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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カウンターに形成された開口部に上方より挿入されて設置されるドロップイン式のガス
コンロであって、
　炎口を有するコンロバーナと、
　前記コンロバーナを収納する機器本体と、
　前記機器本体の上面を覆う天板と、
　前記機器本体の前面部に設けられる操作部と、を備え、
　前記天板は、前記コンロバーナが挿通するバーナ挿通開口と、前記バーナ挿通開口の周
縁が上方に隆起して形成される開口周縁部とを有し、
　前記バーナ挿通開口を挿通する前記コンロバーナと前記開口周縁部との間に形成される
周縁間隙より侵入した煮汁を受ける煮こぼれカバーが前記機器本体内に設けられており、
　前記天板の下側で且つ前記操作部の上側の高さ位置に、前記天板の裏面を伝う煮汁を受
けて前記煮こぼれカバーに誘導する誘導カバーを備え、
　前記機器本体は、前記カウンター上に載置される鍔部を有し、
　前記鍔部の前端部には、係合部が上方に切り起こして突設され、
　前記誘導カバーの前端部には、下方に屈曲する係止部が設けられ、
　前記誘導カバーの前記係止部が前記機器本体の前記係合部に係合して、前記誘導カバー
が前記機器本体に止着されることを特徴とするガスコンロ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガスコンロに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、天板のバーナ挿通開口からコンロバーナの炎口を天板上に臨むように突出させた
ガスコンロが知られている（例えば特許文献１参照）。この従来のガスコンロにおいては
、主に天板の絞り成形等により、バーナ挿通開口の周縁が上方に隆起する開口周縁部が形
成されている。
【０００３】
　この従来のガスコンロにあっては、煮こぼれ等が発生して天板上に煮汁が落下しても、
隆起する開口周縁部により、煮汁がバーナ挿通開口とコンロバーナの間に形成される周縁
間隙から、ガスコンロの機器本体内に侵入するのが抑制される。
【０００４】
　また、一部の煮汁が周縁間隙から機器本体内に侵入することが考えられるが、このよう
な場合に備えて、周縁間隙から機器本体内に侵入した煮汁を受ける煮こぼれカバーを設け
ることで、煮汁が機器本体内に収納される機能部品にかかって故障するのが抑制される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－５７４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来のガスコンロにあっては、周縁間隙から機器本体内に侵入し、天板の裏面を伝
って前方へ移動する煮汁が、機器本体の前面部に設けられる操作部に付着し、操作部が故
障する惧れがある。
【０００７】
　本発明は上記従来の問題点に鑑みて発明したものであって、その目的とするところは、
天板の裏面を伝う煮汁が、機器本体の前面部に設けられる操作部に付着するのを抑制する
ガスコンロを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のガスコンロ１は、カウンターに形成された開口部
に上方より挿入されて設置されるドロップイン式のガスコンロであって、炎口２５を有す
るコンロバーナ２と、コンロバーナ２を収納する機器本体１０と、機器本体１０の上面を
覆う天板１１と、機器本体１０の前面部１６に設けられる操作部１７と、を備え、天板１
１は、コンロバーナ２が挿通するバーナ挿通開口１１ａと、バーナ挿通開口１１ａの周縁
が上方に隆起して形成される開口周縁部１２とを有し、バーナ挿通開口１１ａを挿通する
コンロバーナ２と開口周縁部１２との間に形成される周縁間隙１１ｂより侵入した煮汁を
受ける煮こぼれカバー４が機器本体１０内に設けられており、天板１１の下側で且つ操作
部１７の上側の高さ位置に、天板１１の裏面１１ｃを伝う煮汁を受けて煮こぼれカバー４
に誘導する誘導カバー５を備える。
【０００９】
　本発明のガスコンロ１は、さらに、機器本体１０は、前記カウンター上に載置される鍔
部を有し、前記鍔部の前端部には、係合部１０ｄが上方に切り起こして突設され、誘導カ
バー５の前端部には、下方に屈曲する係止部５６が設けられ、誘導カバー５の係止部５６
が機器本体１０の係合部１０ｄに係合して、誘導カバー５が機器本体１０に止着される構
成にする。
【発明の効果】
