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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】液体加熱が均一で、昇降温が速く、且つ使用安
全性に適合できる効果を達成する液体即時加熱装置を提
供する。
【解決手段】管体１及び誘導コイル２を含み、管体１内
部に液体を流通させることができる通路１０を形成し、
管体１外部が長さ方向に沿って導線２１を巻き付けて誘
導コイル２を形成する。誘導コイル２は、外部電源供給
装置中の制御回路に接続し、パルス又は発振信号を通過
した後、交流磁場を形成し、管体１又は通路１０中に貫
通設置する磁性体に電磁誘導を発生させ、渦電流を誘発
させ、管体１又は磁性体が渦電流の影響を受ける時、自
身で熱エネルギーを発生し、液体を通路に通過させる時
、管体１又は磁性体の加熱作用を受けることができ、管
体１又は磁性体が直接発熱後、液体に対し、即時加熱を
行うことができる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　管体及び誘導コイルを含み、管体内部に予め設けた液体を流通させることができる通路
を形成し、管体外部が長さ方向に沿って導線を巻き付けて誘導コイルを形成し、且つ誘導
コイルは、外部電源供給装置中の制御回路に接続し、パルス又は発振信号を通過した後、
交流磁場を形成し、管体に電磁誘導を発生させ、渦電流を誘発させ、直接発熱させ、予め
設けた液体に加熱を行う液体即時加熱装置。
【請求項２】
　前記管体は、中空の磁性鋼管又は鉄管であることができる請求項１に記載の液体即時加
熱装置。
【請求項３】
　前記管体及び誘導コイル外部は、殻体を結合定位し、殻体内部に収容空間を形成し、且
つ管体の二端の箇所は、殻体外部に凸状に延伸する請求項１に記載の液体即時加熱装置。
【請求項４】
　前記殻体は、金属又は絶縁材質で形成されることができ、殻体の外表面位置に導線を外
部に引き出させることができる複数の貫通孔を有する請求項３に記載の液体即時加熱装置
。
【請求項５】
　管体及び誘導コイルを含み、管体内部に予め設けた液体を流通させることができる通路
を形成し、通路中に磁性体を貫通設置し、管体外部が長さ方向に沿って導線を巻き付けて
誘導コイルを形成し、且つ誘導コイルは、外部電源供給装置中の制御回路に接続し、パル
ス又は発振信号を通過した後、交流磁場を形成し、管体中の磁性体に電磁誘導を発生させ
、渦電流を誘発させ、直接発熱させ、予め設けた液体に加熱を行う液体即時加熱装置。
【請求項６】
　前記管体は、セラミック又は耐熱プラスチックの絶縁材質で形成されることができる請
求項５に記載の液体即時加熱装置。
【請求項７】
　前記管体は、銅又は鉛が高透磁率を有さない金属材料で形成されることができる請求項
５に記載の液体即時加熱装置。
【請求項８】
　前記磁性体は、磁性鋼管又は鉄管であることができる請求項５に記載の液体即時加熱装
置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、液体即時加熱装置に関し、特に、管体上に誘導コイルを巻き付けて形成し、
パルス又は発振信号により管体に電磁誘導を発生させ、渦電流を誘発させ、管体により直
接発熱した後に管体内に流通する液体に対し、即時加熱し、液体加熱が均一で、昇降温が
速く且つ使用安全性に適合可能な効果を達成する液体即時加熱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般の液体、例えば、水、飲料又は工業用流体液剤、薬剤等は、常温で使用し、特に加
熱する必要がなく、高温殺菌、煮沸、熱交換等の用途を行う場合に初めて加熱を行い、且
つ用途の違いにより異なる使用状態及び方式を有し、飲用水又は飲料は、飲用水機、加熱
器、コーヒーマシン等機器により殺菌又は加熱を行った後に飲用とすることができる。
　工業用流体液剤、薬剤は、加熱後に電界電気メッキ、熱溶解等の用途を行うが、液体加
熱時に多くが、ガス又は燃油点火加熱を利用し、ガスは危険性が高く、燃油は、消費量が
