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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
少なくとも２つの成分を混合して乳化させる液体混合装置（１）であって、
前記液体混合装置（１）は、
平行に配置された吸入筒（２６）及び吐出筒（２７）を有するポンプユニット（１３）
と、
上端開口（２２）と下端開口（２３）を有する円筒壁（２１）を備えた容器（１２）と
、
前記ポンプユニット（１３）と前記容器（１２）を連結する流路ブロック（１４）とを
有し、
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前記ポンプユニット（１３）は、ポンプ室を囲むケーシング（２５）と、前記ポンプ室
に接続された吸入筒（２６）と吐出筒（２７）を備え、前記吸入筒（２６）と前記吐出筒
（２７）は平行に配置されて前記ケーシング（２５）に一体的に固定されており、
前記流路ブロック（１４）は、
前記容器（１２）の下端開口（２３）に外嵌又は内嵌できる大きさと形状を備えた容器
連結構造（３４）と、
前記ポンプユニット（１３）の前記吸入筒（２６）及び前記吐出筒（２７）が内嵌でき
る大きさと形状を備えたポンプ連結構造（３５）を有し、
前記容器連結構造（３４）は、前記流路ブロック（１４）の第１の外面部分（３１）で
あって、前記容器連結構造（３４）を前記容器（１２）の下端開口（２３）に連結した状

20

(2)

