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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の炎口を有するバーナ本体と、該バーナ本体から延設された混合管とを備えたコン
ロバーナを搭載しており、ガス通路を通じて供給された燃料ガスがノズルから前記混合管
の開口端に噴射されると、前記混合管を通過した前記燃料ガスと一次空気との混合ガスが
前記炎口から噴出し、該混合ガスに点火して燃焼させることで調理容器を加熱するガスコ
ンロにおいて、
　前記混合管の開口端付近の温度を計測可能な温度センサーと、
　前記コンロバーナの点火時を基準時点として、所定の更新時間が経過する毎に前記基準
時点を更新する更新手段と、
　前記基準時点毎に前記温度センサーの計測温度を記憶する記憶手段と、
　新たな前記基準時点での前記温度センサーの計測温度と、前回の前記基準時点での前記
温度センサーの計測温度とを比較して、温度差が所定の逆噴閾値以上であるか否かを判断
する判断手段と、
　前記判断手段によって前記逆噴閾値以上の温度差であると判断された場合に、前記燃料
ガスの供給を遮断するガス遮断手段と
　を備え、
　前記更新時間内で細分化して前記基準時点からの時間幅が異なる複数の計測時点が設定
され、
　前記判断手段は、前記複数の計測時点の各々での前記温度センサーの計測温度と、直前
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の前記基準時点での前記温度センサーの計測温度とを比較して、温度差が前記逆噴閾値以
上であるか否かの判断も行う
　ことを特徴とするガスコンロ。
【請求項２】
　請求項１に記載のガスコンロにおいて、
　前記更新時間よりも大きい一定の時間幅での前記温度センサーの計測温度の変化量を取
得する取得手段を備え、
　前記取得手段によって取得された前記変化量が、前記逆噴閾値とは別に設定された逆火
閾値以上であった場合にも、前記ガス遮断手段が前記燃料ガスの供給を遮断する
　ことを特徴とするガスコンロ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンロバーナに供給される燃料ガスの異常な燃焼を検知するための温度セン
サーを備えたガスコンロに関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料ガスをコンロバーナで燃焼させて、鍋などの調理容器を加熱するガスコンロが広く
普及している。コンロバーナは、複数の炎口を有するバーナ本体と、バーナ本体から延設
された混合管とを備えている。ガス通路を通じて供給される燃料ガスは、ノズルから混合
管の上流側の開口端に噴射され、燃焼用の一次空気を吸い込みながら混合管に流入する。
そして、混合管を通過した燃料ガスと一次空気との混合ガスは炎口から噴出し、点火プラ
グで点火すると燃焼が開始されて炎口の外側に炎が形成される。
【０００３】
　こうしたコンロバーナでは、供給される燃料ガスの異常な燃焼が発生することがある。
例えば、コンロバーナの火力を調節する（弱める）際に混合ガスの噴出速度よりも燃焼速
度が速くなると、炎が炎口からコンロバーナの内部に潜り込み、ノズルから噴射される燃
料ガスが混合管内で燃焼し続ける現象（以下、逆火という）が生じることがある。また、
調理容器からの煮こぼれなどによって炎口が詰まると、混合管の開口端側から燃料ガスが
漏れ出し、その漏れた燃料ガスに引火することで炎がガスコンロの内部に広がる現象（以
下、逆噴という）が生じることがある。
【０００４】
　そこで、逆火や逆噴を検知するために、混合管の開口端の付近に熱電対を配置しておく
ことが提案されている（特許文献１）。逆火や逆噴が発生すると、熱電対が加熱されて起
電力が発生するので、その起電力を利用してガス通路のガス遮断弁を閉弁することで、異
常な燃焼を停止させることができる。また、熱電対に代えて、温度センサーが用いられる
場合がある。所定間隔で計測した温度を記憶していき、一定の時間幅での温度上昇量が所
定の閾値以上であれば、異常な燃焼が発生したと判断して、ガス通路のガス遮断弁を閉弁
する制御を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２８４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、温度センサーを用いて燃料ガスの異常な燃焼の発生を検知する場合は、逆噴の
発生の迅速な検知を可能としながら、誤検知を抑制することが難しいという問題があった
