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(54)【発明の名称】家庭用豆腐製造装置

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  豆乳 が収 容される豆乳容器と 、
  該豆 乳容 器内に対向配置され該豆乳に電圧を印加する一対の電極と、
  該一 対の 電極と接触させて給電する一対の接点金具と、
  該一 対の 接点金具の近傍に露出して配置された一対の金属片と、
  該豆 乳容 器が収納される容器収納部 及び該容器収納部を覆う開閉自在の蓋部を有する本
体と、
  該蓋 部を 開けることに連動して、該電極への電圧の印加を遮断する手段と、
を備 え、
  該一 対の 接点金具の一方と、その近傍に配置された該金属片とは、それぞれ電源の相異
なる 極に 接続され、また、該金属片と該電源との間には高抵抗が直列に接続されており、
該接 点金 具と該金属片とが短絡すると、そこに流れる電流を感知して、該接点金具への給
電を 遮断 することを特徴とする 家庭用豆腐製造装置。
【請 求項 ２】
  豆乳 が収 容される豆乳容器と、
  該豆 乳容 器内に対向配置され該豆乳に電圧を印加する一対の電極と、
  該一 対の 電極と接触させて給電する一対の接点金具と、
  該豆 乳容 器が収納される容器収納部及び該容器収納部を覆う開閉自在の蓋部を有する本
体と 、
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  該蓋 部を 開けることに連動して、該電極への電圧の印加を遮断する手段と、
を備 え、
  該豆 乳容 器の対向する側壁には、それらの側壁上端部から外側に向かって形成された一
対の 電極 当接部が設けられ、該一対の電極の各上端部には、該一対の電極当接部の下面と
当接 する 一対の電極延設部が設けられ、また、該容器収納部の両側には、該一対の接点金
具が 配設 された一対の接点支持部が設けられており、
  該豆 乳容 器が該容器収納部に収納されると、該一対の接点金具と該一対の電極延設部の
下面 とが 当接し、且つ、該一対の電極延設部の上面と該一対の電極当接部の下面とが当接
する こと を特徴とする家庭用豆腐製造装置。
【請 求項 ３】
前記 接点 金具が配置された部分の周囲に、断面円弧状の先端を有する突出部を有すること
を特 徴と する請求項１ 又は２ に記載の家庭用豆腐製造装置。
【請 求項 ４】
前記 豆乳 容器と前記一対の電極とが、それぞれ着脱可能な別部材であることを特徴とする
請求 項１ から３のいずれかに記載の家庭用豆腐製造装置。
【請 求項 ５】
前記 容器 収納部の底部から上方に突出した部分に設けられた温度検知部と、前記豆乳容器
の底 面の 外面に形成され該温度検知部の上端部が当接する凹部とをさらに備えることを特
徴と する請 求項１から ４のいずれかに記載の家庭用豆腐製造装置。
【請 求項 ６】
前記 温度 検知部が、前記本体の底部に設けられた弾性手段により付勢されていることを特
徴と する請 求項５に記載の家庭用豆腐製造装置。
【請 求項 ７】
前記 一対 の電極のうち少なくとも一方が、複数の独立した電極板から構成され、該複数の
電極 板の 各々に電流遮断手段が接続されていることを特徴とする請求項１から６のいずれ
かに 記載 の家庭用豆腐製造装置。
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、家庭用豆腐製造装置に関する。より詳細には、本発明は、安全で、衛生的で
、か つ、 優れた品質の豆腐を効率的に製造し得る家庭用豆腐製造装置に関する。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
  一般 に、 豆腐は、豆乳や豆汁を収容した容器を蒸気等を用いて加熱することにより豆乳
等を 間接 的に加熱する間接加熱方式を用いて製造されている。間接加熱方式では、装置が
大型 化す るだけでなく、加熱効率が悪いので、当該方式を用いて家庭で豆腐を製造するこ
とは 困難 である。さらに、間接加熱方式では、容器内の温度を均一に保持することが困難