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【００１０】
　請求項１に係る発明にあっては、誘導カバーを備えるので、バーナ挿通開口の周縁から
天板の裏面を伝って操作部上方に流れてきた煮汁が、誘導カバーに受け止められるため、
煮汁が操作部に落下して操作部に不都合が生じることが防止される。
【００１１】
　また、請求項１に係る発明にあっては、簡単に誘導カバーが機器本体の前面部の上端部
に止着でき、しかも、係合部が鍔部となる上部の上面から上方に突設されるので、係合部
がキッチンカウンターと干渉しない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態のガスコンロの全体斜視図である。
【図２】第１実施形態における天板を外したガスコンロの平面図である。
【図３】第１実施形態における天板を外したガスコンロの斜視図である。
【図４】図２におけるＡ－Ａ断面の一部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の第１実施形態について図１乃至図４に基いて説明する。
【００１４】
　ガスコンロ１は、図１に示すように、コンロバーナ２と、概ね箱状をし、内部に収納す
るコンロバーナ２の上部を上方に露出させる上開口（不図示）を有する機器本体１０と、
機器本体１０の上面を覆う天板１１と、を備えるものである。
【００１５】
　第１実施形態においては、ガスコンロ１は、図示しないが、キッチン等に設置されるカ
ウンターに形成された開口部に上方より嵌入（挿入）されて設置されるドロップインコン
ロであるが、特にドロップインコンロに限定されず、コンロ台などに載置して設置される
テーブルコンロであってもよい。
【００１６】
　第１実施形態においては、図４に示すように、機器本体１０は、カウンターの下側に位
置する下部１０ａと、カウンターの厚み内に位置する中部１０ｂと、カウンターの上側に
位置する鍔部となる上部１０ｃと、で構成されている。中部１０ｂの前端部は、下部１０
ａおよび上部１０ｃの前端部よりも後側に位置している。上部１０ｃは、機器本体１０が
カウンターに設置された状態で、カウンターの上面に載置される。
【００１７】
　第１実施形態においては、コンロバーナ２として、図１に示すように、大火力バーナ２
ａ、標準火力バーナ２ｂ、小火力バーナ２ｃの三個が設けてある。これら大火力バーナ２
ａ、標準火力バーナ２ｂ、小火力バーナ２ｃは、基本的に同じ構造になっている。なお、
コンロバーナ２の個数は三個に限定されず、一個、二個、四個以上でもよく、また、複数
のコンロバーナ２の火力は同じでも異なってもよく、限定されない。コンロバーナ２は、
その一部が、天板１１のバーナ挿通開口１１ａから天板１１上に露出する。
【００１８】
　バーナ挿通開口１１ａの周縁には、図４に示すように、上方に隆起して形成される開口
周縁部１２が形成される。天板１１は、第１実施形態においては鋼板が絞り成形されるこ
とで形成されているが、材質は特に鋼板に限定されず、絞り成形にも限定されない。
【００１９】
　コンロバーナ２は、図４に示すように、混合室２１を有するバーナ本体２０と、バーナ
本体２０の上に脱着自在で載設されるバーナキャップ３とを備え、機器本体１０内に収納
される。
【００２０】
　バーナ本体２０は、図４に示すように、内部に上下方向に貫通する貫通口２３を有する
環状（例えば円環状）に形成され、その貫通口２３を通って燃焼用二次空気が供給される
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ようになっている。混合室２１は、内筒部２４を介して貫通口２３の周囲に形成されるも
ので、環状（例えば円環状）に形成されている。バーナ本体２０は、図２に示すように、
例えば、アルミニウム等により形成され、混合管２２を混合室２１と一体に有しており、
混合室２１は混合管２２に連通する。第１実施形態においては、バーナ本体２０は、機器
本体１０に固定されるバーナ受け桟６に支持される。
【００２１】
　バーナ本体２０は、混合管２２の先端に開口を有し、この開口に燃料としてのガス（生
ガス）を吐出するガスノズル（不図示）が配置される。ガスノズルは、ガス供給路１８（
図２等参照）の先端に設けられるもので、ガスノズルから生ガスが吐出されると、混合管
２２の開口から一次空気が吸入されて、混合管２２内で生ガスと一次空気とが混合される
。
【００２２】
　バーナキャップ３は、図４に示すように、主体をなすキャップ本体３１と、キャップ筒