JP 7125181 B1 2022.8.24

態で前記容器（１２）の内部に対向する領域（３１）に形成され、前記容器連結構造（３
４）を前記容器（１２）の下端開口（２３）に連結した状態で前記容器（１２）の中心軸
（２０）に平行な方向に向かって延在する第１の孔（３６）と第２の孔（３７）を含み、
前記ポンプ連結構造（３５）はまた、前記流路ブロック（１４）の第２の外面部分（３
２）であって、前記容器連結構造（３５）を前記容器（１２）の下端開口（２３）に連結
した状態で前記容器（１２）の外部に位置する領域（３２）に形成され、前記ポンプユニ
ット（１３）の前記吸入筒（２６）と前記吐出筒（２７）がそれぞれ内嵌可能な第３の孔
（４１）と第４の孔（４２）を含み、前記ポンプユニットの前記吸入筒（２６）と前記吐
出筒（２７）がそれぞれ前記第３の孔（４１）と前記第４の孔（４２）に嵌め込まれるこ
とにより前記ポンプユニット（１３）と前記流路ブロック（１４）が連結され、
前記流路ブロック（１４）の内部で、前記第１の孔（３６）と前記第３の孔（４１）が
連通し、前記第２の孔（３７）と前記第４の孔（４２）が連通しており、
前記液体混合装置（１）はさらにノズルブロック（１６）を有し、
前記ノズルブロック（１６）は、前記ノズルブロック（１６）が前記第２の孔（３７）
に内嵌された状態で前記第２の孔（３７）の中心軸（４４）に平行な方向に向けて延在す
る円筒状の渦流形成流路（４５）を有し、
前記ノズルブロック（１６）はまた、前記ノズルブロック（１６）が前記第２の孔（３７
）に内嵌された状態で、前記第２の孔（３７）の内壁との間に、前記第２の孔（３７）の
中心軸（４４）を中心とする円周に沿って延在し且つ前記第４の孔（４２）に連通する周
方向流路（５４）を形成し、
前記ノズルブロック（１６）はさらに、前記周方向流路（５４）と前記渦流形成流路（４
５）を接続する径方向流路（５５）を備えている、ことを特徴とする液体混合装置。
【請求項２】
前記第２の孔（３７）と前記第４の孔（４２）は共に底部を有する有底孔であって、
前記第２の孔（３７）の中心軸と前記第４の孔（４２）の中心軸は平行且つオフセット
しており、前記第２の孔（３７）と前記第４の孔（４２）は、前記第２の孔（３７）の内
周壁に形成された連通路（４３）を介して互いに連通している、ことを特徴とする請求項
１に記載の液体混合装置。
【請求項３】
前記第２の孔（３７）と前記第４の孔（４２）は共に底部を有する有底孔であって、
前記第２の孔（３７）の中心軸と前記第４の孔（４２）の中心軸は直交し且つ交差してい
る、ことを特徴とする請求項１に記載の液体混合装置。
【請求項４】
前記第２の孔（３７）と前記第４の孔（４２）は共に底部を有する有底孔であって、
前記第２の孔（３７）の中心軸と前記第４の孔（４２）の中心軸は直交し且つ非交差して
いる、ことを特徴とする請求項１に記載の液体混合装置。
【請求項５】
前記第２の孔（３７）は、前記第２の孔（３７）の入口に隣接する上部孔部分（３８）と
、前記第２の孔（３７）の底部に隣接する下部孔部分（３９）を有し、
前記ノズルブロック（１６）は、前記第２の孔（３７）に内嵌された状態で、前記上部孔
部分（３８）に対向する上部ブロック部分（５６）と、前記下部孔部分（３９）に対向す
る下部ブロック部分（５７）を有し、
前記上部孔部分（３８）は内ねじ（４０）が形成され、
前記上部ブロック部分（５６）は前記内ねじ（４０）に噛み合う外ねじ（５２）が形成さ
れ、
前記下部ブロック部分（５７）は、前記下部孔部分（３９）よりも小径の環状段部（５３
）が形成されており、
前記環状段部（５３）が前記周方向流路（５４）を形成しており、
前記下部ブロック部分（５７）に、前記径方向流路（５５）が前記渦流形成流路（４５）
の接線方向に向けて形成されている、ことを特徴とする請求項１〜４のいずれか一つに記
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載の液体混合装置。
【請求項６】
前記ノズルブロック（１６）の前記渦流形成流路（４５）は、前記渦流形成流路（４５）
の中心軸（４４）に向かって環状に内方に突出して流路を縮小した絞り部（４８）を有す
る、ことを特徴とする請求項１〜５のいずれか一つに記載の液体混合装置。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれか一つに記載の液体混合装置を含む乳化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数の液体（分散質および分散媒）の混合を行うための気液せん断方式の流
体混合装置に関する。本発明は、詳しくは、複数の液体の混合物の中にファインバブルを
発生させながら前記複数の液体をせん断することにより、サブミクロンレベルまで微細化
され且つ均質化されたエマルジョンを生成することができる構造簡易なポンプ循環式の流
体混合装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
化粧品、医療品、食料品などの分野では、種々の材料を混合することにより、また、そ
れらの分量を変えることにより、需要者の好みに応じた各種製品を提供する試みがなされ
て い る 。 例 え ば 、 家 庭 で は 健 康 志 向 か ら 各 種 オ イ ル （ 例 え ば 、 ア マ ニ 油 、 MCTオ イ ル 、 コ
コナッツオイル等）を料理や飲料に混ぜてサプリメント的に摂取する人や、様々な風味を
楽しむ人が増えてきている。また、飲食店においてもこのような新たな消費者ニーズ対応
したオイルを使った様々な風味の飲料や料理が提供されている。
【０００３】
このような新たな製品を市場に提供するためには、製品の開発段階で、油性、非油性を
問わず、種々の材料を混合して得られた製品を評価しなければならない。しかし、従来の
特許文献１等に開示されている混合装置（乳化装置）は極めて大型であるため、家庭や小
型店舗等の小規模施設では容易に利用できない。また、混合する材料を変える際には液体
の流路を洗浄する必要があるが、従来の装置は非常に多くのデバイスや部品を組み合わせ
て構成されているため、簡単に分解し、洗浄し、組み立てることができない。このような
事情から、従来、家庭や小規模施設では、新しい食品、食材又は飲料等を開発し試食する
が難しかった。
【０００４】
もちろん、ジューサ、ミキサー、ハンドブレンダ及び泡立て器等の家庭用混合装置が提
供されており、これを使って複数の材料を混合して新たな味を体験することは可能である
。しかし、これらの家庭用混合装置はいずれも、回転羽根等の回転体を採用しており、回
転体の回転によって材料を粉砕することを目的とするものであって、例えば水と油を均一
に混合してエマルジョンにする程のものではない。また、家庭用混合装置の多くは、果物
等を粉砕することができるように回転刃を備えており、洗浄時は回転刃によって怪我をし
ないように注意する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１９−１９５７６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
そこで、本発明は、簡単且つ容易に組立と分解を行うことができ、結果、新しい味の食
品等の開発を容易に行うことができる、新たな気液せん断方式の混合装置又は乳化装置を