大きく、排気ガスを発生し易い等、加熱の過程において、事故を発生し易く、某業者は、
太陽エネルギーから取得したエネルギー源を採用し加熱を行っているが、太陽エネルギー
の使用時、依然として天気の影響を受け、太陽エネルギー設備が高価であり、且つ加熱の
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速度が遅い等の問題がある。
【０００３】
　従って、現在市場で最も普遍で、迅速で効率的な方式は、依然として電熱器を利用し加
熱を行うものであり、従来の電熱器の加熱方式は、多くが電流を利用し、タングステン線
、ニクロム線、石英又はセラミックに通過させて発熱し（ジュール効果）、輻射電磁波方
式でエネルギーを被加熱物に伝え、加熱の目的を達成する。
　それは、上記各種加熱方式の問題及び困難を回避できるが、タングステン線、ニクロム
線、石英、セラミック等の加熱部材の物性は、何れも電気抵抗性であり、電流が通過した
後、数秒待った後に初めて被加熱物が徐々に最高温度まで昇温し、加熱速度が遅く、加熱
効率が理想的でないだけでなく、且つ加熱部材の電気抵抗性が電流の通過を利用し発熱し
、制御部材により電熱器を制御することで、所定温度に精確に到達でき、制御部材の故障
時、電熱器が加熱を停止できず、温度が持続的に上昇し、着火燃焼等を誘発し、使用上予
期できない危険を発生し、当業者は、新たな設計により効率的に解決することが期待され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１９５２７０号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　故に、考案者は、従来の加熱装置の使用上の問題及び欠陥に鑑み、関連資料を収集し、
多方面の評価及び考慮を経て、当業界に従事した長年の研究経験を利用し、絶え間ない試
作及び修正を行い、ようやく、この種の液体即時加熱装置を設計している。
【０００６】
　本考案の目的は、管体内部に液体を流通させることができる通路を形成し、管体外部が
長さ方向に沿って導線を巻き付けて誘導コイルを形成し、且つ誘導コイルは、外部電源供
給装置中の制御回路に接続し、パルス又は発振信号を通過した後、交流磁場を形成し、管
体又は通路中に貫通設置する磁性体に電磁誘導を発生させ、渦電流を誘発させ、管体又は
磁性体が渦電流の影響を受ける時、自身で熱エネルギーを発生し、液体を通路に通過させ
る時、管体又は磁性体の加熱作用を受けることができ、管体又は磁性体が直接発熱後、液
体に対し、即時加熱を行うことができ、液体加熱が均一で、昇降温が速く、且つ使用安全
性に適合できる効果を達成することである。
【０００７】
　本考案のもう１つの目的は、外部電源供給装置に故障が発生した（過負荷、損壊短絡等
）時、該誘導コイルの電気誘導が直流電圧を短絡とみなし、制御回路中のヒューズを溶断
し、断電保護を行い、温度が上昇し続け着火燃焼を誘発することを回避し、全体の使用上
の安全性を確保し、管体及び誘導コイル外部、金属又は絶縁材質で形成される殻体が有す
る遮蔽及び隔離効果を利用し、電磁波の散逸を効率的に防止し、使用者の健康を保護する
ことができるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本考案の液体即時加熱装置は、管体及び誘導コイルを含み、管体内部に予め設けた液体
を流通させることができる通路を形成し、管体外部が長さ方向に沿って導線を巻き付けて
誘導コイルを形成し、且つ誘導コイルは、外部電源供給装置中の制御回路に接続し、パル
ス又は発振信号を通過した後、交流磁場を形成し、管体に電磁誘導を発生させ、渦電流を
誘発させ、直接発熱させ、予め設けた液体に加熱を行う。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案の液体即時加熱装置は、管体及び誘導コイルを含み、該管体内部に液体を流通さ
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せることができる通路を形成し、管体外部が長さ方向に沿って導線を巻き付けて誘導コイ