部３２と、を備えている。キャップ本体３１およびキャップ筒部３２は、平面視において
、内部に上下方向に貫通する貫通口３３を有する。
【００２３】
　バーナ本体２０上にバーナキャップ３が載置されてなるコンロバーナ２は、図４に示す
ように、バーナキャップ３の下面とバーナ本体２０の上面との間に、主炎口および保炎口
からなる平面視環状をした炎口２５が形成される。キャップ本体３１の下面には、内外方
向を長手方向とし放射状に複数配置される主炎口用溝が凹設してあり、この主炎口用溝と
バーナ本体２０との間に、主炎口が形成される。また、バーナキャップ３の主炎口用溝が
形成されていない部分とバーナ本体２０との間に、保炎口が形成される。なお、第１実施
形態におけるコンロバーナ２は、バーナ本体２０にバーナキャップ３が載置されて構成さ
れているが、分割されているものに限定されない。
【００２４】
　また、天板１１上には、五徳１３が載置してあり、五徳１３は、コンロバーナ２を囲む
ように設けてある。五徳１３に鍋底等の調理容器の底部が載置されることで、この調理容
器を支持する。
【００２５】
　また第１実施形態においては、図１～図４に示すように、バーナキャップ３の上に、バ
ーナカバー３４が設けてある。バーナカバー３４は、バーナキャップ３の上面を覆って、
バーナキャップ３の上面に煮汁等が付着するのを防止するものである。バーナカバー３４
には、中央部に温度センサー１４が挿通する挿通口が形成されている。なお、第１実施形
態においては、バーナキャップ３にバーナカバー３４が設けられているが、バーナカバー
３４は設けられなくてもよい。
【００２６】
　またコンロバーナ２は、図１、図４に示すように、貫通口２３および貫通口３３に挿通
され、調理容器の底部の温度を検知する温度センサー１４を備えている。温度センサー１
４は、図４に示すように、貫通口２３、３３内に挿通される支持パイプ（不図示）と、支
持パイプの上端に設けた感熱部（不図示）とを備えている。感熱部は、五徳１３の上面よ
り高く配置され、五徳１３に載置される調理容器の底部に当接して、その温度を検出する
。感熱部は、調理容器の底部により下方に押された際、下方に移動可能である。感熱部部
によって検出される温度は、図示しないが、支持パイプ内に挿通されるリード線を介して
マイクロコンピュータからなる制御部に入力され、制御部は、検出された温度に基いてコ
ンロバーナ２の火力制御を行う。
【００２７】
　機器本体１０内には、図１～図３に示すように、グリルバーナを備えたグリル１５が収
容される。グリル１５の前開口は、機器本体１０の前面に設けられたグリル扉１５ａによ
って開閉自在に閉塞される。ガスコンロ１の前面部１６を構成する前面パネルには、各バ
ーナ（コンロバーナ２、グリルバーナ）を操作するための操作部１７が設けてある。操作
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部１７は、対応する各バーナの点火及び消火の切り替えや火力調節を指令するものであり
、これを受けて制御部が各バーナの制御を行うと共に、バーナ毎に、調理タイマーモード
、湯沸しモード、炊飯モード等の自動調理モードを設定できるようになっている。
【００２８】
　各バーナには、図２～図３に示すように、都市ガス等の燃料ガスを供給するガス供給路
１８を介してガスが供給される。ガス供給路１８には、図示しないが、元電磁弁、流量制
御弁、流量制御弁を駆動する駆動手段が設けられる。操作部１７を操作して制御部に点火
の指令を送ると、制御部は、対応するガス供給路の元電磁弁を開き、流量制御弁を所定開
度で開くと共に点火プラグ１９（図４参照）をスパークさせて点火させる。
【００２９】
　本発明のガスコンロ１は、図４に示すように、バーナ挿通開口１１ａを挿通するコンロ
バーナ２と開口周縁部１２との間に形成される周縁間隙１１ｂから機器本体１０内に侵入
した煮汁を受ける煮こぼれカバー４を備えるものである。
【００３０】
　煮こぼれカバー４は、平面視において少なくとも周縁間隙１１ｂを含む部分に位置する
もので、周縁間隙１１ｂを含む広範囲に位置するのが好ましい。これにより、周縁間隙１
１ｂから機器本体１０内に侵入した煮汁を受けることができる。特に、煮こぼれにより調
理容器より溢れた煮汁は、調理容器の側面を流下して下面を伝い、温度センサー１４の側
面を流下して落下し、煮こぼれカバー４に受けられる。
【００３１】
　煮こぼれカバー４は、図４に示すように、受けた煮汁を下方に排出する排出孔４１を備
える。煮こぼれカバー４の煮汁を受ける上面（受け面）は、第１実施形態においては、受
