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(57)【要約】
【課題】加熱庫に出し入れ自在に収納される調理容器で
食材を加熱調理するガス調理器において、前記調理容器
で高品質のケーキやパン等の焼物が調理できるようにす
る。　
【解決手段】加熱庫内の上火バーナと下火バーナの燃焼
を開始させる点火手段と、前記燃焼を開始させた後の加
熱時間を計測する加熱タイマと、加熱調理時間を手入力
で設定する調理時間設定手段と、前記調理時間設定手段
で設定された前記加熱調理時間に基づいて、該加熱調理
時間より短い初期加熱時間を演算する初期加熱時間演算
手段と、前記加熱タイマが計測した加熱時間が前記初期
加熱時間演算手段で演算された初期加熱時間に到達した
場合に前記上火バーナを消火させる加熱量切替手段と、
前記加熱タイマが計測した前記加熱時間が前記調理時間
設定手段で設定された加熱調理時間に到達した場合に前
記下火バーナを消火させる消火手段と、を具備すること
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方開口が開閉扉で閉塞される加熱庫と、
　前記加熱庫に出し入れ自在に収納される調理容器と、
　前記調理容器の上部を加熱する上火バーナと、
　前記調理容器の下部を加熱する下火バーナと、を具備し、
　前記調理容器に食材を入れて加熱調理するガス調理器において、
　前記上火バーナと下火バーナの燃焼を開始させる点火手段と、
　前記燃焼を開始させた後の加熱時間を計測する加熱タイマと、
　加熱調理時間を手入力で設定する調理時間設定手段と、
　前記調理時間設定手段で設定された前記加熱調理時間に基づいて、該加熱調理時間より
短い初期加熱時間を演算する、初期加熱時間演算手段と、
　前記加熱タイマが計測した加熱時間が前記初期加熱時間演算手段で演算された初期加熱
時間に到達した場合に前記上火バーナを消火させる加熱量切替手段と、
　前記加熱タイマが計測した前記加熱時間が前記調理時間設定手段で設定された加熱調理
時間に到達した場合に前記下火バーナを消火させる消火手段と、を具備する、ガス調理器
。
【請求項２】
　請求項１に記載のガス調理器に於いて、
　食材の加熱度合いを手入力で設定する加熱レベル設定手段と、
　前記加熱レベル設定手段で設定された加熱度合いが低い場合は、高い場合に比べて、前
記初期加熱時間を短縮する第１補正手段を具備する、ガス調理器。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のガス調理器に於いて、
　前記加熱量切替手段は、前記上火バーナを消火させる際に前記下火バーナを強火から弱
火に切替える機能を備えている、ガス調理器。
【請求項４】
　請求項１から請求項３の何れかに記載のガス調理器に於いて、
　調理開始時の加熱庫内の温度である調理開始温度が高い場合は、低い場合に比べて、前
記初期加熱時間を短縮する第２補正手段を具備する、ガス調理器。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の何れかに記載のガス調理器に於いて、
　前記上火バーナを消火させる為の加熱量切替温度を設定する切替温度設定手段が設けら
れ、
　前記加熱量切替手段は、前記加熱タイマが計測した加熱時間が前記初期加熱時間演算手
段で演算された初期加熱時間に到達する前であっても、前記加熱庫の温度が前記切替温度
設定手段で設定された前記加熱量切替温度に昇温した場合は前記上火バーナを消火させる
、ガス調理器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガス調理器、特に、調理容器を加熱庫内に収納して加熱調理する形式のガス
調理器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種のガス調理器として、特許文献１に開示されたものが知られている。
　このものでは、前方開口が開閉扉で覆われた加熱庫内には上火バーナと下火バーナが配