。これは次のような理由による。まず、温度上昇量を確認する時間幅を大きく設定すると
、閾値も大きくなるので、温度センサーの計測値のバラツキ（器具のバラツキや、温度セ
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ンサーの計測する場の環境による）の影響が小さくなって、誤検知し難くできるものの、
逆噴の発生から検知までに時間がかかり、混合管の開口端から噴き出した炎によって周囲
の重要な部品が焼損してしまうことがある。一方、時間幅を小さく設定すると、逆噴の発
生から短時間で検知可能となるものの、閾値が小さくなることで正常時と異常燃焼時とで
判定のギャップが小さくなるので、温度センサーの計測値のバラツキの影響を受けて誤検
知し易くなってしまう。
【０００７】
　この発明は従来の技術における上述した課題に対応してなされたものであり、温度セン
サーを用いて逆噴の発生を迅速に検知すると共に、誤検知を抑制することが可能なガスコ
ンロの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するために、本発明のガスコンロは次の構成を採用した。すなわち
、
　複数の炎口を有するバーナ本体と、該バーナ本体から延設された混合管とを備えたコン
ロバーナを搭載しており、ガス通路を通じて供給された燃料ガスがノズルから前記混合管
の開口端に噴射されると、前記混合管を通過した前記燃料ガスと一次空気との混合ガスが
前記炎口から噴出し、該混合ガスに点火して燃焼させることで調理容器を加熱するガスコ
ンロにおいて、
　前記混合管の開口端付近の温度を計測可能な温度センサーと、
　前記コンロバーナの点火時を基準時点として、所定の更新時間が経過する毎に前記基準
時点を更新する更新手段と、
　前記基準時点毎に前記温度センサーの計測温度を記憶する記憶手段と、
　新たな前記基準時点での前記温度センサーの計測温度と、前回の前記基準時点での前記
温度センサーの計測温度とを比較して、温度差が所定の逆噴閾値以上であるか否かを判断
する判断手段と、
　前記判断手段によって前記逆噴閾値以上の温度差であると判断された場合に、前記燃料
ガスの供給を遮断するガス遮断手段と
　を備え、
　前記更新時間内で細分化して前記基準時点からの時間幅が異なる複数の計測時点が設定
され、
　前記判断手段は、前記複数の計測時点の各々での前記温度センサーの計測温度と、直前
の前記基準時点での前記温度センサーの計測温度とを比較して、温度差が前記逆噴閾値以
上であるか否かの判断も行う
　ことを特徴とする。
【０００９】
　このような本発明のガスコンロでは、逆噴の発生を検知するために温度センサーの計測
温度の温度差（温度上昇量）を確認する時間幅が一定ではなく、まず点火時を基準時点と
して所定の更新時間の経過毎に基準時点を更新しながら前回の基準時点からの温度上昇量
が所定の逆噴閾値以上であるか否かを判断するのに加えて、更新時間内で細分化すること
で基準時点からの時間幅を異ならせて複数の計測時点が設けられ、各時間幅での温度上昇
量が逆噴閾値以上であるか否かを判断する。そして、温度上昇量が逆噴閾値以上になった
ことに基づいて逆噴の発生を検知し、燃料ガスの供給を遮断することで強制的に消火する
ようになっている。このように基準時点からの時間幅が異なる複数の計測時点を設けて温
度上昇量の確認回数（頻度）を増やせば、逆噴の発生直後の急激な温度上昇を捉えること
ができるので、時間幅が固定であって大きく設定された場合に比べて、逆噴の発生から短
時間で検知することが可能となる。また、逆噴閾値は、複数の時間幅のうち最も大きい時
間幅（更新時間）に合わせて設定すればよく、正常に燃焼していれば更新時間内で起こり
得ない温度上昇量を逆噴閾値に設定しておくことができる。これにより、固定の時間幅が
小さく設定され、それに合わせて閾値を小さく設定する場合に比べて、温度センサーの計
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測値のバラツキの影響を受け難いので、誤検知を抑制することが可能となる。
【００１１】
　そして、逆噴が発生しないまま更新時間が経過する毎に基準時点が更新されることから
、逆噴が発生する直前の基準時点の計測温度と比較して、逆噴が発生した際の温度上昇を
敏感に捉えることができる。その結果、より迅速で高精度な逆噴の検知が可能となる。
【００１２】
　上述した本発明のガスコンロでは、更新時間よりも大きい一定の時間幅での温度センサ
ーの計測温度の変化量（温度上昇量）を取得することとして、その取得した変化量が、逆
