。よ
り詳細には、比較的に一定の粒子サイズおよび幾何学形状を有する粒状材料は、特徴的な
流れおよび蓄積パターンを有することを理解すべきである。故に各材料は、それらの蓄積
パターンを正確に予測するために試験され特徴が明らかにされる。更に、単に少量毎供給
器の各要素間の幾何学形状／空間的関係を制御することにより、計量された量を少量毎供
給することができる。
【００１８】
　たとえば図２ａおよび図２ｂを参照すると、基部寸法Ｄを有する計量カップ１６内には
ノズル４０が挿入される。突端部分４２は、カップ１６の基部１６Ｂに対して高さＨＮに
配設された対向表面４２Ｓを有する。より詳細には図２ａを参照すると、ノズル４０のオ
リフィス２８を（たとえば微細粒子サイズを有する）第１粒状材料ＭＦが閉塞するまで、
該材料ＭＦをカップ１６内に蓄積する。第１粒状材料ＭＦは、蓄積されることで、頂角も
しくは入射角θＦを有する円錐形状を形成する。図２ｂにおいてたとえば粗いまたは大き
な粒子サイズを有する材料は計量カップ１６内に蓄積し、入射角θＣを画成する円錐形状
を形成する。
【００１９】
　各々の検証により、夫々の入射角θＦ、θＣは異なること、すなわち、第１粒状材料Ｍ

Ｆに伴う入射角θＦは第２粒状材料ＭＣに伴う入射角θＣよりも大きいことが理解される
。更に、入射角θＦ、θＣは各々の円錐形状区画の高さ寸法ＨＣＦ、ＨＣＣを変化させる
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ことから、収集される材料の体積もしくは量を変化させる。各材料の体積もしくは量は、
以下の関係を用いて決定される：
　（１．０）　体積ＭＦ＝（１／３）（Ｄ／２）２（π）（ＨＣＦ）＋（Ｄ／２）２（π
）（ＨＦＢ）
　（１．１）　ＨＣＦ＝ＨＮＦ－ＨＦＢ

　（２．０）　体積ＭＣ＝（１／３）（Ｄ／２）２（π）（ＨＣＣ）＋（Ｄ／２）２（π
）（ＨＣＢ）
　（２．１）　ＨＣＣ＝ＨＮ－ＨＣＢ

　式中、ＨＦＢおよびＨＣＢは夫々の円錐形状区画の基部に対する高さ寸法、すなわち、
各計量カップの側壁１６ＳＷに沿う材料蓄積の先端に対する高さ寸法である。更に、前記
関係１．０および２．０は、計量カップの側壁１４ＳＷは円筒状区画を形成することを仮
定している。
【００２０】
　たとえば前記容器の直径などの幾何学形状に加え、少量毎供給される材料の量を正確に
設定するために粒状材料の入射角が定められる必要がある。故に図３を参照すると、ノズ
ル４０および計量カップ１６は、材料Ｍの蓄積に対する（点線で示された）制御体積５０
を画成する。本発明の最も広範囲な意味において制御体積５０は、入射角θにより定めら
れる材料Ｍの蓄積特性と組み合わされた計量カップ１６の幾何学形状により定められる。
より詳細には、前記制御体積の下側部分５０Ｌは計量カップ１６の基部および側壁１６Ｂ