設されていると共に、該加熱庫には、蓋付きの調理容器が出し入れ自在に収納されるよう
になっている。
【０００３】
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　加熱調理の際には、食材を入れた調理容器を加熱庫に収納して上火バーナと下火バーナ
を燃焼させると、調理容器内の食材が上火バーナと下火バーナで上下から加熱されて調理
が進行する。そして、料理が出来上がる頃に、加熱庫の開閉扉を開放して調理容器を引き
出すと共に、該調理容器の蓋体を開けて料理の出来具合を確認し、料理が出来上がってい
る場合は、上火バーナと下火バーナを消火させて調理容器を加熱庫から取り出す。
　このものでは、加熱庫で加熱される調理容器を利用することにより、煮物や蒸し物、更
には、ケーキ・パン等の種々の調理が行なえる。
【特許文献１】特開２００５－２３７４６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来のものでは、加熱庫から引き出した調理容器の蓋体を開けて料
理の出来具合を何回か確認する必要があり、加熱調理の進捗状況を経験に基づいて感覚的
に判断しているから、加熱調理に手間が掛かるという問題がある。
【０００５】
　そこで、上記問題を解決するため、加熱庫に温度センサを設けると共に、該温度センサ
の検知温度に基づいて前記上火バーナや下火バーナの燃焼を制御することも考えられる。
ところが、かかるものでは、温度センサの検知温度、即ち、温度センサの配設部の温度と
、調理容器内の温度とのズレがあることから、精緻な制御が困難である。特に、表面の焼
き加減と生地内の湿り度合いの両者が相俟って食味や食感等の品質が決まるパンやケーキ
を適正に焼き上げるのは難しい。又、上火バーナを調理完了時まで燃焼させると、加熱庫
内の下部空間に比べて温度が高い上部空間が上火バーナで加熱されて一層高温になること
から、調理容器の底部より上部が高温になって均一加熱できず、高品質のパンやケーキを
焼き上げることが難しい。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みて成されたもので、
『前方開口が開閉扉で閉塞される加熱庫と、
　前記加熱庫に出し入れ自在に収納される調理容器と、
　前記調理容器の上部を加熱する上火バーナと、
　前記調理容器の下部を加熱する下火バーナと、を具備し、
　前記調理容器に食材を入れて加熱調理するガス調理器』において、前記調理容器で高品
質のケーキやパン等の焼物が調理できるようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
［請求項１に係る発明]
　上記課題を解決するための請求項１に係る発明の解決手段は、
　『前記上火バーナと下火バーナの燃焼を開始させる点火手段と、
　前記燃焼を開始させた後の加熱時間を計測する加熱タイマと、
　加熱調理時間を手入力で設定する調理時間設定手段と、
　前記調理時間設定手段で設定された前記加熱調理時間に基づいて、該加熱調理時間より
短い初期加熱時間を演算する、初期加熱時間演算手段と、
　前記加熱タイマが計測した加熱時間が前記初期加熱時間演算手段で演算された初期加熱
時間に到達した場合に前記上火バーナを消火させる加熱量切替手段と、
　前記加熱タイマが計測した前記加熱時間が前記調理時間設定手段で設定された加熱調理
時間に到達した場合に前記下火バーナを消火させる消火手段と、を具備する』ことである
。
【０００８】
　上記解決手段は次のように作用する。
　ケーキやパンを焼くときは、先ず、調理容器にケーキ等の生地を入れる。
　次に、調理時間設定手段で加熱調理時間を手入力により設定する。
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　この状態で、前記調理容器を加熱庫に収納して調理を開始させると、点火手段が作動し
て上火バーナと下火バーナが燃焼し、これにより、加熱庫全体の温度が上昇し始めると共
に、調理容器が加熱され始める。そして、前記燃焼の開始後の加熱時間が加熱タイマで計