であ るの で、均質な豆腐を得ることが困難である。
【０ ００ ３】
  近年 、対 向する一対の電極を豆乳等に浸漬し、電極間に所定の電圧を印加して通電する
こと によ って、豆乳等をジュール熱を利用して直接加熱して豆腐や湯葉を製造する装置が
提案 され ている（例えば、特許文献１参照）。このような装置は小型化が可能であり、容
器内 の温 度を均一に保持することも比較的容易であるので、家庭における使用の可能性を
開く もの である。
【０ ００ ４】
  しか し、 特許文献１に記載の装置によれば、容器や電極板の洗浄が困難であり、洗浄に
非常 に長 時間を要するという問題がある。さらに、電極板が豆乳容器中の豆乳に浸漬され
るの で、 充電部である電極が露出することとなる。その結果、豆乳（導電性液体）を電極
周辺 に誤 ってこぼし、筐体の外に滲み出た豆乳が電気の流路を形成した場合には、人がそ
れに 触れ ると感電するおそれがある。
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【特 許文 献１】特開２００４－２４２３３号公報
【０ ００ ５】
  以上 のよ うに、家庭において誰でも気楽にかつ安全に豆腐を作ることができる装置が望
まれ てい る。
【発 明の 開示】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ００ ６】
  本発 明は 、上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするとこ
ろは 、安 全で、衛生的で、かつ、優れた品質の豆腐を効率的に製造し得る家庭用豆腐製造
装置 を提 供することにある。
【課 題を 解決するための手段】
【０ ００ ７】
  本発 明の 家庭用豆腐製造装置は、豆乳が収容される豆乳容器と、該豆乳容器内に対向配
置さ れ該 豆乳に電圧を印加する一対の電極と 、該一対の電極と接触させて給電する一対の
接点 金具 と、該一対の接点金具の近傍に露出して配置された一対の金属片と、該豆乳容器
が収 納さ れる容器収納部 及び 該容器収納部を覆う開閉自在の蓋部を有する本体と、該蓋部
を開 ける ことに連動して、該電極への電圧の印加を遮断する手段と、を備え、該一対の接
点金 具の 一方と、その近傍に配置された該金属片とは、それぞれ電源の相異なる極に接続
され 、ま た、該金属片と該電源との間には高抵抗が直列に接続されており、該接点金具と
該金 属片 とが短絡すると、そこに流れる電流を感知して、該接点金具への給電を遮断する
。こ のよ うな構成によれば、 蓋部 を開けることに連動して、電極への電流供給を遮断する
ので 、蓋部が開いたときには常に電極の電位がゼロになる。その結果、使用者が出来上が
った 豆腐 を取り出す際の安全性を高めることができる。また、仮に誤って豆乳（導電性液
体） をこ ぼし接点金具を濡らしたとしても、その近傍の金属片との間に回路が形成される
。こ の回 路に流れる電流を感知して、接点金具－電極への電源を遮断すれば、豆乳をこぼ
した 場合 であっても、そのことによって使用者が感電する可能性はなく、安全性をさらに
高め るこ とができる。また、短時間に流れる電流を微弱にするために、金属片と電源との
間に は高 抵抗を直列に接続しているので、仮に金属片を直接手で触れても電撃を受ける心
配は ない 。
【０ ００ ８】
  本発 明の 家庭用豆腐製造装置は、豆乳が収容される豆乳容器と、該豆乳容器内に対向配
置さ れ該 豆乳に電圧を印加する一対の電極と、該一対の電極と接触させて給電する一対の
接点 金具 と、該豆乳容器が収納される容器収納部及び該容器収納部を覆う開閉自在の蓋部
を有 する 本体と、該蓋部を開けることに連動して、該電極への電圧の印加を遮断する手段
と、 を備 え、該豆乳容器の対向する側壁には、それらの側壁上端部から外側に向かって形
成さ れた 一対の電極当接部が設けられ、該一対の電極の各上端部には、該一対の電極当接
部の 下面 と当接する一対の電極延設部が設けられ、また、該容器収納部の両側には、該一
対の 接点 金具が配設された一対の接点支持部が設けられており、該豆乳容器が該容器収納
部に 収納 されると、該一対の接点金具と該一対の電極延設部の下面とが当接し、且つ、該