噴閾値とは別に設定された逆火閾値以上であった場合にも、燃料ガスの供給を遮断しても
よい。
【００１３】
　前述したように逆火は、コンロバーナの混合管内で燃料ガスが燃焼するので、混合管の
開口端から炎が噴き出す逆噴に比べて、温度センサー付近の温度上昇が緩やかである傾向
にある。そこで、温度上昇量を確認する時間幅や異常燃焼を検知する基準となる閾値を、
燃焼挙動が異なる逆噴と逆火とで分けてそれぞれ設定しておくことにより、同じ温度セン
サーを用いて逆噴の検知だけでなく逆火の検知も並行して行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施例のガスコンロ１の外観形状を示す斜視図である。
【図２】ガスコンロ１に搭載されたコンロバーナ４を示した斜視図である。
【図３】コンロバーナ４で生ずる燃料ガスの異常な燃焼の例を示した説明図である。
【図４】従来のガスコンロ１で逆噴の発生を検知する例を示した説明図である。
【図５】本実施例の制御部５０が実行する異常燃焼検知処理のフローチャートである。
【図６】異常燃焼検知処理に従って本実施例のガスコンロ１で主バーナ混合管１８での逆
噴の発生を検知する例を示した説明図である。
【図７】異常燃焼検知処理に従って本実施例のガスコンロ１で、主バーナ混合管１８での
逆火や副バーナ混合管１９での逆噴および逆火の発生を検知する例を示した説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本実施例のガスコンロ１の外観形状を示す斜視図である。図示されるように、
本実施例のガスコンロ１は、上面側が開口した箱形状に形成された板金製のコンロ本体２
と、コンロ本体２上に載置されてコンロ本体２の上面を覆う天板３と、天板３に形成され
た図示しない開口部から上部を突出させて設けられたコンロバーナ４Ｒ，４Ｌと、鍋など
の調理容器を置くためにコンロバーナ４Ｒ，４Ｌを囲んで天板３の上面に設置された五徳
５Ｒ，５Ｌなどを備えている。

【００１６】
　また、天板３上には、コンロバーナ４Ｒ，４Ｌのそれぞれに対応させて、点火時や火力
調節時などにユーザーが操作する操作ツマミ６Ｒ，６Ｌが設けられている。操作ツマミ６
Ｒ，６Ｌを下方に押し下げて所定方向（本実施例では反時計回り）に回転させると、コン
ロバーナ４Ｒ，４Ｌに燃料ガスが供給されて、図示しない点火プラグで点火される。その
後は、操作ツマミ６Ｒ，６Ｌの回転角度を変えると、燃料ガスの供給量が変更されて、コ
ンロバーナ４Ｒ，４Ｌの火力を調節することができる。尚、右側のコンロバーナ４Ｒと左
側のコンロバーナ４Ｌとは、構造や形状が基本的には同様であるため、以下では、特に右
側と左側とを区別する必要がなければ、単にコンロバーナ４と表記する。
【００１７】
　図２は、ガスコンロ１に搭載されたコンロバーナ４を示した斜視図である。図示される
ように本実施例のコンロバーナ４は、円環形状の主バーナ部１１と、主バーナ部１１の内
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側に配置された副バーナ部１２とを備える二重構造のいわゆる親子バーナである。主バー
ナ部１１および副バーナ部１２を構成するバーナ本体１０は、図示しない円環形状の主バ
ーナ混合室や副バーナ混合室が形成されたバーナボディ１３と、主バーナ混合室の上部開
口を覆ってバーナボディ１３に載置された円環形状の主バーナヘッド１４と、副バーナ混
合室の上部開口を覆ってバーナボディ１３に載置された円形状の副バーナヘッド１５など
を備えている。
【００１８】
　主バーナヘッド１４の外周の下端には複数の溝（炎口溝）が主バーナヘッド１４の中央
に対して放射状に形成されており、主バーナヘッド１４をバーナボディ１３に載置すると
、複数の炎口溝とバーナボディ１３の上面とによって、主バーナ混合室に連通する複数の
主バーナ炎口１６が形成される。同様に、副バーナヘッド１５の外周の下端には複数の炎
口溝が副バーナヘッド１５の中央に対して放射状に形成されており、副バーナヘッド１５
をバーナボディ１３に載置すると、複数の炎口溝とバーナボディ１３の上面とによって、
副バーナ混合室に連通する複数の副バーナ炎口１７が形成される。
【００１９】
　また、バーナボディ１３からは、主バーナ混合室と連通する主バーナ混合管１８、およ
び副バーナ混合室と連通する副バーナ混合管１９が延設されている。主バーナ混合管１８
のバーナボディ１３とは反対側の開口端には、空気調節装置２０が設けられており、空気