測される。
【０００９】
　一方、初期加熱時間演算手段は、前記調理時間設定手段で設定された加熱調理時間に基
づいて、該加熱調理時間より短い初期加熱時間を演算する。
　前記加熱タイマで計測された加熱時間（上下バーナの燃焼時間）が、前記初期加熱時間
に到達する頃には、加熱庫内全体が温度上昇して加熱調理に適した温度になる。
　やがて、前記加熱タイマで計測された加熱時間が前記初期加熱時間に到達すると、加熱
庫内の下部空間に比べて温度が高い上部空間を加熱する上火バーナのみが、加熱量切替手
段によって消火され、これにより、温度の高い前記上部空間の温度上昇が抑えられて加熱
庫の温度分布が均一化される。
【００１０】
　これにより、調理容器が均一温度分布の雰囲気中に置かれた状態になり、この状態で、
調理容器内の食材が加熱調理される。そして、加熱タイマで計測された加熱時間が調理時
間設定手段で設定された加熱調理時間に到達すると、消火手段によって下火バーナが消火
されて調理が完了する。
　このものでは、調理容器及び加熱庫の全体が調理に適した温度に昇温した頃に上火バー
ナのみを消火させることにより、調理容器が均一温度分布の雰囲気中に置かれた状態で加
熱調理されるようにしたから、高品質のケーキやパン等の焼物が調理できる。
【００１１】
［請求項２に係る発明]
　請求項１に係る発明に於いて、
『食材の加熱度合いを手入力で設定する加熱レベル設定手段と、
　前記加熱レベル設定手段で設定された加熱度合いが低い場合は、高い場合に比べて、前
記初期加熱時間を短縮する第１補正手段を具備する』ものでは、加熱レベル設定手段に手
入力で設定された食材の加熱度合いが低くなるに従って初期加熱時間（上火バーナを燃焼
させる時間）が短縮される（第１補正手段）。よって、加熱レベル設定手段で設定された
加熱度合いに応じて、初期加熱時間の経過時に於ける加熱庫の温度が変化するから、種々
の焼き加減のケーキやパンが焼き上げられる。
【００１２】
［請求項３に係る発明]
　請求項１、２に係る発明に於いて、
『前記加熱量切替手段は、前記上火バーナを消火させる際に前記下火バーナを強火から弱
火に切替える機能を備えている』ものとすることができる。
　このものでは、加熱庫内全体が調理に適した温度に昇温した頃に上火バーナを消火させ
ると共に、下火バーナを弱火に切替えるから、調理容器の下部の過熱が一層抑えられる。
従って、調理容器内の料理の上部と下部の焼きムラが一層少なくなり、更に高品質のケー
キやパン等を焼き上げることができる。
【００１３】
［請求項４に係る発明]
　請求項１～３に係る発明に於いて、
　『調理開始時の加熱庫内の温度である調理開始温度が高い場合は、低い場合に比べて、
前記初期加熱時間を短縮する第２補正手段を具備する』ものとすることができる。
　加熱調理が繰り返して行なわれる場合、加熱庫が冷めている初回の加熱調理時に比べ、
２回目以降の調理開始温度は高い。従って、２回目以降の加熱調理時には、第２補正手段
によって初期加熱時間を短縮化し、これにより、上火バーナの燃焼時間を短くして加熱庫
の上部空間の過剰昇温を防止し、調理容器を早期に均一温度分布の雰囲気中に置くことが
できる。
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　従って、ケーキやパン等を繰り返して焼く場合でも、適正な焼き加減が担保できる。
【００１４】
［請求項５に係る発明]
　請求項１～４に係る発明に於いて、
　『前記上火バーナを消火させる為の加熱量切替温度を設定する切替温度設定手段が設け
られ、
　前記加熱量切替手段は、前記加熱タイマが計測した加熱時間が前記初期加熱時間演算手
段で演算された初期加熱時間に到達する前であっても、前記加熱庫の温度が前記切替温度
設定手段で設定された前記加熱量切替温度に昇温した場合は前記上火バーナを消火させる
』ものでは、加熱タイマが計測した加熱時間が前記初期加熱時間に到達する前であっても
、前記加熱庫の温度が所定の加熱量切替温度に昇温した場合は前記上火バーナが消火され