、１６ＳＷにより境界付けられると共に、上側部分５０Ｕは粒状材料Ｍにより形成される
入射角θの関数である。
【００２１】
　記述実施例において、制御体積５０の下側部分５０Ｌは円筒形状であると共に、上側部
分は円錐形状である。但し制御体積５０は、計量カップ１６の断面形状およびノズル４０
の構成次第で他の３次元形状を備え得る。たとえば、正方形の断面形状を有する計量カッ
プ１６は立方体の下側部分を生成する一方、直線状オリフィスを有するノズル４０は角柱
状の上側部分すなわち平行六面体を生成し得る。
【００２２】
　更に、前記で論じられた関係に鑑みると、一定の容器幾何学形状と、ノズル４０の対向
面４２Ｓ（図２ａおよび図２ｂを参照）と計量カップ１６との間の一定の空間的関係とに
関わらずに、材料の量における差が生ずることは理解される。故に発明者等は、カップ１
６の基部１６Ｂからノズル４０の対向面４２Ｓまでの軸方向間隔または距離ＨＮＦを変更
することにより、材料蓄積の量が変更され得ることを認識した。図４ａおよび図４ｂにお
いては、ノズル４０と計量カップ１６の基部１６Ｂとの相対的な軸方向位置を変更する調
節デバイス６０が配備される。図４ａおよび図４ｂは、種々の軸方向位置にて制御体積５
０を増減する計量カップ１６を示している。
【００２３】
　好適実施例において計量カップ１６は容器側壁１６ＳＷの外部に沿い配設された螺条６
２を含み、容器アセンブリ１２は容器螺条６２に係合する螺条付き開孔６４を形成する。
計量カップ１６がノズル４０に向けてまたは該ノズルから離間して軸方向に平行移動し得
るように、螺条６２、６４は実質的に、たとえばノズル４０の長手軸４０Ａなどの材料充
填方向に対して直交する。故に、ノズル４０の対向面４２Ｓから計量カップ１６の基部１
６Ｂまでの軸方向間隔は、制御体積５０を変更すべく変更され得る。好適には螺条６２は
、計量カップ１６の完全な（すなわち３６０°の）回転により制御体積５０の有意な変化
が行われる様に比較的に荒目である。
【００２４】
　図５ａ乃至図５ｄにおいて少量毎供給器１０の準備および操作は、計量カップ１６を収
容する端部１２ＬＥを取り外すなどして容器アセンブリ１２の端部を分離して、内部貯蔵
器２２を外側容器２０内に挿入する段階を含んでいる（図５ａを参照）。概略的には粒状
材料Ｍの溢流を回避すべく内部貯蔵器２２は、該内部貯蔵器が外側容器２０内に降下され
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るときにノズル４０が上方を向く様に方向付けされる。更に、タブ３０およびフィン３２
は、容器２０と貯蔵器２２との間における径方向および軸方向の間隔を維持すべく機能す
る。図５ｂにおいて、少量毎供給器１０は拡散器１４を上向きとして使用の準備ができ、
計量カップ１６は下方に配設される。この実施例において拡散器１４は、当該円錐形状の
頂点１４Ｖが、容器アセンブリ１２の端部１２ＬＥを貫通して配設された中央開孔６８に
向けられて供給チャンバ２６内に進入する様に、円錐形状である。斯かる拡散器１４は、
上述の特許文献８において相当に詳細に記述されている。
【００２５】
　図５ｂにおいては、材料Ｍがノズル４０の高さまで蓄積されるまで、重力により計量カ
ップ１６が充填される。更に、材料Ｍが蓄積することで、ノズル４０とカップ１６との間
には上述されたように円錐状パターンで制御体積５０が充填される。材料Ｍの特性すなわ
ち入射角を知ることで、計量カップ１６内には所定量が積荷される。
【００２６】
　図５ｃにおいては、重力により材料Ｍが環状開口３６から流出して通路２４に流入する
ように、容器アセンブリ１２は再び逆さにされ、すなわち１８０°回転される。内部貯蔵
器２２の円錐状の端部形状によれば、通路２４に対する材料Ｍの等しい流れが促進される
。重力により材料Ｍは通路２４を通り収集チャンバ２６に流入するにつれ、容器アセンブ
リ１２は揺動されることで材料Ｍは拡散器１４の各開孔から均一に少量毎供給される。記
述実施例においては、垂直整流板７０が材料Ｍの流れを４個の象限の各々へと均一に分割
する。図５ｄにおいて少量毎供給器１０はもう一度逆さにされ、すなわち拡散器１４は上