提供することを目的とする。本発明は、また、複数の液体の混合物の中にファインバブル
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を発生させて、前記複数の液体の間にせん断力を発生させることにより、安価にサブミク
ロンレベルまで微細化され、均質化されたエマルジョンを生成することができる構造簡易
な混合装置又は乳化装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
この目的を達成するため、本発明の実施形態に係る混合装置は、
少なくとも２つの成分を混合して乳化させる液体混合装置（１）であって、
前記液体混合装置（１）は、
平行に配置された吸入筒（２６）及び吐出筒（２７）を有するポンプユニット（１３）
と、
上端開口（２２）と下端開口（２３）を有する円筒壁（２１）を備えた容器（１２）と
、
前記ポンプユニット（１３）と前記容器（１２）を連結する流路ブロック（１４）とを
有し、
前記ポンプユニット（１３）は、ポンプ室を囲むケーシング（２５）と、前記ポンプ室
に接続された吸入筒（２６）と吐出筒（２７）を備え、前記吸入筒（２６）と前記吐出筒
（２７）は平行に配置されて前記ケーシング（２５）に一体的に固定されており、
前記流路ブロック（１４）は、
前記容器（１２）の下端開口（２３）に外嵌又は内嵌できる大きさと形状を備えた容器
連結構造（３４）と、
前記ポンプユニット（１３）の前記吸入筒（２６）及び前記吐出筒（２７）が内嵌でき
る大きさと形状を備えたポンプ連結構造（３５）を有し、
前記容器連結構造（３４）は、前記流路ブロック（１４）の第１の外面部分（３１）で
あって、前記容器連結構造（３４）を前記容器（１２）の下端開口（２３）に連結した状
態で前記容器（１２）の内部に対向する領域（３１）に形成され、前記容器連結構造（３
４）を前記容器（１２）の下端開口（２３）に連結した状態で前記容器（１２）の中心軸
（２０）に平行な方向に向かって延在する第１の孔（３６）と第２の孔（３７）を含み、
前記ポンプ連結構造（３５）はまた、前記流路ブロック（１４）の第２の外面部分（３
２）であって、前記容器連結構造（３５）を前記容器（１２）の下端開口（２３）に連結
した状態で前記容器（１２）の外部に位置する領域（３２）に形成され、前記ポンプユニ
ット（１３）の前記吸入筒（２６）と前記吐出筒（２７）がそれぞれ内嵌可能な第３の孔
（４１）と第４の孔（４２）を含み、前記ポンプユニットの前記吸入筒（２６）と前記吐
出筒（２７）がそれぞれ前記第３の孔（４１）と前記第４の孔（４２）に嵌め込まれるこ
とにより前記ポンプユニット（１３）と前記流路ブロック（１４）が連結され、
前記流路ブロック（１４）の内部で、前記第１の孔（３６）と前記第３の孔（４１）が
連通し、前記第２の孔（３７）と前記第４の孔（４２）が連通しており、
前記液体混合装置（１）はさらにノズルブロック（１６）を有し、
前記ノズルブロック（１６）は、前記ノズルブロック（１６）が前記第２の孔（３７）
に内嵌された状態で前記第２の孔（３７）の中心軸（４４）に平行な方向に向けて延在す
る円筒状の渦流形成流路（４５）を有し、
前記ノズルブロック（１６）はまた、前記ノズルブロック（１６）が前記第２の孔（３７
）に内嵌された状態で、前記第２の孔（３７）の内壁との間に、前記第２の孔（３７）の
中心軸（４４）を中心とする円周に沿って延在し且つ前記第４の孔（４２）に連通する周
方向流路（５４）を形成し、
前記ノズルブロック（１６）はさらに、前記周方向流路（５４）と前記渦流形成流路（４
５）を接続する径方向流路（５５）を備えている。
【発明の効果】
【０００８】
このように構成された実施形態の液体混合装置は、概ね３つの部品（容器、ポンプユニ
ット及び流路ブロック）によって構成されており、容器とポンプユニットの間を流体接続
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する流路が一つの流路ブロックの中に形成されているため、簡単に組立できるし、簡単に
分解して個々の部品を洗浄できる。したがって、複数の飲料や調味料の中から選択された
ものを適宜混合し乳化し、その味等を容易に確認することができる。したがって、新製品
の開発が簡単に行える。
【０００９】
また、実施形態の方法によれば、少なくとも２つの液体は、第１の旋回流の液体と第１
の円筒壁との接触により液体が一次せん断され、その後、第２の旋回流の液体と第２の円
筒壁との接触により液体が二次せん断され、これらのせん断によって２つの液体が細かく
粉砕されて分散される。したがって、水と油を含む液体の場合、両者が程よく乳化される
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る液体混合装置の概略構成を示す縦断面図。
【図２】図１に示す液体混合装置を構成する流路ブロックを上方から見た斜視図。
【図３】図１に示す液体混合装置の一部を分解した斜視図。
【図４】図１に示す液体混合装置を構成するノズルブロックの縦断面図［図４（ａ）］と
、図４（ａ）の４（ｂ）−４（ｂ）線に沿った部分断面図［図４（ｂ）］。
【図５】図１に示す液体混合装置を構成するノズルブロックの断面斜視図。
【図６】ノズルブロックにおける液体の流れを説明する断面図。
【図７】他の実施形態のノズルブロックの斜視図［図７（ａ）］、縦断面図［図７（ｂ）
］、図７（ａ）のノズルブロックが装着される第２の孔を上方から見た斜視図［図７（ｃ
）］。
【図８】他の実施形態のノズルブロックの斜視図［図８（ａ）］、縦断面図［図８（ｂ）
］。
【図９】図８（ｂ）に示す９（ｂ）−９（ｂ）線に沿ったノズルブロックの横断面図［図
９（ａ）］、他の実施形態に係るノズルブロックの横断面図［図９（ｂ）］。
【図１０】他の実施形態の流路ブロックの縦断面図［図１０（ａ）］、図１０（ａ）の流
路ブロックにおける液体の流れを説明する断面図。
【図１１】他の実施形態の流路ブロックの縦断面図［図１１（ａ）］、図１１（ａ）の流
路ブロックにおける液体の流れを説明する断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
以下、添付図面を参照して本発明に係る液体混合装置の実施形態について説明する。
【００１２】
［１．全体構成］
図１を参照すると、実施形態の液体混合装置１又は乳化装置は、概略、混合又は乳化す
る液体（混合液）１１を収容する容器１２と、容器１２に収容されている液体１１を容器
１２の底部から吸入するとともに吸入した液体を再び容器１２にその底部から供給するポ
ンプユニット１３と、容器１２とポンプユニット１３を連結する流路ブロック１４を有す
る。
【００１３】
液体混合装置１はまた、ポンプユニット１３を囲むハウジング１５を有する。図示しな
いが、ハウジング１５の表面には、ポンプユニット１３の駆動を制御するスイッチや必要
な表示装置が設けてある。据え置き型の液体混合装置の場合、ハウジング１５の内部には
、ポンプユニット１３を商用電源に接続する回路基板が設けられる。可搬型の液体混合装
置の場合、ハウジング１５の内部には、電池収容部、電池とポンプを電気的に接続する回
路基板が設けられる。したがって、ハウジング１５の大きさや形状は、据え置き型と可搬
型の種類に応じて適宜設計される。
【００１４】
［２．詳細な構成］