る（加熱量切替手段）。
　従って、ケーキやパン等の焼き過ぎが防止され、焼物の適正な焼き加減が担保できる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は次の特有の効果を有する。
　請求項１に係る発明によれば、調理容器及び加熱庫の全体が調理に適した温度に昇温し
た頃に上火バーナのみを消火させることにより、調理容器が均一温度分布の雰囲気中に置
かれた状態で加熱調理されるようにしたから、高品質のケーキやパン等の焼物が調理でき
る。
【００１６】
　請求項２に係る発明によれば、加熱レベル設定手段で設定された加熱度合いに応じて、
初期加熱時間（上火バーナを燃焼させる時間）の経過時に於ける加熱庫の温度が変化する
から、種々の焼き加減のケーキやパンが焼き上げられる。
【００１７】
　請求項３に係る発明によれば、前述のように、調理容器の下部の過熱が一層抑えられる
から、調理容器内の料理の上部と下部の焼きムラが一層少なくなり、更に高品質のケーキ
やパン等を焼き上げることができる。
【００１８】
　請求項４に係る発明では、調理開始時の加熱庫内の温度である調理開始温度が高い場合
は初期加熱時間が短縮されるから、ケーキやパン等を繰り返して焼く場合でも、適正な焼
き加減が担保できる。
【００１９】
　請求項５に係る発明では、加熱調理時間が経過する前であっても、初期加熱時間に達す
る前であっても、加熱庫の温度が加熱量切替温度に昇温した場合は上火バーナを消火する
から、ケーキやパン等の焼き過ぎが防止され、これら焼物の適正な焼き加減が担保できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態について添付図面を参照しながら説明する
。
　図１は、システムキッチンのカウンタートップ(K)に開設された開口(K1)に落とし込み
状態に装着されるドロップインコンロの斜視図である。
　コンロ本体(3)の天板(30)には五徳(33)(34)(35)とガスバーナ(31)(32)(36)が位置して
いると共に、コンロ本体(3)の正面中央にはオーブン(2)の開閉扉(21)が配設されている。
【００２１】
　前記開閉扉(21)の右側に位置するコンロ操作部(23)にはガスバーナ(31)(32)(36)の点・
消火と火力調節機能を兼備した操作摘み(24)(25)(28)が配設されており、該操作摘み(24)
(25)(28)は、後述するグリル用摘み(37)と同様に、押し込み操作の繰り返しによってコン
ロ操作部(23)から突出した使用状態と、コンロ操作部(23)と面一になった不使用状態との
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２状態に変化するようになっている。又、操作摘み(24)(25)(28)の下方には、コンロ部の
種々の機能をセットする引き出し式操作部(39)が設けられている。該引出し式操作部(39)
は、後述するグリル用の引き出し式操作部(38)と同様にコンロ本体(3)に対して、引き出
し・押し込み自在に装着されている。
【００２２】
　一方、オーブン(2)の開閉扉(21)の左側に形成されたグリル用操作部(22)にはオーブン(
2)用の上下バーナ(56)(55)の点・消火と火力設定機能を兼備したグリル用摘み(37)と、そ
の下方の引き出し式操作部(38)が設けられている。
　前記グリル用の引き出し式操作部(38)は、コンロ本体(3)に対して引出し・押し込み自
在に装着されており、不使用時には該引出し式操作部(38)をコンロ本体(3)に対して押し
込んだ収納状態にできるようになっている。
【００２３】
　図１に示すように、グリル用の引き出し式操作部(38)をコンロ本体(3)から引き出すと
、該引出し式操作部(38)の内部に設けられたタッチパネル式操作部(380)が現れる。この
タッチパネル式操作部(380)には、オーブンスイッチ(41)と、ケーキパンスイッチ(40)と
、加熱レベルを「強」「中」「弱」で表示する加熱レベル表示部(44)と、子供の悪戯等に