向きとされ、計量カップ１６が再積荷されて少量毎供給器１０は引き続く使用に対して準
備される。少量毎供給器１０のいずれの端部も、いずれの位置でも、すなわち計量カップ
１６を上向きまたは下向きに配設して保存し得るために、平坦表面を有すべく構成され得
る。
【００２７】
　調節デバイス６０の考察に戻ると、制御体積５０の変更は種々の様式で行われ得る。た
とえば、内部貯蔵器２２が外側容器２０に対して軸方向に変位されることで、ノズル４０
と計量カップ１６との間における必要な変更が行われ得る。また、容器アセンブリの端部
部分１２ＬＥ全体、すなわち、計量カップ１６と一体となった端部部分は、交換可能であ
り、他の計量カップ１６への置換を行うことで、軸方向間隔を変更、すなわちノズル４０
に対して更に接近または更に離間させることができる。更に、ノズル４０またはその突端
部分は延長可能とされ得る。また、計量カップ１６の内部寸法を変更するために該計量カ
ップ内へとディスクもしくはカップが挿入され得る。本発明の基礎となる教示が一旦理解
されならば、他の多くの技術は容易に想起される。
【００２８】
　図６ａおよび図６ｂには本発明の別実施例が示され、その場合に計量カップ１６の外部
１６Ｅ上には目印８０（図６ｂ）が表示されることで、計量された材料の量に対応する軸
方向位置が表される。たとえば螺条６２は、材料の種々の量を表すべく個別的にカラー・
コード化され、すなわちＲ－赤色、Ｇ－緑色、Ｂ－青色、Ｙ－黄色とされ得る。赤色は小
さじ一杯を表し、緑色は小さじ二杯を表し得るなどである。図６ａにおいては、二次的な
手掛かりすなわち角度的位置を表す目印８２を配備することも好適であり得る。すなわち
所望される正確さの度合い次第で、螺条は依然として視認され得る一方で、ユーザにより
意識されずに回転位置を実質的に９０°変更し得ることは理解される。故に、（たとえば
青色の螺条Ｂに関する）目印８２を基準矢印８４と整列させることにより正しい回転位置
が確立されることで、相当な程度の精度も達成され得る。少量毎供給器１０が種々の異な
る材料に対して企図されるなら、同一の表示部上で複数個の目印が採用され得る。
【００２９】
　図７においては本発明の別実施例が示され、その場合に少量毎供給器１０は内部貯蔵器
もしくはカートリッジ２２における開放を行う手段９０を更に備えている。この実施例に
おいてカートリッジ２２は、少量毎供給器１０が完全に組立てられるまで閉じられたまま
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である。より詳細にはカートリッジ２２は、材料Ｍが完全に積荷されると共に、ノズル４
０の対向面４２Ｓに沿いプラスチックもしくはフォイル膜９２に沿いシールされて提供さ
れる。開放手段９０は、シールされたプラスチックもしくはフォイル膜９２が内部貯蔵器
２２の挿入時に穿刺されて材料Ｍの流れを許容するように、計量カップ１６とノズル４０
との間に介設される。
【００３０】
　好適実施例において開放手段９０は、ノズル４０の長手軸４０Ａに沿い配設された十字
形の矢形頭部であって膜９２に臨む矢形頭部を含む。内部貯蔵器２２が軸方向に位置決め
されるにつれ、前記矢形頭部は膜９２を穿刺することでノズル４０における開放を行う。
前記矢形頭部は、フォイル膜９２が前記ノズルの内側表面に沿い後方に剥離されることで
材料Ｍの流れに対する自由な開口を提供する様に適切に構成される。
【００３１】
　要約すると少量毎供給器１０は、種々の量の材料を正確に供給し得る一方、異なる材料
を少量毎供給すべく十分に多用途的である。少量毎供給器１０は、少量毎供給されるべき
材料の量を迅速かつ正確に変更する簡素で安価な機構を採用する。少量毎供給器１０は、
使い捨て可能カートリッジ２２および調節可能／着脱可能な計量カップ１６を使用するこ
とで、迅速に材料を変更すべく再構成され得る。同様の蓄積特性または同様の少量毎供給
量要件を有する材料に対しては、簡素で調節可能な計量カップ１６が概略的に採用される
。着脱可能／交換可能な計量カップ１６は典型的に、量の要件において大きな相違を呈す
る材料に対して採用される。たとえば粉チーズは、ヨウ素添加塩よりも相当に大きな制御