一対 の電 極延設部の上面と該一対の電極当接部の下面とが当接する。このような構成によ
れば 、豆 乳容器を容器収納部に収納することによって、一対の電極延設部の下面を一対の
接点 金具 に当接させることができる。
【０ ０１ ０】
  好ま しい 実施形態においては、上記家庭用豆腐製造装置は、上記接点金具が配置された
部分 の周 囲に、断面円弧状の先端を有する突出部を有する。このような構成によれば、仮
に豆 乳を こぼしても、突出部にこぼれた豆乳は該突出部から下に流れ落ちる。その結果、
こぼ れた 豆乳は突出部によって分離されるので、突出部より外側への回路の形成が防止さ
れる 。し たがって、感電の可能性が顕著に減少する。
【０ ０１ ２】
  好ま しい 実施形態においては、上記豆乳容器と上記一対の電極とは、それぞれ着脱可能
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な別 部材 である。このような構成によれば、豆乳容器や電極の組立ておよび分解が容易と
なり 、結 果として、掃除が容易となり、非常に衛生的である。
【０ ０１ ３】
  好ま しい 実施形態においては、上記家庭用豆腐製造装置は、上記容器収納部の底部から
上方 に突 出した部分に設けられた温度検知部と、上記豆乳容器の底面の外面に形成され該
温度 検知 部の上端部が当接する凹部とをさらに備える。このような構成によれば、豆乳温
度と 温度 検知部表面温度との差が小さくなり、かつ、外気温度等の外的要因の影響を受け
るこ とも 少なくなるので、優れた品質を有する豆腐を安定して得ることができる。
【０ ０１ ４】
  好ま しい 実施形態においては、上記温度検知部は、上記本体の底部に設けられた弾性手
段に より 付勢されている。このような構成によれば、温度検知部が豆乳容器と密着するの
で、 豆乳 温度をより正確に検知できるので、より優れた品質を有する豆腐をより安定して
得る こと ができる。
【０ ０１ ５】
  好ま しい 実施形態においては、上記一対の電極のうち少なくとも一方は、複数の独立し
た電 極板 から構成され、該複数の電極板の各々に電流遮断手段が接続されている。このよ
うな 構成 によれば、均質で固さのばらつきのない豆腐を得ることができる。より具体的に
は、 豆乳 （実質的には、豆乳と凝固剤との混合液）は凝固するにしたがって電流を流しや
すく なる 。したがって、凝固が進んだ部位に接する電極板に流れる電流を遮断することに
より （当 該電極に流れる電流が一定値以上になった場合に遮断することにより）、豆乳全
体の 凝固 反応が平均化され、固さのばらつきのない豆腐を得ることができる。
【発 明の 効果】
【０ ０１ ７】
  以上 のよ うに、本発明によれば、安全で、衛生的で、かつ、優れた品質の豆腐を効率的
に製 造し 得る家庭用豆腐製造装置が提供される。
【発 明を 実施するための最良の形態】
【０ ０１ ８】
  本発 明の 好ましい実施形態について図面を参照して説明するが、本発明はこれらの実施
形態 には 限定されない。図１は、本発明の好ましい実施形態による家庭用豆腐製造装置の
開蓋 状態 における概略斜視図である。図２（ａ）は、図１の装置の概略断面図であり、（
ｂ） は、 温度検出部の拡大断面図である。図３は、図１の装置に用いられる豆乳容器およ
び電 極を 説明する概略斜視図である。豆腐製造装置１００は、豆乳が収容される豆乳容器
１０ と、 豆乳容器１０内に対向配置された一対の電極２０ａおよび２０ｂと、この電極２
０ａ およ び２０ｂと接触させて給電する一対の接点金具３０ａおよび３０ｂと、本体４０
とを 備え る。本体４０は、豆乳容器１０が収納される容器収納部４１と、容器収納部４１
を覆 う開 閉自在の蓋部４２と、操作部４３とを有する。操作部４３は、電圧を印加する電
源（ 図示 せず）のオン／オフを行う操作スイッチ４３ａと、通電状態を知らせる電源ラン
プ４ ３ｂ と、装置の動作状態を知らせる調理中ランプ４３ｃとを有する。例えば、調理中
ラン プ４ ３ｃは、豆腐を製造中の場合には点灯し、製造が終了すると（電極への給電が停
止す ると ）消灯する。調理中ランプの消灯に連動させて、音声で豆腐ができたことを知ら