よる誤操作を防止する為のロックスイッチ(45)と、加熱調理時間を表示するタイマ表示部
(43)と、調理時間設定部(42)が配設されている。調理時間設定部(42)は、前記加熱調理時
間を増加させるアップキー(42a)と、減少させるダウンキー(42b)を備えており、該調理時
間設定部(42)は、請求項１の発明の「調理時間設定手段」に対応している。
【００２４】
　図２、図４に示すように、オーブン(2)は、加熱庫(10)とこれに装填された引き出し部(
20)を備えている。引き出し部(20)は、加熱庫(10)の前方開口(100)を開閉する開閉扉(21)
から後方に突出する左右一対の支持アーム(26)(26)にトレー(27)が載置された構成で、ト
レー(27)には、図３、図４に示すように、容器固定網(50)が載置収納されている。容器固
定網(50)には、容器本体(51)とその上端開口を閉塞する蓋体(52)からなる金属製の調理容
器(53)が着脱自在に載置されるようになっている。
【００２５】
　図２、図３に示すように、加熱庫(10)に於ける下部の左右側壁の近傍にはパイプ状の下
火バーナ(55)(55)が配設されていると共に、その炎孔(556)(556)は加熱庫(10)の中央向き
に開口している。
【００２６】
　一方、加熱庫(10)の天井には、上火バーナ(56)が配設されていると共に、加熱庫(10)の
奥端には排気ダクト(17)が連設されており、該排気ダクト(17)の上流端近傍の底壁には第
１温度センサ(14)が配設されている。又、加熱庫(10)の上部の奥壁(101)には、第２温度
センサ(15)が配設されている。
【００２７】
　図５に示すように、前記上火バーナ(56)へのガス回路(560)には、元弁(561)とその下流
側の火力切替弁(562)が配設されていると共に、火力切替弁(562)のバイパス回路(563)に
はオリフィス(564)が設けられている。従って、火力切替弁(562)が閉弁するとバイパス回
路(563)のみから上火バーナ(56)にガス供給されて、該上火バーナ(56)が弱火燃焼する一
方、火力切替弁(562)が開弁すると、該火力切替弁(562)側のガス回路とバイパス回路(563
)の両方から上火バーナ(56)にガス供給されてこれが強火燃焼する。又、これと同様に、
下火バーナ(55)へのガス回路(550)には、元弁(551)とその下流側の火力切替弁(552)が配
設されていると共に、火力切替弁(552)のバイパス回路(553)にはオリフィス(554)が設け
られている。従って、火力切替弁(552)が閉弁するとバイパス回路(553)のみから下火バー
ナ(55)にガス供給されて、該下火バーナ(55)が弱火燃焼する一方、火力切替弁(552)が開
弁すると、該火力切替弁(552)側のガス回路とバイパス回路(553)の両方から下火バーナ(5
5)にガス供給されてこれが強火燃焼する。
【００２８】
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　上記ガス回路(550)(560)に配設された元弁(551)(561)や火力切替弁(552)(562)は、制御
装置(6)で制御されると共に、該制御装置(6)には、上記第１、第２温度センサ(14)(15)、
グリル用摘み(37)、オーブンスイッチ(41)、ケーキパンスイッチ(40)、及び調理時間設定
部(42)の出力が印加されている。調理時間設定部(42)は、アップキー(42a)の操作でカウ
ントアップ動作する一方、ダウンキー(42b)の操作でカウントダウン動作するカウンタ(42
0)を具備しており、該カウンタ(420)の出力が制御装置(6)に印加されている。ケーキパン
スイッチ(40)の操作回数は３進カウンタ(400)でカウントされると共に、該３進カウンタ(
400)の出力によって、加熱レベル表示部(44)の強加熱ランプ(44a)と中加熱ランプ(44b)と
更に弱加熱ランプ(44c)が択一的に点灯されるようになっている。又、３進カウンタ(400)
の出力は制御装置(6)に印加されており、該３進カウンタ(400)の出力によって、調理時の