ルを形成し、且つ誘導コイルは、外部電源供給装置中の制御回路に接続し、パルス又は発
振信号を通過した後、交流磁場を形成し、管体又は通路中に貫通設置する磁性体に電磁誘
導を発生させ、渦電流を誘発させ、管体又は磁性体が渦電流の影響を受ける時、自身で熱
エネルギーを発生し、液体を通路に通過させる時、管体又は磁性体の加熱作用を受けるこ
とができ、管体又は磁性体が直接発熱後、液体に対し、即時加熱を行うことができ、液体
加熱が均一で、昇降温が速く、且つ使用安全性に適合できる効果を達成する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案の側面図である。
【図２】本考案の磁力線分布図である。
【図３】本考案の好適実施例の立体外観図である。
【図４】本考案の好適実施例の側面断面図である。
【図５】本考案のもう１つの好適実施例の側面図である。
【図６】本考案のもう１つの好適実施例の磁力線分布図である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　上記目的及び効果を達成する為に本考案が採用する技術手段及びその構造について完全
に理解できるようにする為、図面に合わせて、本考案の好適実施例を挙げ、その構造及び
効果を以下に説明する。
【００１２】
　図１、図２、図３、図４を参照し、それらは、それぞれ本考案の側面図、磁力線分布図
、好適実施例の立体外観図、好適実施例の側面断面図であり、図から分かるように、本考
案は、管体１、誘導コイル２及び殻体３を含む。
　管体１は、細長状を呈する中空磁性鋼管又は鉄管であることができ、そのうち、中空内
部に通路１０を形成し、通路１０の二端箇所にそれぞれ液体４を流通させることができる
入口１０１及び出口１０２を有し、管体１外分に長さ方向に沿って導線２１を利用し、所
定の巻き数で巻き付けコイル２を形成し、引き出しを行い、外部電源供給装置の制御回路
と互いに接続させ、且つ、該制御回路は、パルス又は所定発振周波数信号を発生して、誘
導コイル２に伝送し、必要な電流を供給させることができる。
【００１３】
　また、本考案は、飲用水機、電解水機、熱水器、コーヒーマシン、工業用液剤、薬剤等
の器具又はその他液体を加熱させることができる機器又は設備に応用することができ、管
体１及び誘導コイル２外部は、更に、殻体３を結合定位でき、殻体３内部に管体１及び誘
導コイル２を収容可能な収容空間３０を形成し、且つ管体１の二端箇所は、殻体３外部に
凸状に延伸し、且つ露出し、所定管路と互いに接続し、液体４を入口１０１箇所から管体
１の通路１０内に流入させ、出口１０２箇所から送り出し、殻体３の外表面位置には、誘
導コイル２の導線２１を外部まで引き出させることができる複数の貫通孔３１を有する。
【００１４】
　本考案の使用時、外部電源供給装置中の制御回路を利用し、交流電圧のパルス又発振信
号を発生させ、誘導コイル２の導線２１に出力し、誘導コイル２に電流を通過させた後、
交流磁場を形成し、管体１は、磁性鋼管、鉄管又はその他の磁性体であることができ、周
囲の交流磁場の変化を受けて電磁誘導を発生して渦電流(Eddy Currents)を誘発し、管体
１自身が電気抵抗を有する。
　管体１内の電子が渦電流の影響を受ける時、自身で熱エネルギーを発生し、液体４に管
体１の磁力線方向に沿って通路１０を通過時に加熱作用を受けさせ、即ち、渦電流を介し
て管体１を発熱後に管体１内部に流通する液体４に即時加熱の目的を達成させ、管体１が
有する電磁性能を利用し、直決加熱し、液体４の加熱が均一で、昇降温が速い効果を確保
することができる。
【００１５】
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　しかしながら、外部電源供給装置の制御回路中の電子部材に故障が発生した（過負荷、
損壊短絡等）時、該誘導コイル２の電気誘導は、直流電圧を短絡とみなし、制御回路中の
ヒューズを溶断させ、断電保護を行い、温度が上昇を続けて着火燃焼減現象を誘発するこ
とを回避し、全体の使用上の安全性を確保し、金属又は絶縁材質で形成される殻体３が有