10

20

30

40

50

(6)

JP 7125181 B1 2022.8.24

（ａ）容器１２
図示する実施形態の液体混合装置１において、容器１２は、使用状態で上下方向に向け
られる中心軸（容器中心軸）２０を中心とする円周に沿って該中心軸２０と平行に延在す
る円筒壁２１を有する。図示するように、円筒壁２１の上端と下端は開放されており、そ
こには上端開口２２と下端開口２３が形成されている。容器１２は、内部に収容されてい
る液体１１の混合状態又は乳化状態等を目視で確認できるように、透明のプラスチック又
はガラスで作ることが好ましい。
【００１５】
（ｂ）ポンプユニット１３
実施形態において、ポンプユニット１３は、例えば、マイクロギヤポンプが好適に利用
できる。詳細な説明は省略するが、図３（ａ）に示すように、マイクロギヤポンプは、概
略、モータ２４と、一対のギヤを収容したポンプ室（図示せず）を囲むケーシング２５を
備えている。ケーシング２５には、ポンプ室に液体を吸い込む吸入筒（吸入口）２６と、
ポンプ室から液体を吐出する吐出筒（吐出口）２７が、ケーシング２５から吐出した状態
で一体的に設けられている。図示するように、吸入筒２６と吐出筒２７は同じ方向に向け
て平行に配置されている。吸入筒２６の中心軸と吐出筒２７の中心軸との距離はｄ１であ
る。
【００１６】
実施形態では、吸入筒２６と吐出筒２７はポンプユニット１３の長軸１３ａに平行に配
置されている。しかし、吸入筒２６と吐出筒２７は、ポンプユニット１３の長軸１３ａと
直交する方向に向けて、ケーシング２５の側面から突出させてもよい。
【００１７】
（ｃ）流路ブロック１４
図２と図３（ｂ）、（ｃ）に示すように、流路ブロック１４は、概略、中心軸３０（図
２参照）を有する円柱状の塊で、中心軸３０を中心とする円形の上端面（第１の外面部分
）３１及び下端面（第２の外面部分）３２と、上端面３１と下端面３２の外周縁を連結す
る外周円筒面（第２の外面部分）３３によって輪郭が形成されている。
【００１８】
実施形態において、流路ブロック１４の上部と下部にはそれぞれ、流路ブロック１４を
容器１２とポンプユニット１３に連結する容器連結構造３４とポンプ連結構造３５が形成
されている。
【００１９】
実施形態において、容器連結構造３４は、容器１２の下端開口２３の内側に丁度嵌めこ
む（内嵌する）ことができる大きさと形状に作られた流路ブロック１４の上部構造、具体
的には流路ブロック１４の上端面３１と、上端面３１の外周縁に隣接する外周円筒面上端
部分によって実現されている。したがって、流路ブロック１４の容器連結構造３４を容器
下端開口２３に内嵌した状態（図１に示すように、流路ブロック１４の上端部分を容器１
２の下端開口内側に嵌め込んだ状態）で、流路ブロック１４の上端面３１が容器１２の内
部空間に対向する。
【００２０】
実施形態において、ポンプ連結構造３５は、流路ブロック１４の下端面３２に形成され
た複数の孔（後述する第３の孔４１と第４の孔４２）によって実現されている。
【００２１】
例えば、流路ブロック１４の上端面３１には、流路ブロック１４の中心軸３０に平行な
方向に向けて、第１の孔（吸入口）３６と第２の孔３７が形成されている。第１の孔３６
は、後述するように下端面３２に形成された第３の孔４１と同軸に配置され、第３の孔４
１と共に、流路ブロック１４の上端面３１と下端面３２を中心軸３０に平行に真っすぐに
貫通する一つの孔を構成している。一方、第２の孔３７は、円筒壁と底壁を有する有底円
筒孔である。
【００２２】
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実施形態において、第１の孔３６の中心軸と第２の孔３７の中心軸はいずれも、流路ブ
ロック１４の中心軸３０（図２）からオフセットしている（偏心している）。また、第１
の孔３６の中心軸と第２の孔３７の中心軸との距離ｄ３は、上述した吸入筒２６の中心軸
と吐出筒２７の中心軸との距離ｄ１よりも大きい。
【００２３】
第１の孔３６は、上述のように貫通孔の上部分を形成する円筒形の孔である。第２の孔
３７は、円筒内壁と底壁によって定義される有底円筒孔で、流路ブロック１４の上端面３
１に隣接する上部孔部分３８と底壁に隣接する下部孔部分３９を有する。上部孔部分３８
と下部孔部分３９は実質的に同じ内径を有するが、上部孔部分３８には内ねじ４０が形成
されている。下部孔部分３９は、内ねじの無い円筒面である。
【００２４】
流路ブロック１４の下端面３２には、流路ブロック１４の中心軸３０に平行な方向に向
けて、第３の孔４１と第４の孔４２が形成されている。第３の孔４１の中心軸と第４の孔
の中心軸との距離ｄ２は、吸入筒２６の中心軸と吐出筒２７の中心軸との距離ｄ１と同じ
である。また、第３の孔４１と第４の孔４２のそれぞれの内径は、吸入筒２６と吐出筒２
７の外径にほぼ等しく、第３の孔４１と第４の孔４２に吸入筒２６と吐出筒２７に丁度は
め込まれるように構成されている。
【００２５】
第３の孔４１は、上述のように、第１の孔３６と同軸に形成されており、第１の孔３６
と共に、流路ブロック１４の上端面３１と下端面３２を真っすぐに貫通する一つの孔を形
成している。
【００２６】
第４の孔４２は、第２の孔３７と同様に円筒壁と底壁を有する有底円筒孔である。特に
図３（ｃ）に示すように、第４の孔４２の中心軸は、第２の孔３７の中心軸からオフセッ
ト（偏心）している。また、第４の孔４２の底壁（天井面）は第２の孔３７の底壁（底面
）よりも上に位置している。そして、第４の孔４２の上端側の円筒壁部分が第２の孔３７
の下部孔部分３９の円筒壁に部分に重なり、第２の孔３７と第４の孔４２を連通する連通
路４３（図３（ａ）、（ｂ）、図４（ｂ）、図５参照）が形成されている。実施形態にお
いて、第４の孔４２の底壁（天井面）の位置は、後述する小径円筒部５３の上端付近に位
置するように決められている。
【００２７】
（ｄ）ノズルブロック１６
流路ブロック１４の第２の孔３７にはノズルブロック１６が着脱可能に内嵌される（す
なわち、ノズルブロック１６が第２の孔３７の内側に嵌め込まれる。）。図４に示すよう
に、ノズルブロック１６は、略円筒状の部材で、第２の孔３７に内嵌された状態で、流路
ブロック１４の中心軸３０に一致する中心軸４４と、中心軸４４に沿ってノズルブロック
１６の上端面から下端面に延在する貫通孔からなる渦流形成流路（第２の旋回流路）４５
を有する。
【００２８】
渦流形成流路４５は、概略４つの形状部分、すなわち、下から上に向かって順番に形成
された、一定の内径を有する円筒部４６と、該円筒部４６の上に隣接して形成された半球
状部４７と、半球状部４７の上に隣接して形成された横断面の小さな絞り部４８と、絞り
部４８の上に隣接して形成された上方に向けて広がる逆テーパ部４９を有する。
【００２９】
図４に示すように、ノズルブロック１６の下部分、さらに具体的には、第２の孔３７に
内嵌される下部領域５０は、流路ブロック１４の第２の孔３７の深さと同じ又はそれより
も若干大きな高さを有する。したがって、ノズルブロック１６を第２の孔３７に内嵌した
状態で、ノズルブロック１６の底面５１が第２の孔３７の底壁に当たり、それらの間がシ
ールされる。
【００３０】