加熱度合いが、強加熱、中加熱、弱加熱の何れであるか判断されるようになっている。従
って、本実施の形態では、ケーキパンスイッチ(40)と、これの操作回数をカウントするカ
ウンタ(400)の集合が、請求項２の発明の「加熱レベル設定手段」に対応する。
【００２９】
　オーブン(2)を制御する前記制御装置(6)には、図６～９のフローチャートで示す内容の
制御プログラムが格納されたマイクロコンピュータが組み込まれている。以下、ケーキや
パンを焼く場合の調理の実際を、図６～９のフローチャートに従って説明する。
　先ず予め、調理容器(53)にケーキやパンの生地を入れておく。
【００３０】
　次に、図示しない電源スイッチを投入すると、制御装置(6)のマイクロコンピュータが
作動し、図６の制御を実行する。
　ステップ(ST1)では、第１温度センサ(14)の検知温度Ｔｈ１が９０℃未満か否かを判断
する。そして、９０℃以上の場合は、ステップ(ST2)を実行し、ケーキパンスイッチ(40)
やオーブンスイッチ(41)の操作による調理モードの選択の受け付けを禁止したうえで、ス
テップ(ST1)に制御を戻す。９０℃を超える高温で調理を開始すると、調理開始温度が高
すぎるために適正調理が行なえないからである。
【００３１】
　一方、前記ステップ(ST1)で第１温度センサ(14)の検知温度Ｔｈ１が９０℃未満と判断
されると、ステップ(ST3)に移行し、調理のモード選択を受け付ける制御が実行される。
このモード選択では、オーブンスイッチ(41)がＯＮ操作されていればオーブンモードが選
択され、ケーキパンスイッチ(40)がＯＮ操作されていればケーキパンモードが選択される
。又、オーブンスイッチ(41)とケーキパンスイッチ(40)の何れもＯＮ操作されていない場
合、及び、オーブンモードが選択されている状態でオーブンスイッチ(41)がＯＮ操作され
た場合はグリルモードが選択される。従って、ケーキやパンを焼く場合は、ケーキパンス
イッチ(40)をＯＮ操作すればよい。
【００３２】
　次に、ステップ(ST4)を実行し、調理時間設定部(42)で設定された加熱調理時間Ｋを読
み込んで、該加熱調理時間Ｋを加熱タイマＴの初期値にセットする。加熱タイマＴは、カ
ウントダウンタイマで構成されており、該加熱タイマＴがタイムアップした時点で加熱調
理時間Ｋが経過するようになっている。
　続いて、ステップ(ST5)を実行し、グリル用摘み(37)で点火操作がされたか否かを判断
し、点火操作がされていない場合は、ステップ(ST1)に制御を戻す。
【００３３】
　一方、ステップ(ST5)で点火操作がされたと判断すると、ステップ(ST6)で、第１温度セ
ンサ(14)が検知する検知温度Ｔｈ１を調理開始温度Ｔ０として記憶すると共に、上下バー
ナ(56)(55)に点火する。上下バーナ(56)(55)への点火は、図示しない点火電極から上下バ
ーナ(56)(55)に火花放電をさせると共に、ガス回路(560)(550)に設けられた元弁(561)(55
1)及び火力切替弁(562)(552)を開弁させ、これにより、上下バーナ(56)(55)を強火燃焼さ
せる。従って、本実施の形態では、ステップ(ST6)を実行するマイクロコンピュータの機
能部が、請求項１の「点火手段」に対応する。
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【００３４】
　次に、ステップ(ST7)で調理開始温度Ｔ０が９０℃以上と判断されると、既述したステ
ップ(ST2)に制御が移される一方、９０℃未満と判断されると、ステップ(ST8)で点火タイ
マＡをスタートさせると共に、加熱タイマＴをスタートさせてカウントダウン動作を開始
させる。
【００３５】
　ステップ(ST9)で、調理のモード選択を受け付ける制御（ステップ(ST3)と同様の制御）
が実行された後、ステップ(ST10)に於いて、調理時間設定部(42)で設定された加熱調理時
間Ｋを読み込んでこれを加熱タイマＴ（カウントダウンタイマ）の初期値にセットする制