せる よう にしてもよい。
【０ ０１ ９】
  容器 収納 部４１は、本体４０のほぼ中央部に開口して形成されている。容器収納部４１
の両 側に は、所定の高さで本体４０と一体的に成形された支持台部４４が設けられ、支持
台部 ４４ の上端のほぼ中央部には、合成樹脂、ガラス、陶器などの絶縁物で形成された接
点支 持部 ４５が設けられている。接点支持部４５の上面には、上記接点金具３０ａおよび
３０ ｂが 設けられている。接点金具３０ａおよび３０ｂは、金属等の導電性物質から形成
され てい る。接点金具３０ａおよび３０ｂは、接点支持部４５から上方に突起状や突条に
突出 させ て設けてもよく、導電性物質の小片を接点支持部に固着させてもよい（図１では
、小 片を 固着させた例を示している）。容器収納部４１の底部には、温度検知部６０が設
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けら れて いる。温度検知部６０の詳細については後述する。また、容器収納部４１の底部
には 、こ ぼれた豆乳等を排出するための排出孔７０が形成されている。
【０ ０２ ０】
  蓋部 ４２ は、容器収納部４１を覆うようにして、本体４０に開閉自在に取り付けられて
いる 。蓋 部４２は、代表的には、枢着部４２ａを介して本体に枢着されている。蓋部４２
には 、当 該蓋部を閉じた際に豆乳容器１０の上端部の電極当接部に当接されるような高さ
に形 成さ れた蓋部当接部４６が設けられている。また、蓋部４２には、蓋部４２および本
体４ ０の 係止と解除とを自在に行う開閉ボタン４７が設けられている。
【０ ０２ １】
  本発 明の 豆腐製造装置においては、蓋部４２を開けることに連動して、電極２０ａおよ
び２０ ｂへ の電圧の印加を遮断する手段５０が設けられている。この遮断手段５０は、代
表的 には 、いわゆる両切りスイッチである。すなわち、豆腐製造装置は家庭用電源（単相
１０ ０Ｖ ）に接続して用いられるが、蓋部４２を開けることに連動して、２本の電線の両
側と もに 遮断するようにされている。
    
【０ ０２ ２】
  豆乳 容器 １０は、上部が開口した有底の箱状に形成され、豆乳を収容する。豆乳容器１
０は 、代 表的には、合成樹脂（代表的には、ポリアセタール等のエンジニアリングプラス
チッ ク、 または、ポリアクリル酸エステル等の汎用熱可塑性樹脂）から形成されている。
図４ に示 すように、豆乳容器１０には、取手８１（図３では省略）が着脱可能に取り付け
られ てい る。取手８１は、取手を介して豆乳容器を持つ状態では外れず、取手を横に倒し
た状 態（ 例えば、豆乳容器をテーブルに置いた場合、豆乳容器の装置本体への収容時）で
のみ 取り 外し可能なように設計されている。取手８１を着脱可能とすることにより、豆乳
容器 の洗 浄が容易となり、衛生的である。豆乳容器１０には、一対の電極２０ａおよび２
０ｂ が取 り付けられる。すなわち、豆乳容器と電極とは別部材であり、互いに着脱可能で
ある 。図 ３に示す実施形態においては、豆乳容器１０の側壁には、側壁上端部から外側に
向か って 水平に形成され、その下面が電極延設部２１の上面と当接する電極当接部１１と
、電 極切 込部２２が挿着される側壁切込部１２とが形成されている。別の実施形態におい
ては 、図 ５に示すように、電極２０ａおよび２０ｂに豆乳容器挿着部２３を設け、側壁上
端部 から 上方に突出して形成された電極挿着部１３に挿着することにより、電極当接部１
１の 下面 と電極延設部２１の上面とを当接させてもよい。電極２０ａおよび２０ｂを豆乳
容器 １０ に取り付けて容器収納部４１に収納し、蓋部４２を閉じると、蓋部当接部４６が
豆乳 容器 の電極当接部１１と電極延設部２１と接点金具３０ａおよび３０ｂとを押圧する
ので 、電 極２０ａおよび２０ｂ（電極延設部２１）と接点金具３０ａおよび３０ｂとの間
に十 分な 接触圧が得られ、かつ、豆乳容器と電極とのぐらつきが防止され得る。例えば、
図６ に示 すように、接点金具を弓なりの凸形状として弾性を付与することにより、きわめ
て良 好な 接触状態が達成され、結果として、非常に優れた品質（均一性）を有する豆腐が
得ら れる 。
【０ ０２ ３】