流入口２２の開度が調節可能になっている。主バーナガス配管２６を通じて供給される燃
料ガスが主バーナ混合管１８の開口端に噴射されると、空気流入口２２から燃焼用の一次
空気を吸い込みながら主バーナ混合管１８に流入する。そして、主バーナ混合管１８を通
過した燃料ガスと一次空気との混合ガスは、主バーナ混合室に供給されて主バーナ炎口１
６から噴出するので、図示しない点火プラグで火花を飛ばすと混合ガスの燃焼が開始され
て主バーナ炎口１６の外側に炎が形成される。
【００２０】
　また同様に、副バーナ混合管１９のバーナボディ１３とは反対側の開口端にも、空気調
節装置２１が設けられており、空気流入口２３の開度を調節可能である。尚、副バーナ混
合管１９は、主バーナ混合管１８に比べて短く、副バーナ混合管１９の開口端は、主バー
ナ混合管１８の開口端よりもバーナボディ１３側に位置している。副バーナガス配管２７
を通じて供給される燃料ガスが副バーナ混合管１９の開口端に噴射されると、空気流入口
２３から吸い込まれた一次空気と共に副バーナ混合管１９に流入し、副バーナ混合管１９
を通過した混合ガスが副バーナ混合室を通って副バーナ炎口１７から噴出する。本実施例
の主バーナヘッド１４には、図示しない火移り用スリットが形成されており、この火移り
用スリットを介して主バーナ部１１側から副バーナ部１２側に火移りすることで、副バー
ナ部１２での混合ガスの燃焼が開始されて副バーナ炎口１７の外側に炎が形成される。
【００２１】
　さらに、本実施例の主バーナ混合管１８の開口端および副バーナ混合管１９の開口端は
、板金製のカバー３０で覆われている。尚、図では、主バーナ混合管１８および副バーナ
混合管１９が見えるように、カバー３０を透過させて破線で表している。このカバー３０
は、上面および左右両側面を有するコの字形断面に形成されており、その内側に両混合管
１８，１９の開口端が配置されている。また、カバー３０には、内側の温度を計測するた
めの温度センサー３１が取り付けられており、本実施例の温度センサー３１には、温度の
変化によって電気抵抗が変化するサーミスターが用いられている。図示した例では、カバ
ー３０の主バーナ混合管１８側の側面を温度センサー３１の先端が貫通しており、その先
端が主バーナ混合管１８の開口端の外側に近接している。
【００２２】
　以上に説明したコンロバーナ４では、供給される燃料ガスの異常な燃焼が発生すること
がある。図３は、コンロバーナ４で生ずる燃料ガスの異常な燃焼の例を示した説明図であ
る。図では、主バーナ混合管１８および副バーナ混合管１９を水平な面で切断した断面が
示されている。前述したように、主バーナ混合管１８および副バーナ混合管１９には、主
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バーナガス配管２６および副バーナガス配管２７を通じて燃料ガスが供給され、両ガス配
管２６，２７は、上流側で１本のガス元配管４０から分岐している。このガス元配管４０
には、ガス元配管４０を開閉するガス遮断弁４１と、ガス元配管４０を通過する燃料ガス
の流量を調節する流量調節弁４２とが設けられている。ガス遮断弁４１は、制御部５０と
電気的に接続されており、制御部５０によって開閉が制御される。流量調節弁４２は、天
板３上の操作ツマミ６とシャフト（図示せず）を介して接続されており、操作ツマミ６の
回転に応じて燃料ガスの流量が調節され、コンロバーナ４の火力が変化する。尚、本実施
例では、主バーナガス配管２６、副バーナガス配管２７、およびガス元配管４０が、本発
明における「ガス通路」に対応する。
【００２３】
　ガス遮断弁４１および流量調節弁４２を開くことで供給される燃料ガスは、ガス配管２
６，２７の先端のノズル２６ａ，２７ａから混合管１８，１９の開口端に噴射され、空気
流入口２２，２３から流入する一次空気と混合管１８，１９を通過しながら混合される。
尚、主バーナ混合管１８への燃料ガスの供給量は、副バーナ混合管１９よりも多く設定さ
れている。そして、混合室を介して炎口１６，１７から噴出する混合ガスに点火されて、
炎口１６，１７の外側に炎が形成されるのが正常な燃焼である。
【００２４】
　これに対して、コンロバーナ４の火力調節の際に混合ガスの噴出速度が燃焼速度を下回
ったり、バーナボディ１３に対して主バーナヘッド１４が傾いていたりすると、特に水素
成分が多いガスなどのように燃焼速度が速い燃料ガスでは、炎が主バーナ炎口１６からコ
ンロバーナ４の内部に潜り込み、図３（ａ）に示されるように、主バーナガス配管２６の
ノズル２６ａから噴射される燃料ガスが主バーナ混合管１８内で燃焼する現象（以下、逆