する遮蔽及び隔離の効果を利用し、電磁波の散逸を効率的に防止し、使用者の健康を更に
保護することができる。
【００１６】
　図５、図６を併せて参照して説明するが、それらは、それぞれ本考案のもう１つの好適
実施例の側面図、磁力線分布図であり、図から分かるように、そのうち、該管体１は、セ
ラミック、耐熱プラスチックの絶縁材質であるか、銅、鉛等の高透磁率を有さない金属材
料で形成されることができ、管体１の通路１０中に磁性体１１を貫通設置し、且つ該磁性
体１１は、磁性鋼管又は鉄管であることができ、使用時、管体１上に巻き付けた誘導コイ
ル２を利用し、パルス又は発振信号を通過させた後、管体１中の磁性体１１に電磁誘導を
発生させ、渦電流を誘発し、直接発熱させ、磁性体１１が管体１内部に流通する液体４に
対し即時加熱を行うことができ、液体４の加熱が均一で、昇降温が速く且つ使用安全性に
適合可能な効果を達成する。
【００１７】
　図１、図３、図４、図５を参照して説明する。本考案は、管体１外部に誘導コイル２を
巻き付け形成し、外部電源供給装置が出力するパルス又は発振信号により交流磁場を形成
し、管体１又は磁性体１１により直接加熱後、管体１内に流通する液体４に即時加熱を行
うが、該実施例は、本考案の特許請求範囲を限定することに用いるのではなく、本考案が
開示する技術精神を離脱せずに完成される均等変化及び修飾変更は、何れも本考案の特許
範囲に含むものである。
【００１８】
　なお、本考案では好ましい実施例を前述の通り開示したが、これらは決して本考案に限
定するものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本考案の精神と領域を脱しない
均等の範囲内で各種の変動や潤色を加えることができることは勿論である。
【符号の説明】
【００１９】
１　管体
１０　通路
１０１　入口
１０２　出口
１１　磁性体
２　誘導コイル
２１　導線
３　殻体
３０　収容空間
３１　貫通孔
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月16日(2013.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　管体及び誘導コイルを含み、管体内部に予め設けた液体を流通させることができる通路
を形成し、管体外部が長さ方向に沿って導線を巻き付けて誘導コイルを形成し、且つ誘導
コイルは、外部電源供給装置中の制御回路に接続し、パルス又は発振信号を通過した後、
交流磁場を形成し、管体に電磁誘導を発生させ、渦電流を誘発させ、直接発熱させ、予め
設けた液体に加熱を行う液体即時加熱装置。
【請求項２】
　前記管体は、中空の磁性鋼管又は鉄管である請求項１に記載の液体即時加熱装置。
【請求項３】
　前記管体及び誘導コイル外部は、殻体を結合定位し、殻体内部に収容空間を形成し、且
つ管体の二端の箇所は、殻体外部に凸状に延伸する請求項１に記載の液体即時加熱装置。
【請求項４】
　前記殻体は、金属又は絶縁材質で形成され、該殻体の外表面位置に導線を外部に引き出
させることができる複数の貫通孔を有する請求項３に記載の液体即時加熱装置。
【請求項５】
　管体及び誘導コイルを含み、管体内部に予め設けた液体を流通させることができる通路
を形成し、通路中に磁性体を貫通設置し、管体外部が長さ方向に沿って導線を巻き付けて
誘導コイルを形成し、且つ誘導コイルは、外部電源供給装置中の制御回路に接続し、パル
ス又は発振信号を通過した後、交流磁場を形成し、管体中の磁性体に電磁誘導を発生させ
、渦電流を誘発させ、直接発熱させ、予め設けた液体に加熱を行う液体即時加熱装置。
【請求項６】
　前記管体は、セラミック又は耐熱プラスチックの絶縁材質で形成される請求項５に記載
の液体即時加熱装置。
【請求項７】
　前記管体は、銅又は鉛が高透磁率を有さない金属材料で形成される請求項５に記載の液
体即時加熱装置。
【請求項８】
　前記磁性体は、磁性鋼管又は鉄管である請求項５に記載の液体即時加熱装置。
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