御（ステップ(ST4)と同様の制御）が実行される。その後、ステップ(ST11)で加熱タイマ
Ｔを再びスタートさせてカウントダウン動作を再開させる。そして、上記ステップ(ST9)
～(ST11)の制御を、点火タイマＡが２０秒を計測するまで繰り返す（ステップ(ST12)）。
従って、点火タイマＡが２０秒を計測するまでの間（ステップ(ST9)～(ST11)が繰り返さ
れている間）では、パンケーキスイッチ(40)やオーブンスイッチ(41)を再操作することで
、調理のモード変更が可能になると共に、調理時間設定部(42)での調理時間Ｋの変更も可
能になる。
【００３６】
　次に、ステップ(ST13)で、調理モードに応じた制御への分岐が行なわれる。具体的には
、ステップ(ST3)(ST9)で受け付けられた調理モードがグリルモードであれば、ステップ(S
T14)のグリル調理の制御に移され、オーブンモードであれば、ステップ(ST15)のオーブン
調理の制御に移される。尚、グリル調理やオーブン調理の具体的な制御は省略する。
【００３７】
　一方、ケーキパンモードが選択されている場合（ケーキパンスイッチ(40)が操作されて
いる場合）は、ステップ(ST16)を実行し、加熱度合いが、強加熱、中加熱、弱加熱の何れ
に設定されているかを、３進カウンタ(400)の出力から判断する。強加熱に設定されてい
ると図７の「ケーキパンモードの強加熱」の制御に分岐し、中加熱に設定されていると図
８の「ケーキパンモードの中加熱」の制御に分岐し、弱加熱に設定されていると図９の「
ケーキパンモードの弱加熱」の制御に分岐する。
【００３８】
　図７の「ケーキパンモードの強加熱」の制御に分岐すると、先ず、ステップ(ST20)を実
行し、既述ステップ(ST8)でスタートさせた点火タイマＡが３０秒を計測したか否かを判
断し、経過していなければ、既述のステップ(ST10)に制御が戻される。即ち、調理時間設
定部(42)で設定された加熱調理時間Ｋを再び読み込んでこれを加熱タイマＴ（カウントダ
ウンタイマ）の初期値にセットする制御が実行され、これにより、図６のステップ(ST12)
で点火タイマＡの計測時間が２０秒を超えたことを確認した後の１０秒間（ステップ(ST1
2)の２０秒と図７のステップ(ST20)の３０秒の時間差）だけ、調理時間設定部(42)による
加熱調理時間Ｋの変更を受け付ける。
【００３９】
　次に、図７のステップ(ST20)から(ST21)に進んで、加熱調理が繰り返して行なわれる場
合の初回の加熱調理か、又は２回目以降の加熱調理かの判断が行なわれる。この場合、加
熱庫(10)が冷めている初回に比べ、２回目以降の調理開始温度Ｔ０は高い。そこで、該調
理開始温度Ｔ０が５０℃より低温である初回の加熱調理であるか否かをステップ(ST21)で
判断し、初回の加熱調理であると判断されると、ステップ(ST22)で第１温度センサ(14)の
検知温度Ｔｈ１が１８８℃以上か否かを判断し、更に、ステップ(ST23)で第２温度センサ
(15)の検知温度Ｔｈ２が３１０℃以上か否かを判断する。そして、検知温度Ｔｈ１が１８
８℃未満で、然も、第２温度センサ(15)の検知温度Ｔｈ２が３１０℃未満である場合は、
図６のステップ(ST11)でスタートさせた加熱タイマＴの計測時間が、調理時間設定部(42)
で設定された加熱調理時間Ｋの５０％の時間たる「初期加熱時間」が経過したか否かをス
テップ(ST24)で判断する。尚、本実施の形態では、ステップ(ST24)を実行する際に、前記
加熱調理時間の５０％の時間を演算するマイクロコンピュータの機能部が請求項１の発明
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の「初期加熱時間演算手段」に対応する。
【００４０】
　そして、ステップ(ST24)で、加熱タイマＴの計測時間が前記初期加熱時間（加熱調理時
間の５０％）に到達したことが確認できると、この頃には、調理容器(53)及び加熱庫(10)
の全体が高温で調理に適した温度になっている。そこで、ステップ(ST25)で上火バーナ(5