火という）が生じることがある。尚、逆火は、主バーナ混合管１８に限らず、副バーナ混
合管１９でも同様に生じ得る。逆火が発生すると、燃料ガスの供給を停止するまで燃焼が
維持され、主バーナ混合管１８が加熱される。制御部５０は、温度センサー３１と電気的
に接続されており、後述するように温度センサー３１の計測温度の上昇量に基づいて逆火
の発生を検知すると、ガス遮断弁４１を閉弁することによって強制的に消火する。
【００２５】
　また、五徳５上に載置された調理容器からの煮こぼれなどによって主バーナ炎口１６が
詰まると、混合ガスが主バーナ炎口１６から噴出されないので、主バーナガス配管２６の
ノズル２６ａから噴射された燃料ガスが空気流入口２２から漏れ出て、その漏れ出た燃料
ガスに副バーナ混合管１９側の逆火や静電気の火花などが火種となって引火し、空気流入
口２２から炎が噴き出す現象（以下、逆噴という）が生じることがある。尚、逆噴は、主
バーナ混合管１８の空気流入口２２だけでなく、副バーナ混合管１９の空気流入口２３で
も同様に生じ得る。前述したように主バーナ混合管１８の開口端および副バーナ混合管１
９の開口端はカバー３０で覆われており、逆噴の発生によってカバー３０の内側に熱が籠
もり温度センサー３１が加熱されるので、制御部５０は、温度センサー３１の計測温度の
上昇量に基づいて逆噴の発生を検知すると、ガス遮断弁４１を閉弁して消火する。ただし
、逆噴の場合には、空気流入口２２から噴き出した炎によって周囲の基板といった重要な
部品や配線などが焼損してしまうことがあるので、逆火に比べて発生から短時間で検知す
る必要がある。特に、副バーナ混合管１９よりも燃料ガスの供給量が多い主バーナ混合管
１８では、逆噴の早期検知が重要であるところ、従来のガスコンロ１では、誤検知を抑制
しつつ、逆噴の発生を迅速に検知することが困難であった。
【００２６】
　図４は、従来のガスコンロ１で逆噴の発生を検知する例を示した説明図である。図４の
グラフには、横軸に時間、縦軸に温度を取って、燃料ガスと一次空気との混合ガスが炎口
１６，１７から噴出して正常に燃焼している場合におけるカバー３０の内側の温度変化が
一点鎖線で示されている。混合ガスの燃焼は炎口１６，１７の外側で行われるので、図示
されるようにカバー３０の内側の温度には、点火から大きな変化はない。これに対して、
主バーナ混合管１８で逆噴が発生した場合におけるカバー３０の内側の温度変化が実線で
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示されている。主バーナ混合管１８で逆噴が発生すると、カバー３０の内側に炎が広がる
ことで温度が急激に上昇する。そこで、温度センサー３１を用いてカバー３０の内側の温
度を一定の時間幅Δｔで計測し、その時間幅での温度上昇量ΔＴが所定の閾値以上であれ
ば、逆噴が発生したと判断することができる。図４では、横軸（時間軸）上の黒丸の印が
温度の計測時点を表している。
【００２７】
　そして、図４（ａ）に示されるように、温度上昇量ΔＴを確認する時間幅Δｔａを大き
く設定しておけば、主バーナ混合管１８での逆噴を検知する基準となる閾値Ｔａも大きく
なるので、温度センサー３１の計測値のバラツキ（器具のバラツキや温度センサー３１の
設置環境などによるもの）の影響を受け難く、誤検知を抑制することができる。その反面
、時間幅Δｔａを大きくすることで、主バーナ混合管１８で逆噴が発生してから検知する
までに時間がかかることがあるので、その間に周囲の重要部品や配線が焼損してしまう可
能性がある。
【００２８】
　これに対して、図４（ｂ）に示されるように、時間幅Δｔｂを小さく設定して温度上昇
量ΔＴを確認する回数（頻度）を増やせば、主バーナ混合管１８で逆噴が発生してから短
時間で検知することが可能となる。しかしながら、時間幅Δｔｂを小さくするのに伴い閾
値Ｔｂも小さくなることで、正常時と異常燃焼時とで判定のギャップが小さくなって、温
度センサー３１の計測値のバラツキの影響を受け易くなる。そのため、正常に燃焼してい
ても、新たな計測温度と１つ前の計測温度との温度差（ΔＴ）が閾値Ｔｂを超えてしまう
誤検知が多くなる。加えて、温度センサー３１で温度を計測する度に計測温度を記憶して
いく必要があるため、主バーナ混合管１８での逆噴の発生を検知するための制御が複雑に
なったり、計測温度を記憶するメモリの負担が大きくなったりしてしまう。
【００２９】
　そこで、本実施例のガスコンロ１では、主バーナ混合管１８で発生した逆噴の迅速な検
知を可能としながら、誤検知を抑制するために、制御部５０が以下のような異常燃焼検知
処理を実行している。