体積を必要とする結果、大きな計量カップ１６を必要とする。
【００３２】
　本発明はその代表的実施例に関して記述かつ図示されたが、当業者であれば、上述のお
よび他の種々の変更、省略および付加は本発明の精神および有効範囲から逸脱せずに前記
実施例において為され得ることを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】内部の詳細および構成要素を示すべく部分的に破断された本発明に係る再構成可
能な少量毎供給器の斜視図である。
【図２ａ】本発明の少量毎供給器において採用されるノズルおよび計量カップの概略図で
ある。
【図２ｂ】本発明の少量毎供給器において採用されるノズルおよび計量カップの概略図で
ある。
【図３】前記計量カップの幾何学形状と、前記ノズルと該計量カップの基部との間におけ
る軸方向間隔とにより画成される制御体積を表す図２ａおよび図２ｂと同様の概略図であ
る。
【図４ａ】前記軸方向間隔と、前記制御体積と、少量毎供給されるべき材料の量とを制御
かつ変更する調節デバイスを示す図である。
【図４ｂ】前記軸方向間隔と、前記制御体積と、少量毎供給されるべき材料の量とを制御
かつ変更する調節デバイスを示す図である。
【図５ａ】種々の動作方向付けにおける前記少量毎供給器を示す図であり、組立てられて
格納される方向付けを示す図である。
【図５ｂ】種々の動作方向付けにおける前記少量毎供給器を示す図であり、材料の少量毎
供給に対して積荷／準備された方向付けを示す図である。
【図５ｃ】種々の動作方向付けにおける前記少量毎供給器を示す図であり、正確なまたは
計量された量の粒状材料を供給するために逆さにされた方向付けを示す図である。
【図５ｄ】種々の動作方向付けにおける前記少量毎供給器を示す図であり、所定量の材料
を再積荷するために再び逆さにされた方向付けを示す図である。
【図６ａ】材料の量を表すために目印が採用された本発明の代替実施例を示す図である。
【図６ｂ】材料の量を表すために目印が採用された本発明の代替実施例を示す図である。
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【図７】少量毎供給器が組立てられるときに内部カートリッジを穿刺する手段を含む少量
毎供給器の更に別の実施例を示す図である。
【符号の説明】
【００３４】
　Ｄ　　基部寸法
　ＨＣＢ　　高さ寸法
　ＨＣＣ　　高さ寸法
　ＨＣＦ　　高さ寸法
　ＨＦＢ　　高さ寸法
　ＨＮＦ　　高さ／距離
　Ｍ　　粒状材料
　ＭＣ　　第２粒状材料
　ＭＦ　　第１粒状材料
　θ　　入射角
　θＣ　　入射角
　θＦ　　入射角
　１０　　少量毎供給器
　１２　　中央容器アセンブリ
　１２Ｃ　　着脱可能な端部キャップ
　１２ＬＥ　　端部
　１４　　拡散器
　１４ＳＷ　　側壁
　１４Ｖ　　頂点
　１６　　調節可能／着脱可能な計量カップ
　１６Ｂ　　基部
　１６Ｅ　　外部
　１６ＳＷ　　側壁部分
　２０　　外側容器
　２０ＬＥ　　端部
　２２　　内部貯蔵器／カートリッジ
　２２ＵＥ　　端部
　２４　　通路
　２６　　収集チャンバ／供給チャンバ
　２８　　オリフィス
　３０　　タブ
　３２　　フィン
　４０　　ノズル
　４０Ａ　　長手軸
　４２　　突端部分
　４２Ｓ　　対向表面
　４６　　環状開口
　５０　　制御体積
　５０Ｌ　　下側部分
　５０Ｕ　　上側部分
　６０　　調節デバイス
　６２　　容器螺条
　６４　　螺条付き開孔
　６８　　中央開孔
　７０　　垂直整流板
　８２　　目印
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　８４　　基準矢印
　９０　　開放手段
　９２　　フォイル膜

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図３】

【図４ａ】

【図４ｂ】 【図５ａ】
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【図５ｂ】

【図５ｃ】

【図５ｄ】

【図６ａ】

【図６ｂ】

【図７】
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