10

20

30

40

50

(8)

JP 7125181 B1 2022.8.24

ノズルブロック下部領域５０は、上部ブロック部分５６と下部ブロック部分５７に分か
れる。上部ブロック部分５６の外周面には外ねじ５２が形成されている。下部ブロック部
分５７の外周面には、中心軸４４を中心として、外ねじ５２よりも小径の段部（すなわち
、小径円筒部５３）が形成されている。外ねじ５２は、第２の孔３７に形成された内ねじ
４０に対応している。したがって、ノズルブロック１６は、ノズルブロック１６の外ねじ
５２を第２の孔３７の内ねじ４０に螺合することによって、流路ブロック１４に着脱可能
に内嵌される。また、ノズルブロック１６が第２の孔３７に内嵌された状態で、図４（ｂ
）に示すように、第２の孔３７の下部孔部分の内周壁部分（外側円筒壁）３７ａとノズル
ブロック１６の段部５３の外周壁部分（内側円筒壁）５３ａとの間には、小径円筒部５３
に対応する環状の周方向流路（第１の旋回流路）５４が形成される。
【００３１】
小径円筒部５３が形成されたノズルブロック１６の下部ブロック部分５７には、外周面
（周方向流路５４を形成する外周面部分（内側円筒壁）５３ａ）と内周面（渦流形成流路
４５を形成する内側円筒壁４５ａ）を貫通する一つ又は複数の径方向流路（連絡流路）５
５が形成されている。実施形態では、４つの径方向流路５５が周方向に等間隔に形成され
ている。各径方向流路５５は、中心軸４４から径方向外側（放射方向）に延びる線（仮想
線）と斜めに交差する方向、例えば渦流形成流路４５の内周面の接線方向に向けられてい
る。したがって、連絡路４３から周方向流路５４に入った液体は、径方向流路５５を流れ
る液体の流れに沿うように、周方向流路５４を図４（ｂ）に示す反時計周り方向（順方向
）に流れる旋回流（第１の旋回流１０１）を形成し、その後、渦流形成流路４５に入った
液体は、径方向流路５５を流れる液体の流れに沿うように、渦流形成流路５５を図４（ｂ
） に 示 す 反 時 計 周 り 方 向 (順 方 向 ） に 流 れ る 旋 回 流 （ 第 ２ の 旋 回 流 １ ０ ２ ） を 形 成 す る 。
【００３２】
［３．組立］
以上の構成を備えた液体混合装置１を組み立てる場合、流路ブロック１４の第２の孔３
７にノズルブロック１６を内嵌して、流路ブロック１４にノズルブロック１６を組み付け
る。この状態で、流路ブロック１４の底面５１が第２の孔３７の底面に当たり、両者の間
がシールされる。また、図５に示すように、ノズルブロック１６の下部外周面に形成され
た第１の旋回流路５４が連通路４３を介して第４の孔４２に連通する。
【００３３】
ハウジング１５から露出しているポンプユニット１３の吸入筒２６と吐出筒２７は、流
路ブロック１４の第３の孔４１と第４の孔４２にそれぞれ内嵌され、ハウジング１５とポ
ンプユニット１３に対して流路ブロック１４が固定される。容器１２は、流路ブロック１
４の上端部分に外嵌される。
【００３４】
組立の順序は任意で、流路ブロック１４と容器１２を連結した後で流路ブロック１４を
ポンプユニット１３に連結してもよいし、流路ブロック１４をポンプユニット１３に連結
した後で流路ブロック１４に容器１２を連結してもよい。
【００３５】
流路ブロック１４とポンプユニット１３の接続部（すなわち、吸入筒２６及び吐出筒２
７の外周面とそれらが内嵌される第３の孔４１及び第４の孔４２の内周面）、また、流路
ブロック１４と容器１２の接続部（すなわち、流路ブロック１４の上部外周面部分とそれ
が内嵌される容器下内周面）には、適宜Ｏリング等のシール材を配置することが好ましい
。その場合、それら接続部を形成する少なくとも一方の部材の面部分にはＯリングを収容
する環状溝を形成し、そこにＯリングを収容することが好ましい。
【００３６】
［４．動作］
以上のようにして組み立てた液体混合装置１を用いて複数の液体を混合又は乳化する場
合、容器１２に混合液を入れた後、ハウジング１５に設けたスイッチをオンする。これに
より、ポンプユニット１３が起動する。混合液は二つ又はそれ以上の異なる材料（液体）
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を含む。異なる材料は、すべてが油性材料又は非油性材料であってもよいし、油性材料と
非油性材料を混ぜたものであってもよい。
【００３７】
ポンプユニット１３が起動すると、容器１２の底部から、流路ブロック１４の第１の孔
３６及び第３の孔４１、ポンプユニット１３の吸入筒２６を介して、ポンプユニット１３
に混合液が吸引される。吸引された混合液は、ポンプ室２５で加圧された後、吐出筒２７
を経由して、流路ブロック１４の第４の孔４２に入る。次に、混合液は、第４の孔４２を
上方に移動し、第４の孔４２と第２の孔３７を連通する連通路４３を介して、第２の孔３
７の底部に形成された環状の周方向流路５４に入る。
【００３８】
後述するように、周方向流路５４と渦流形成流路４５の間を連通する径方向流路５５は
接線方向に形成されている。そのため、周方向流路５４に入った混合液は図４（ｂ）に示
す反時計回り方向（順方向）の旋回流（第１の旋回流）１０１を形成する。また、周方向