【００３０】
　図５は、本実施例の制御部５０が実行する異常燃焼検知処理のフローチャートである。
この異常燃焼検知処理は、ユーザーが操作ツマミ６を操作してコンロバーナ４での燃焼が
開始されることで実行される。異常燃焼検知処理では、まず、温度センサー３１で点火時
における温度を計測し、基準時点の計測温度としてメモリ（図示せず）に記憶する（ＳＴ
ＥＰ１００）。
【００３１】
　続いて、温度センサー３１で前回に温度を計測した時点から所定時間（本実施例では０
．５秒）が経過したか否かを判断し（ＳＴＥＰ１０２）、所定時間が経過していない場合
は（ＳＴＥＰ１０２：ｎｏ）、所定時間が経過するまで待機する。そして、所定時間が経
過した場合は（ＳＴＥＰ１０２：ｙｅｓ）、温度センサー３１で温度を計測し（ＳＴＥＰ
１０４）、その計測温度が所定のカット温度（本実施例では１５５℃）以上であるか否か
を判断する（ＳＴＥＰ１０６）。計測温度がカット温度以上である場合は（ＳＴＥＰ１０
６：ｙｅｓ）、ガスコンロ１内が高温になっており、何らかの異常で危険な状態と判断し
て、ガス遮断弁４１を閉弁することで強制的に消火した後（ＳＴＥＰ１０８）、異常燃焼
検知処理を終了する。
【００３２】
　一方、計測温度がカット温度に満たない場合は（ＳＴＥＰ１０６：ｎｏ）、記憶されて
いる基準時点の計測温度と新たな計測温度との温度差（温度上昇量）が所定の第１閾値以
上であるか否かを判断する（ＳＴＥＰ１１０）。この第１閾値は、主バーナ混合管１８で
の逆噴を検知する基準となる閾値であり、逆噴が発生した場合に実測された温度上昇量が
１５秒間に最低で１１℃であったことに鑑み、本実施例では、安全面に配慮して実測の最
低よりも小さい９℃に設定されている。そして、温度上昇量が第１閾値に満たない場合は
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（ＳＴＥＰ１１０：ｎｏ）、主バーナ混合管１８で逆噴が発生していないと判断し、続い
て、基準時点から所定の更新時間（本実施例では１５秒）が経過したか否かを判断する（
ＳＴＥＰ１１２）。尚、本実施例では、第１閾値が、本発明における「逆噴閾値」に対応
しており、温度上昇量が第１閾値以上であるか否かを判断する制御部５０が、本発明にお
ける「判断手段」に対応する。
【００３３】
　基準時点から未だ更新時間が経過していない場合は（ＳＴＥＰ１１２：ｎｏ）、操作ツ
マミ６の操作によってコンロバーナ４での燃焼が停止されたか否かを判断する（ＳＴＥＰ
１１４）。そして、燃焼が継続されている場合は（ＳＴＥＰ１１４：ｎｏ）、ＳＴＥＰ１
０２の処理に戻って、以降の上述した処理を再び実行する。すなわち、基準時点からの時
間幅を所定時間（０．５秒）ずつ延ばしながら、温度センサー３１で温度を計測し、各時
間幅での温度上昇量が第１閾値以上であるか否かの判断を繰り返す。そして、処理を繰り
返すうちに、温度上昇量が第１閾値以上となった場合は（ＳＴＥＰ１１０：ｙｅｓ）、主
バーナ混合管１８で逆噴が発生したと判断して、ガス遮断弁４１を閉弁することで強制的
に消火した後（ＳＴＥＰ１０８）、異常燃焼検知処理を終了する。尚、本実施例では、ガ
ス遮断弁４１を閉弁する制御を行う制御部５０が、本発明における「ガス遮断手段」に対
応する。
【００３４】
　これに対して、温度上昇量が第１閾値以上になることなく（ＳＴＥＰ１１０：ｎｏ）、
基準時点から更新時間が経過した場合は（ＳＴＥＰ１１２：ｙｅｓ）、その経過時点で基
準時点を更新し、ＳＴＥＰ１０４にて計測した温度を基準時点の計測温度としてメモリに
記憶する（ＳＴＥＰ１１６）。尚、本実施例では、基準時点を更新する制御を行う制御部
５０が、本発明における「更新手段」に対応する。
【００３５】
　また、こうして新たに記憶した計測温度を、２つ前（本実施例では３０秒前）に記憶し
た計測温度と比較し、温度差（温度上昇量）が所定の第２閾値以上であるか否かを判断す
る（ＳＴＥＰ１１８）。本実施例では、主バーナ混合管１８での逆噴を検知するための第
１閾値とは別に、主バーナ混合管１８での逆火や副バーナ混合管１９での逆噴および逆火
を検知するための第２閾値が定められており、本実施例の第２閾値は、１０℃に設定され
ている。また、主バーナ混合管１８での逆火や副バーナ混合管１９での逆噴および逆火を
検知するために温度上昇量を確認する時間幅（３０秒）は、主バーナ混合管１８での逆噴
を検知するために温度上昇量を確認する時間幅の最大（１５秒）よりも大きく設定されて
いる。そして、温度上昇量が第２閾値以上である場合は（ＳＴＥＰ１１８：ｙｅｓ）、主