  上記 電極 ２０ａおよび２０ｂは、それぞれが単一の電極板から構成されてもよく、少な
くと も一 方が２つ以上の独立した電極板から構成されてもよい。図３は、一方の電極２０
ｂが ２つ の独立した電極板から構成される実施形態を示している。両方の電極が複数の電
極板 から 構成されてもよい。また、電極板の数としては、目的に応じて任意の適切な数が
採用 され 得る。複数の電極板を有する電極を用いる場合には、それぞれの電極板ごとに電
流遮 断手 段（代表的には、ブレーカー）が接続されることが好ましい。豆乳（実質的には
、豆 乳と 凝固剤との混合液）は凝固するにしたがって電流を流しやすくなるので、電極板
が１ 枚の 場合には、凝固が進んだ部位ほどさらに凝固スピードが速くなり、得られる豆腐
の固 さに ばらつきが出る場合がある。複数の電極板を用いて、それぞれの電極に流れる電
流が 一定 値以上になった場合に遮断することにより、豆乳全体の凝固反応が平均化され、
固さ のば らつきのない豆腐を得ることができる。
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【０ ０２ ４】
  図７ は、 本発明の別の実施形態による家庭用豆腐製造装置の開蓋状態における概略斜視
図で ある 。本実施形態においては、接点金具３０ａおよび３０ｂの近傍に、金属片３１ａ
およ び３ １ｂが露出して配置されている。代表的には、金属片３１ａおよび３１ｂは、接
点金 具３ ０ａおよび３０ｂを取り囲むようにして配置されている。金属片３１ａおよび３
１ｂ と、 接点金具３０ａおよび３０ｂとは、電源の相異なる極に接続されており（図８の
回路 図参 照）、金属片３１ａおよび３１ｂと接点金具３０ａおよび３０ｂとが短絡すると
、そ こに 流れる電流を感知してフォトカプラーが作動し、接点金具への給電を遮断するリ
レー へ信 号を送り、電源回路が両切りされる。なお、短時間に流れる電流を微弱にするた
めに 、金 属片と電源との間には高抵抗を直列に接続してあるので、仮に金属片を直接手で
触れ ても 電撃を受ける心配はない。このような金属片を配置することにより、仮に誤って
豆乳 （導 電性液体）をこぼし接点金具を濡らしたとしても、その近傍の金属片との間に回
路が 形成 される。この電流を感知して、接点金具－電極への電源を遮断すれば、豆乳をこ
ぼし た場 合であっても、そのことによって使用者が感電する可能性はなく、安全性がさら
に高 める ことができる。
【０ ０２ ５】
  図９ は、 本発明のさらに別の実施形態による家庭用豆腐製造装置を説明する概略斜視図
であ る。 本実施形態においては、接点金具３０ａおよび３０ｂの周囲に溝部３２が設けら
れる 。溝 部３２を設けることにより、仮に誤って豆乳（導電性液体）をこぼし接点金具を
濡ら した としても、その豆乳は溝部に入り込むので、豆腐製造装置の外郭に至る回路の形
成が 防止 される。したがって、感電の可能性が顕著に減少する。このような観点から、溝
部３ ２は 、こぼれた豆乳と接点金具との接触を防止するに十分に深いことが好ましい。
【０ ０２ ６】
  図１ ０は 、本発明のさらに別の実施形態による家庭用豆腐製造装置を説明する概略断面
図で ある 。なお、図１０においては、電極が省略されていることに留意されたい。本実施
形態 にお いては、接点金具３０ａおよび３０ｂの周囲に断面円弧状の先端を有する突出部
３３ が設 けられる。このような突出部３３を設けることにより、仮に豆乳をこぼしても、
突出 部３ ３にこぼれた豆乳は該突出部から下に流れ落ちる。その結果、こぼれた豆乳は突
出部 ３３ によって分離されるので、突出部３３より外側への回路の形成が防止される。し
たが って 、感電の可能性が顕著に減少する。なお、突出部３３の形成位置は、接点金具の
近傍 （代 表的には、周囲）に限られず、装置外郭部と接点金具との間に形成される電気の
流路 を横 切る位置であれば、任意の適切な位置に設けられる。
【０ ０２ ７】
  次に 、温 度検知部６０について説明する。温度検知部６０は、容器収納部４１の底部の
ほぼ 中央 に突出して形成された温度検知部配設部６１内に配設されている。温度検知部６