けた煮汁を排出孔４１に流れるように誘導する傾斜面を備える。
【００３２】
　そして本発明のガスコンロ１は、天板１１の裏面１１ｃを伝う煮汁を受けて、煮こぼれ
カバー４に誘導する誘導カバー５を備える。誘導カバー５は、天板１１の下側で、且つ、
操作部１７の上側の高さ位置に設けられる。第１実施形態においては、誘導カバー５は、
機器本体１０の前面部１６の上端部に設けられている。
【００３３】
　誘導カバー５は、開口又は端縁よりなる排出部５１が形成される。誘導カバー５には、
排出部５１を最底部とする傾斜が形成されることが好ましい。第１実施形態においては、
図４に示すように、カウンターの開口部の前側周縁部の上側に位置する天板１１の裏面１
１ｃの下側に、略水平な前部５２が位置する。前部５２の後端部は、機器本体１０の中部
１０ｂの前端部のすぐ後側に位置しており、後端部より下方に垂下する垂下部５３が設け
られている。そして、垂下部５３の下端部から、末端が煮こぼれカバー４の上方にまで伸
びる誘導部５４が設けられている。誘導部５４は、垂下部５３の下端部に位置する基端か
ら、煮こぼれカバー４の上方に位置する末端にかけて、末端を最底部とする傾斜が形成さ
れており、末端が排出部５１となる。更に、第１実施形態においては、排出部５１から垂
下する水切り５５が設けられている。
【００３４】
　本発明におけるガスコンロ１は、誘導カバー５を備えるので、バーナ挿通開口１１ａの
周縁から天板１１の裏面１１ｃを伝って操作部１７上方に流れてきた煮汁が、誘導カバー
５に受け止められる。その後、煮汁は誘導カバー５から煮こぼれカバー４に受けられて、
煮こぼれカバー４に誘導されて、排出孔４１から排出される。このため、バーナ挿通開口
１１ａの周縁から天板１１の裏面１１ｃを伝って操作部１７に落下して、操作部１７や、
操作部１７を突出させる機器１７ａ（図４参照）に不都合が生じることが防止される。な
お、排出孔４１の下方には、ガスコンロ１の機能部品（例えば制御部や駆動手段、特に電
気機器）が配置されないようにすることが好ましい。
【００３５】
　第１実施形態のガスコンロは、図３に示すように、ドロップイン式のガスコンロであり
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、上部１０ｃはカウンター上に載置される。そして、機器本体１０の上部１０ｃの前端部
には、係合部１０ｄが上方に切り起こして突設されている。また、誘導カバー５の前端部
には、下方に屈曲する係止部５６が設けられている。誘導カバー５の係止部５６が機器本
体１０の係合部１０ｄに係合して、誘導カバー５が機器本体１０に止着される。
【００３６】
　このように、係合部１０ｄと係止部５６の係合により、誘導カバー５が機器本体１０に
固定されることで、簡単に誘導カバー５が機器本体１０の前面部１６の上端部に止着でき
、しかも、係合部１０ｄが鍔部となる上部１０ｃの上面から上方に突設されるので、係合
部１０ｄがキッチンカウンターと干渉しない。
【００３７】
　また、第２実施形態として、図示しないが、誘導カバー５の機器本体１０への止着方法
として、例えば、ねじ等によって誘導カバー５が機器本体１０の前面部１６の上端部付近
に止着される構成としてもよい。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　ガスコンロ
　１０　機器本体
　１０ａ　下部
　１０ｂ　中部
　１０ｃ　上部
　１０ｄ　係合部
　１１　天板
　１１ａ　バーナ挿通開口
　１１ｂ　周縁間隙
　１１ｃ　裏面
　１２　開口周縁部
　１３　五徳
　１４　温度センサー
　１５ａ　グリル扉
　１５　グリル
　１６　前面部
　１７　操作部
　１７ａ　機器
　１８　ガス供給路
　１９　点火プラグ
　２　　コンロバーナ
　２ａ　大火力バーナ
　２ｂ　標準火力バーナ
　２ｃ　小火力バーナ
　２０　バーナ本体
　２１　混合室
　２２　混合管
　２３　貫通口
　２４　内筒部
　２５　炎口
　３　　バーナキャップ
　３１　キャップ本体
　３２　キャップ筒部
　３３　貫通口
　３４　バーナカバー
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　４　　煮こぼれカバー
　４１　排出孔
　５　　誘導カバー
　５１　排出部
　５２　前部
　５３　垂下部
　５４　誘導部
　５５　水切り
　５６　係止部
　６　　バーナ受け桟

【図１】 【図２】
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