バーナ混合管１８での逆火か、副バーナ混合管１９での逆噴または逆火が発生したと判断
して、ガス遮断弁４１を閉弁することで強制的に消火した後（ＳＴＥＰ１０８）、異常燃
焼検知処理を終了する。尚、本実施例では、新たに記憶した計測温度と、２つ前に記憶し
た計測温度との温度差を取得する制御部５０が、本発明における「取得手段」に対応する
。また、第２閾値が、本発明における「逆火閾値」に対応する。
【００３６】
　一方、温度上昇量が第２閾値に満たない場合は（ＳＴＥＰ１１８：ｎｏ）、コンロバー
ナ４での燃焼が停止されたか否かを判断し（ＳＴＥＰ１１４）、燃焼が継続されていれば
（ＳＴＥＰ１１４：ｎｏ）、ＳＴＥＰ１０２の処理に戻って、以降の上述した処理を繰り
返す。その後、操作ツマミ６の操作によってコンロバーナ４での燃焼が停止された場合は
（ＳＴＥＰ１１４：ｙｅｓ）、異常燃焼検知処理を終了する。
【００３７】
　図６は、上述した異常燃焼検知処理に従って本実施例のガスコンロ１で主バーナ混合管
１８での逆噴の発生を検知する例を示した説明図である。図６のグラフにおいても、図４
と同様に、横軸に時間、縦軸に温度を取って、コンロバーナ４で正常に燃焼している場合
のカバー３０の内側の温度変化が一点鎖線で示され、主バーナ混合管１８で逆噴が発生し
た場合のカバー３０の内側の温度変化が実線で示されている。また、横軸（時間軸）上の
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白丸および黒丸の印は、温度センサー３１を用いた温度の計測時点を表している。
【００３８】
　図示されるように本実施例では、主バーナ混合管１８での逆噴の発生を検知するために
温度上昇量ΔＴを確認する時間幅Δｔが一定ではなく、まず点火時を基準時点として、基
準時点からの時間幅Δｔを所定時間（０．５秒）ずつ延ばしながら、各時間幅（Δｔ１，
Δｔ２，Δｔ３，Δｔ４，Δｔ５，・・・）での温度上昇量ΔＴが所定の第１閾値Ｔｃ（
９℃）以上であるか否かを判断し、第１閾値Ｔｃ以上であることに基づいて、主バーナ混
合管１８での逆噴の発生を検知する。図示した例では、時間幅Δｔ５での温度上昇量ΔＴ
が第１閾値Ｔｃ以上になっているため、基準時点から時間幅Δｔ５の計測時点で、主バー
ナ混合管１８での逆噴の発生を検知することができる。
【００３９】
　このように基準時点からの時間幅Δｔを異ならせて複数の計測時点を設けることによっ
て温度上昇量ΔＴの確認回数（頻度）を増やせば、主バーナ混合管１８での逆噴の発生直
後の急激な温度上昇を捉えることができるので、図４（ａ）のように時間幅Δｔａが固定
であって大きく設定された場合に比べて、主バーナ混合管１８での逆噴の発生から短時間
で検知することが可能となる。また、第１閾値Ｔｃ（本実施例では９℃）は、複数の時間
幅のうち最大の時間幅Δｔｍａｘ（本実施例では１５秒間）に合わせて設定すればよく、
正常に燃焼していれば時間幅Δｔｍａｘでは起こり得ない温度上昇量を第１閾値Ｔｃに設
定しておくことができる。これにより、図４（ｂ）のように時間幅Δｔｂが小さく設定さ
れ、それに合わせて閾値Ｔｂを小さく設定する場合に比べて、温度センサー３１の計測値
のバラツキの影響を受け難いので、誤検知を抑制することが可能となる。尚、本実施例の
ガスコンロ１では、コンロバーナ４で正常に燃焼していれば、１５秒間での温度上昇量は
２～３℃であり、温度センサー３１の計測値にバラツキがあっても９℃に達することは有
り得ない。
【００４０】
　また、本実施例のガスコンロ１では、主バーナ混合管１８で逆噴が発生しないまま、基
準時点から所定の更新時間が経過する（時間幅Δｔｍａｘに達する）と、基準時点を更新
し、新たな基準時点から再び時間幅Δｔを所定時間（０．５秒）ずつ延ばして温度上昇量
ΔＴを確認するようになっている。このようにすれば、主バーナ混合管１８で逆噴が発生
する直前の基準時点の計測温度と比較して、逆噴が発生した際の温度上昇を敏感に捉える
ことができるので、より迅速で高精度な逆噴の検知が可能となる。加えて、本実施例のガ
スコンロ１では、基準時点の計測温度をメモリに記憶すればよく、図４（ｂ）のように各
計測時点での計測温度をメモリに記憶していく場合に比べて、制御を簡素化すると共にメ
モリの負担を軽減することができる。
【００４１】
　図７は、異常燃焼検知処理に従って本実施例のガスコンロ１で、主バーナ混合管１８で
の逆火や副バーナ混合管１９での逆噴および逆火の発生を検知する例を示した説明図であ
る。図７のグラフでは、コンロバーナ４で正常に燃焼している場合のカバー３０の内側の