流路５４と第４の孔４２を接続する連通路４３は、その大部分が周方向流路５４の外周部
分に形成されている。したがって、第４の孔４２を上昇する混合液の流れは、第４の孔４
２の上部で横方向に切り替わり、小径円筒部５３の外周面に向かって、周方向流路５４に
入る。また、第４の孔４２の上端は周方向流路５４の上端付近にあるため、周方向流路５
４の全高さ範囲に亘って一様に、第４の孔４２から混合液が供給される。したがって、第
４の孔４２から周方向流路５４に入る混合液は、周方向流路５４に形成されている旋回流
に、全高さ方向に関して一様に取り込まれる。
【００３９】
次に、混合液は、周方向流路５４を旋回しながら、複数の径方向流路５５を介して、周
方向流路５４と同心的に形成された渦流形成流路４５の円筒部４６に噴射される。図示す
るように、複数の径方向流路５５の総横断面積は周方向流路５４の横断面よりも小さい。
したがって、径方向流路５５に入った混合液は流速を増す。結果、渦流形成流路４５に噴
射される混合液の流速は非常に大きい。また、径方向流路５５が円筒部４６の接線方向（
すなわち、第１の旋回流１０１に沿った方向）に形成されているため、径方向流路５５か
ら円筒部４６に噴射された混合液は、円筒部４６の壁面（外側円筒壁）３７ａに沿って高
速の旋回流（第２の旋回流）１０２を形成する。また、円筒部４６の中には、壁面に沿っ
て高速で移動する混合液によって形成される高圧領域と、中心軸付近を低速で移動する混
合 液 に よ っ て 低 圧 領 域 （ 例 え ば 、 ０ ． ０ ８ Ｍ Ｐ a以 下 の 真 空 ） が 形 成 さ れ る 。
【００４０】
円筒部４６の混合液は、旋回流１０２を形成しながら半球状部４７に沿って上昇する。
ここで、半球状部４７は上方に進むにしたがって横断面が小さくなっている。したがって
、半球状部４７を上昇する混合液はさらに流速を増す。
【００４１】
半球状部４７の頂上部に到達した混合液はそこから絞り部４８に入る。絞り部４８は最
も断面の小さい部分である。したがって、絞り部４８を通過する混合液には、絞り部４８
の壁面に沿って高速で移動する混合液によって形成される高圧領域と、中心軸付近を低速
で移動する混合液によって低圧（減圧、真空）領域が形成される。
【００４２】
このように、渦流形成流路４５を移動する混合液には、中心軸に沿った低圧領域におい
て、混合液に含まれる溶存空気が気相化して、中心軸に沿った気体柱（真空柱）５８を発
生する。また、渦流形成流路４５を移動する混合液は、遠心力によって渦流形成流路４５
の周壁に強く押し付けられた状態で移動する。これにより、混合液には大きなせん断力が
作用する。
【００４３】
次に、混合液は、絞り部４８から逆テーパ部４９に噴射される。図示するように、逆テ
ーパ部４９は上方に向かうにしたがって横断面積が大きくなっている。したがって、絞り
部４８から逆テーパ部４９に移動した混合液の圧力が解放され、その時の衝撃によって気
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体柱５８が破裂し、ファインバブル（微小気泡）が発生する。
【００４４】
発生したファインバブルは、混合液と共に容器１２内に噴射され、対流し、再び容器１
２の底部からポンプユニット１３に吸引される。
【００４５】
このように、容器１２内の混合液は、容器１２、ポンプユニット１３、流路ブロック１
４及びノズルブロック１６を循環し、その過程で大量のファインバブルを発生する。また
、ファインバブルを含む混合液は、周方向流路５４を移動する過程でファインバブルと一
緒に、周方向流路５４の周壁（外側円筒壁）３７ａに強く押し付けられてせん断（一次せ
ん断）され、渦流形成流路４５を移動する過程でファインバブルと一緒に、渦流形成流路
４５の周壁（円筒壁）４５ａに強く押し付けられてせん断（二次せん断）される。その結
果、混合液を構成する複数の材料は、それぞれが短時間で効率良く非常に細かい乳化粒子
まで乳化される。特に、混合し難い水と油も、ファインバブルの存在の下で、サブミクロ
ンレベルまで効率良く乳化される。
【００４６】
また、渦流形成流路４５に形成された気体柱５８は、容器１２内に形成される旋回流と
相まって、液面上の空気を時折吸い込む。混合液に吸い込まれた空気は、容器１２、ポン
プユニット１３、流路ブロック１４及びノズルブロック１６を循環する間に細かく粉砕さ
れてファインバブルを形成する。このファインバブルは、溶存空気から発生したファイン
バブルと共に混合液の乳化を促進する。
【００４７】
［４．効果］
このように、本発明の実施形態に係る液体混合装置１は、概ね３つの部品（容器１２、
ポンプユニット１３及び流路ブロック１４）によって構成されており、容器１２とポンプ
ユニット１３の間を流体接続する流路が一つの流路ブロック１４の中に形成されているた
め、簡単に組立できるし、簡単に分解して個々の部品を洗浄できる。特に、上述の実施形
態に係る液体混合装置１によれば、ポンプユニット１３に一体的に設けた吸入筒２６と吐
出筒２７を、対応する流路ブロック１４の第３の孔４１と第４の孔４２にそれぞれ差し込