０は 、本 体の底部に設けられた弾性手段（例えば、スプリング）６２により付勢され、豆
乳容 器１ ０に良好に密着されている。その結果、より正確に豆乳温度を測定することがで
き、 品質 に優れた豆腐が得られる。なお、豆乳容器の底面の外面には、温度検知部配設部
６１ に対 応して、凹部６３が形成されている。当該凹部の下面と、弾性手段により付勢さ
れた 温度 検知部配設部６１の上面とが当接することにより、温度検知部６０が豆乳容器１
０に 良好 に密着する。温度検知部を設けることにより、検知した豆乳の温度に応じて電極
への 印加 電圧を変化させ、所定の温度範囲内に豆乳温度を制御することが可能となる。そ
の結 果、 非常になめらかでおいしい豆腐を製造することができる。温度検知部に用いられ
る温 度検 知手段としては、代表的にはサーミスタが挙げられる。
【０ ０２ ８】
  図１ １は 、装置本体の脚部を説明する概略断面図である。本発明の好ましい実施形態に
よれ ば、 豆腐製造装置は、本体４０の底部に、該本体と一体的に成形された脚部７０を有
し、 脚部 ７０の根元部分に脚部７０を取り囲むアンダーカット部７１を有する。図１１か
ら明 らか なように、アンダーカット部とは、脚部７０に周囲であって、かつ、本体４０の
底部 より も上方に規定された空洞部である。アンダーカット部を形成することにより、排
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出さ れた 豆乳と接点金具や電極とが回路を形成することが防止され得る。その結果、豆腐
製造 装置 下部における感電の可能性を格段に減らすことができる。
【０ ０２ ９】
  好ま しく は、本発明の豆腐製造装置は、豆乳容器１０の内側底面に所定の模様を形成す
る凹 凸を 有する部分を備える。当該凹凸部分は、豆乳容器の底面に直接形成してもよく、
図１ ２に 示すような別部材を豆乳容器底面に取り付けてもよい。別部材とすれば、用途や
目的 に応 じて模様を変更することが容易となる。凹凸により形成される模様の具体例とし
ては 、布 目模様、切り分ける際の目安となる格子模様、幼児向けのキャラクターや動物、
料亭 や商 店の屋号が挙げられる。家庭用途としては、切り分ける際の目安となる格子模様
、幼 児向 けのキャラクターや動物が好ましい。
【０ ０３ ０】
  別の 実施 形態においては、上記本体４０は、図１３に示すように、取手収容部８０をさ
らに 備え る。取手収容部８０においては、取手８１のリブ８８が取手収容部８０に形成さ
れた 嵌合 部（図示せず）に嵌合する。その結果、取手８１には、取手８１のリブ８８を有
する 面に 対して垂直方向（紙面の右斜め方向）に反発力を受ける。当該反発力により、取
手ス トッ パー８５と本体のストッパー８６とが係合し、取手８１（したがって、豆乳容器
１０ ）が 容器収納部４１に強固に固定される。このような状態で蓋部４２を閉じると、接
点金 具と 電極とが良好に接触し、かつ、その接触圧を良好に維持することができるので、
安定 した 給電が可能となる。その結果、均一性に優れた豆腐が得られる。
【０ ０３ １】
  以下 、上 記豆腐製造装置の使用方法（すなわち、豆腐の製造方法）について説明する。
最初 に、 十分に洗浄および乾燥した豆乳容器と電極とを取り付け（例えば、図３および図
５参 照） 、電極３０ａおよび３０ｂを対向配置させる。また、図４に示すように、豆乳容
器１ ０の 係止突部８２に取手８１の挿通孔部８３を挿通させて、取手８１を豆乳容器１０
に取 り付 ける。この状態で、豆乳を豆乳容器１０に注ぎこむ。なお、豆乳容器１０の容積
は、 代表 的には５００ｍｌ程度である。さらに、所定量の凝固剤（代表的には、にがり）
を加 え、 所定のへらを用いて攪拌する。取手８１を掴んで豆乳を収容した豆乳容器１０を
持ち 上げ ると、豆乳容器および豆乳の自重により豆乳容器の係止突部８２が取手８１の孔
８３ と係 合し、持ち運び可能となる。
【０ ０３ ２】
  次い で、 装置本体４０の容器収納部４１に豆乳容器１０を収納する。そうすると、接点
金具 と電 極延設部２１の下面とが当接し、かつ、電極延設部２１の上面と電極当接部１１
の下 面と が当接する。蓋部４２を閉じると、蓋部当接部４６が電極当接部１１と電極延設