温度変化が一点鎖線で示され、主バーナ混合管１８で逆火が発生した場合のカバー３０の
内側の温度変化が実線で示されている。また、横軸（時間軸）上の白丸の印は、基準時点
の更新時を表している。尚、副バーナ混合管１９で逆噴または逆火が発生した場合のカバ
ー３０の内側の温度変化は、図７の実線と類似している。
【００４２】
　図示されるように本実施例では、所定の更新時間（１５秒）毎に行われる基準時点の更
新の際に、新たな基準時点での温度センサー３１の計測温度を、２つ前の基準時点（３０
秒前）での計測温度と比較し、その温度差（温度上昇量ΔＴ）が所定の第２閾値Ｔｄ（１
０℃）以上であることに基づいて、主バーナ混合管１８での逆火の発生を検知する。
【００４３】
　前述したように逆火は、主バーナ混合管１８や副バーナ混合管１９の内部で燃料ガスが
燃焼するので、主バーナ混合管１８の開口端から炎が噴き出す逆噴に比べて、カバー３０
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の内側の温度上昇が緩やかである。また、副バーナ混合管１９での逆噴は、主バーナ混合
管１８での逆噴に比べて、燃料ガスの供給量が少ないと共に、温度センサー３１からの距
離が遠いため、温度センサー３１で計測される温度上昇が緩やかである。そこで、本実施
例では、主バーナ混合管１８での逆火や副バーナ混合管１９での逆噴および逆火の発生を
検知するために温度上昇量ΔＴを確認する時間幅Δｔｄを、主バーナ混合管１８での逆噴
の発生を検知するために温度上昇量ΔＴを確認する最大の時間幅ΔＴｍａｘよりも大きく
設定すると共に、第２閾値Ｔｄを第１閾値Ｔｃとは別に設定している。このように温度上
昇量を確認する時間幅や異常燃焼を検知する基準となる閾値を、燃焼挙動が異なる主バー
ナ混合管１８での逆噴と、主バーナ混合管１８での逆火や副バーナ混合管１９での逆噴お
よび逆火とで分けてそれぞれ設定しておくことにより、同じ温度センサー３１を用いて主
バーナ混合管１８での逆噴の検知だけでなく、主バーナ混合管１８での逆火や副バーナ混
合管１９での逆噴および逆火の検知も並行して行うことが可能となる。
【００４４】
　以上、本実施例のガスコンロ１について説明したが、本発明は上記の実施例に限られる
ものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様で実施することが可能であ
る。
【００４５】
　例えば、前述した実施例では、カバー３０の主バーナ混合管１８側の側面に温度センサ
ー３１が取り付けられていたが、温度センサー３１の取り付け位置はこれに限られず、カ
バー３０の上面に取り付けておいてもよい。また、温度センサー３１の数は１つに限られ
ず、複数設けてもよい。例えば、主バーナ混合管１８での逆噴を、カバー３０の主バーナ
混合管１８側の側面に取り付けた温度センサー３１を用いて検知すると共に、副バーナ混
合管１９での逆噴を、カバー３０の副バーナ混合管１９側の側面に取り付けた温度センサ
ー３１を用いて、主バーナ混合管１８での逆噴と同様に検知してもよい。
【００４６】
　また、前述した本実施例では、コンロバーナ４が主バーナ部１１と副バーナ部１２とを
備える二重構造のいわゆる親子バーナであるものとして説明した。しかし、副バーナ部１
２を有しないシングルバーナにおいても、煮こぼれなどで炎口が詰まると、混合管の開口
端から燃料ガスが漏れ出し、静電気の火花などが火種となって逆噴が発生することがある
ので、逆噴を検知するために本発明を好適に適用することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　　１…ガスコンロ、　　　　　２…コンロ本体、　　　　　３…天板、
　　４…コンロバーナ、　　　　５…五徳、　　　　　　　　６…操作ツマミ、
　　１０…バーナ本体、　　　　１１…主バーナ部、　　　　１２…副バーナ部、
　　１３…バーナボディ、　　　１４…主バーナヘッド、　　１５…副バーナヘッド、
　　１６…主バーナ炎口、　　　１７…副バーナ炎口、　　　１８…主バーナ混合管、
　　１９…副バーナ混合管、　　２０…空気調節装置、　　　２１…空気調節装置、
　　２２…空気流入口、　　　　２３…空気流入口、　　　　２６…主バーナガス配管、
　　２６ａ…ノズル、　　　　　２７…副バーナガス配管、　２７ａ…ノズル、
　　３０…カバー、　　　　　　３１…温度センサー、　　　４０…ガス元配管、
　　４１…ガス遮断弁、　　　　４２…流量調節弁、　　　　５０…制御部。
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