む又は取り外すだけで、ポンプユニット１３に対して流路ブロック１４を簡単に着脱でき
る。したがって、複数の飲料や調味料の中から選択されたものを適宜混合し乳化し、その
味等を容易に確認することができる。したがって、新製品の開発が簡単に行えるようにな
るとともに、家庭や小規模店舗においても界面化製剤などを使わず各種オイルを混ぜ、容
易に好みに応じた味を作り出すことができる。
【００４８】
特に、上述の実施形態に係る液体混合装置１によれば、周方向流路５４と渦流形成流路
４５において高速渦流が形成され、混合液が遠心力によって円筒壁３７ａ、４５ａに強く
押し付けられた状態で移動する。その結果、混合液には大きなせん断力が作用する。特に
、上述の実施形態に係る液体混合装置１によれば、周方向流路５４には、その全高さ範囲
に亘って一様に、第４の孔４２から混合液が供給される。そのため、例えば、周方向流路
に対してその底部のみから混合液が供給される装置では、周方向流路に対してその下方か
ら流れ込む混合液の流れが、周方向流路を周方向に移動しようと流れに干渉して旋回流の
発展を阻害する結果、連絡流路近傍の限られた領域にしか旋回流が発生し得ないのに対し
、上述の実施形態では、周方向流路５４の外周からその全高さ範囲に亘って混合液が周方
向流路に流れ込むため、旋回流の乱れがなく又は少なく、そのために必要なせん断力が得
られる。
【００４９】
また、渦流形成流路４５の中心には気体柱５８が形成される。気体柱５８は、その後圧
力が解放されて破裂し、細かいファインバブルを発生する。発生したファインバブルは、
混合液と共に容器１２、ポンプユニット１３、流路ブロック１４及びノズルブロック１６
を繰り返し循環される。また、循環される過程で、渦流形成流路において混合液と一緒に
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せん断される。結果、混合液は、高度に分散されて乳化される。
【００５０】
［５．他の形態］
ノズルブロック１６の構造及び形状は上述した実施形態に限るものでなく、種々の実施
形態が考えられる。
【００５１】
例えば、図７に示す実施形態のノズルブロック６０は、外周の外ねじが省略されている
。代わりに、本実施形態ノズルブロック６０には、上部ブロック部分５６の外周円筒面６
１の略中断に、中心軸６２に対して対称に、中心軸６２を中心とする周方向に１８０度隔
てて、一対の突起６３が形成されている。一方、ノズルブロック６０が内嵌される流路ブ
ロック１４の第２の孔６４の円筒内面６５には、内ねじが形成されておらず、代わりに、
一対の突起６３に対応して、第２の孔６４の中心軸６６に対称に、中心軸６６を中心とす
る周方向に１８０度隔てて、係合溝６７が形成されている。係合溝６７は、流路ブロック
１４の上端面３１から下方にまっすぐ延在する縦溝部６８と縦溝部６７の下端から時計周
り方向又は反時計周り方向に延在する横溝部６９を含む。縦溝部６８と横溝部６９の深さ
は、突起６３の高さ（径方向の高さ）にほぼ等しく、縦溝部６８の横幅と横溝部６９の縦
幅はそれぞれ突起６３の横幅と縦幅にほぼ等しい。
【００５２】
この実施形態によれば、ノズルブロック６０を第２の孔６４に装着する場合、ノズルブ
ロック６０の突起６３を係合溝６７の縦溝部６８に嵌めた状態で、ノズルブロック６０を
第２の孔６４に挿入し、ノズルブロック６０の突起６３が縦溝部６８の底に到達すると、
該ノズルブロック６０の突起６３を横溝部６９に沿って時計周り方向又は反時計周り方向
に移動させる。これにより、ノズルブロック６０は流路ブロック１４に固定される。ノズ
ルブロック６０を流路ブロック１４から取り外す場合、装着時とは逆の動作を行う。
【００５３】
なお、上述した２つの実施形態のノズルブロック１６，６０において、逆テーパ部の開
き角（テーパ角）は、容器１２の大きさ等の諸条件に基づいて適宜選択することができる
。また、逆テーパ部４９のテーパ面は、図示するようなまっすぐな円錐面である必要はな
く、上方に向かって二次元的に広がるベル型円錐面であってもよい。
【００５４】
図８は、ノズルブロックのさらに別の形態を示す。この図に示すノズルブロック７０は
、渦流形成流路の上端部には、逆テーパ部７０の上に、一定の内径を有する円筒部７１が
形成され、該円筒部７１の上端が天井壁７２によって塞がれている。代わりに、ノズルブ
ロック７０には、円筒部７１の周囲に、円筒部７１を横方向に貫通する複数の噴射孔７３
が、周方向に一定の間隔をあけて形成されている。図示する実施形態では、４つの噴射孔
７３が形成されている。実施形態では、４つの噴射孔７３は、円筒部７１の接線方向に延
びており、渦流形成流路４５を旋回する混合液の旋回方向に沿った方向に向けられている
。噴射孔７３の形は、一定の内径を有する孔であってもよいし、図９（ａ）（ｂ）に示す
ように、内側から外側に向かって次第に内径が大きくなる孔であってもよい。また、各噴
射孔７３は、図９（ａ）に示すように渦巻き状の孔７３ａであってもよいし、図９（ｂ）
に示すようにまっすぐな孔７３ｂであってもよい。
【００５５】
上述の実施形態に係る液体混合装置１では、第２の孔３７の中心軸４４を容器１２の中