部２ １と 接点金具３０ａおよび３０ｂとを押圧するので、電極２０ａおよび２０ｂ（電極
延設 部２ １）と接点金具３０ａおよび３０ｂとの間に十分な接触圧を付与し、かつ、豆乳
容器 と電 極とのぐらつきを防止して固定する。このような状態で装置の電源スイッチを入
れる と、 電極２０ａおよび２０ｂの間に電圧が印加され、豆乳がジュール熱で加熱される
。加 熱さ れた豆乳の温度を温度検知部６０で検出し、検出された温度を電源（図示せず）
にフ ィー ドバックすることにより、豆乳を所定の温度および／または速度で加熱し、均質
な豆 腐を 製造することができる。
【０ ０３ ３】
  所定 の温 度に達すると、電極に接続されたブレーカーにより給電が遮断されて、豆腐の
製造 が終 了する。ブレーカーの遮断に連動して、ランプおよび／または音声により、終了
を使 用者 に知らせることができる。電極が複数の電極板から構成される場合には、すべて
の電 極板 への給電が遮断された時点で、豆腐の製造が終了する。なお、次に豆腐の製造を
行う 場合 には、遮断したブレーカーを１つずつリセットするのではなく、ワンタッチです
べて のブ レーカーのリセットを行うようにしておけば、操作が簡単であり好ましい。
【０ ０３ ４】
  本発 明の 家庭用豆腐製造装置をこのようにして用いることにより、業務用並のスピード
で豆 腐が 製造され、かつ、豆腐の品質の安定性も実現される。特に、凝固剤として反応速

10

20

30

40

50

( 7 ) JP  4713127  B2  2011.6.29



度が 速く 家庭での使用が難しいにがりを用いて、簡便に豆腐を製造することが可能となる
。さ らに 、上述したように、本発明の豆腐製造装置は、あらゆる局面において感電等の心
配が なく 、非常に安全であり、かつ、洗浄が容易で衛生的である。
【産 業上 の利用可能性】
【０ ０３ ５】
  本発 明の 豆腐製造装置は、家庭で高品質の豆腐を製造することができるので、新しい家
電製 品と して利用可能である。
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０３ ６】
【図 １】 本発明の好ましい実施形態による家庭用豆腐製造装置の開蓋状態における概略斜
視図 であ る。
【図 ２】 図１の装置の概略断面図である。
【図 ３】 図１の装置に用いられる豆乳容器および電極を説明する概略斜視図である。
【図 ４】 豆乳容器の取手を説明する概略図である。
【図 ５】 別の実施形態による豆乳容器および電極を説明する概略斜視図である。
【図 ６】 １つの実施形態における接点金具の状態を説明する概略断面図である。
【図 ７】 本発明の別の実施形態による家庭用豆腐製造装置の開蓋状態における概略斜視図
であ る。
【図 ８】 接点金具と金属片との関係を説明する回路図である。
【図 ９】 本発明のさらに別の実施形態による家庭用豆腐製造装置の開蓋状態における概略
斜視 図で ある。
【図 １０ 】本発明のさらに別の実施形態による家庭用豆腐製造装置の概略断面図である。
【図 １１ 】装置本体の脚部を説明する概略断面図である。
【図 １２ 】豆腐に模様を形成するための部材を説明する概略斜視図である。
【図 １３ 】１つの実施形態における装置の取手収容部を説明する概略斜視図である。
【符 号の 説明】
【０ ０３ ７】
  １０ ０             豆乳製造装置
    １ ０             豆乳容器
    ２ ０ａ 、２０ｂ   電極
    ３ ０ａ 、３０ｂ   接点金具
    ４ ０             本体
    ５ ０             遮蔽手段
    ６ ０             温度検出部
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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 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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