心軸２０から偏心させているが、第２の孔３７を流路ブロック１４の中央に形成し、第２
の孔３７の中心軸４４を容器１２の中心軸２０に一致させてもよい。ただし、上述の実施
形態のように、第２の孔３７の中心軸４４をノズルブロック１６の中心軸からオフセット
させることにより、ノズルブロック１６の下部の周囲に周方向流路５４を形成し、そこに
第１の旋回流１０１を形成することが好ましい。これにより、渦流形成流路４５の上流側
で、周方向流路５４の周壁に混合液が押し付けられてせん断（一次せん断）される。その
結果、渦流形成流路４５内におけるせん断（二次せん断）と相まって、混合液の乳化をさ
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らに促進することができる。
【００５６】
図１０は、流路ブロックの他の形態を示す。この流路ブロック８０では、第２の孔８１
の底部に、ノズルブロック１６の渦流形成流路４５を下方に延長して形の円筒室８２が形
成されている。したがって、この実施形態によれば、渦流形成流路４５の長さ、すなわち
、混合液が流路壁面に接触する時間を大きくして、混合液をさらにせん断できる。そのた
め、液体の混合及び乳化がさらに進む。
【００５７】
図１１は、流路ブロックの他の形態を示す。この流路ブロック９０では、第２の孔９１
の底部中央に、空気導入孔９２が形成されている。また、空気導入孔９２の下端には、空
気導入管９３が接続され、該空気導入管９３に流量制御弁９４と逆止弁９５が設けられて
いる。したがって、この実施形態によれば、渦流形成流路４５の中心に形成される真空気
気体柱５８に引かれて、空気導入管９３から空気が吸引される。吸引された空気は気液柱
５８と共に容器１２に噴射されてそこで微細化される。したがって、微細化された空気の
存在によって、液体の混合及び乳化がさらに進む。また、ポンプユニットの駆動が停止し
て気体柱が消滅すると、逆止弁９５の作用によって空気導入管９３が閉鎖し、渦流形成流
路４５からの液体の漏れが防止される。
【００５８】
その他、上述の実施形態に係る液体混合装置１では、流路ブロック１４の上端部分を容
器１２の下端開口２３の形状に合わせることによって、流路ブロック１４の上端部分を容
器１２の下端開口２３に内嵌したが、流路ブロック１４の上端部分に容器下端部の外周形
状に対応する円形の窪みを形成し、この窪みに容器下端部を嵌め込むようにしてもよい。
【００５９】
また、上述の実施形態の液体混合装置１では、流路ブロック１４の下端面３２に第３の
孔と第４の孔を形成したが、流路ブロック１４の外周側面に第３の孔と第４の孔を形成し
てもよい。この場合も、第３の孔と第４の孔の間隔は、吸入筒と吐出筒との間隔に等しく
設定される。また、第１の孔３６と第３の孔はそれらの中心軸を直角に交差させ、第２の
孔３７と第４の孔はそれらの中心軸が交差せず、第４の孔の内周面を第２の孔の下部内周
面と交差させて、そこに第４の孔と第２の孔を連通する連通孔を形成する。
【符号の説明】
【００６０】
１：液体混合装置（乳化装置）
１１：液体
１２：容器
１３：ポンプユニット
１４：流路ブロック
１５：ハウジング
１６：ノズルブロック
２０：中心軸
２１：円筒壁
２２：上端開口
２３：下端開口
２４：モータ
２５：ケーシング
２６：吸入筒（吸引筒）
２７：吐出筒（吐出筒）
３０：中心軸
３１：上端面（第１の外面部分）
３２：下端面（第２の外面部分）
３３：外周円筒面
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３４：容器連結構造
３５：ポンプ連結構造
３６：第１の孔
３７：第２の孔
３８：上部孔部分
３９：下部孔部分
４０：内ねじ
４１：第３の孔
４２：第４の孔
４３：連通路
４４：中心軸
４５：渦流形成流路（第２の旋回流路）
４６：円筒部
４７：半球状部
４８：絞り部
４９：テーパ部
５０：下部領域
５２：外ねじ
５３：段部（小径円筒部）
５４：周方向流路（第１の旋回流路）
５５：径方向流路（連絡流路）
５６：上部ブロック部分
５７：下部ブロック部分
【要約】
（修正有）
【課題】簡単且つ容易に組立と分解を行うことができる、新たな気液せん断方式の混合装
置又は乳化装置を提供する。
【解決手段】液体混合装置１は、ポンプユニット１３、容器１２、流路ブロック１４を有
し、ポンプユニット１３は、ポンプ室を囲むケーシングと、吸入筒と吐出筒を備え、吸入
筒と吐出筒は平行に配置されてケーシングに一体的に固定されており、容器連結構造は、
容器の下端開口２３に連結した状態で容器の内部に対向する領域に形成され、容器連結構
造を容器の下端開口に連結した状態で容器の中心軸に平行な方向に向かって延在する第１
の孔と第２の孔を含む。ノズルブロック１６は、第２の孔に内嵌された状態で第２の孔の
中心軸に平行な方向に向けて延在する円筒状の渦流形成流路と、第２の孔と渦流形成流路
とを連絡する連絡流路を備える。
【選択図】図１
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１１】

【図１０】
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