6)を消火させる（ガス回路(560)の元弁(561)を閉弁させる）と共に、下火バーナ(55)を弱
火に切替える（ガス回路(550)の火力切替弁(552)を閉弁させる）。これにより、加熱庫(1
0)の温度が高い上部空間の温度上昇が抑えられ、加熱庫(10)の温度分布の均一化が図れる
。その結果、調理容器(53)が均一温度分布の雰囲気中に置かれた状態になり、この状態で
調理容器(53)内のケーキやパン生地が加熱調理される。従って、本実施の形態では、ステ
ップ(ST25)の制御を実行するマイクロコンピュータの機能部が、請求項１の発明の「加熱
量切替手段」に対応している。そして、加熱タイマＴの計測した加熱時間が調理時間設定
部(42)で設定された加熱調理時間Ｋに到達した（加熱タイマＴがタイムアップした場合）
ことがステップ(ST26)で確認できると、ステップ(ST27)で下火バーナ(55)の元弁(551)を
閉弁させ（請求項１の発明の「消火手段」）、これにより、下火バーナ(55)を消火させて
ケーキやパンを焼き上げる調理を完了させる。
【００４１】
　このものでは、調理容器(53)及び加熱庫(10)の全体が高温で調理に適した温度になった
頃に上火バーナ(56)を消火させることにより、調理容器(53)が均一温度分布の雰囲気中に
置かれた状態で加熱調理されるようにしたから、高品質のケーキやパン等の焼物が調理で
きる。
【００４２】
　一方、既述ステップ(ST22)(ST23)を実行したときに、検知温度Ｔｈ１が１８８℃以上で
あるか、又は、第２温度センサ(15)の検知温度Ｔｈ２が３１０℃以上であることが確認で
きると、ステップ(ST25)で上火バーナ(56)を消火させると共に下火バーナ(55)を弱火に切
替える制御を実行する。尚、上記１８８℃及び３１０℃は、請求項５の発明の「加熱量切
替温度」に対応している。これにより、加熱タイマＴの計測時間が前記初期加熱時間（加
熱調理時間の５０％）に到達する前であっても、第１温度センサ(14)や第２温度センサ(1
5)の検知温度Ｔｈ１，Ｔｈ２が加熱量切替温度（１８８℃、３１０℃）に昇温すると上火
バーナ(56)が消火されるから、ケーキやパンの生地の過剰過熱が防止され、適正な焼き加
減が担保できる。従って、制御装置(6)に組み込まれたマイクロコンピュータに於いて、
１８８℃や３１０℃の加熱量切替温度を記憶するメモリーが請求項５の発明の「切替温度
設定手段」に対応する。
【００４３】
　一方、既述したステップ(ST21)の実行時に、加熱調理が繰り返して行なわれた場合の２
回目以降の加熱調理であると判断された場合、即ち、調理開始温度Ｔ０が５０℃を超えて
いると判断された場合は、ステップ(ST28)～(ST30)が実行される。ステップ(ST28)(ST29)
は、既述したステップ(ST22)(ST23)と同じ制御である。
【００４４】
　ステップ(ST30)は、図６のステップ(ST11)でスタートさせた加熱タイマＴの計測時間が
、調理時間設定部(42)で設定された加熱調理時間Ｋの４５％の時間たる「初期加熱時間」
が経過したか否かを判断するステップであり、「４５％」であるか否かを判断する点で、
「５０％」であるか否かを判断するステップ(ST24)と相違している。そして、本実施の形
態では、前記加熱調理時間の「５０％」を「４５％」に変更するマイクロコンピュータの
機能部（ステップ(ST30)の制御を実行する機能部）が、請求項４の発明の「第２補正手段
」に対応している。これにより、ケーキやパン等を繰り返して焼く場合でも、適正な焼き
加減が担保できる。
【００４５】
　次に、図６のステップ(ST16)の説明に戻る。
　ステップ(ST16)で、「ケーキパンモードの中加熱」に分岐すると、図８の制御が実行さ
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れる。この図８の制御では、ステップ(STA)と(STB)が図７のステップ(ST24)と(ST30)に夫
々対応しているが、ステップ(STA)で加熱調理時間Ｋ（調理時間設定部(42)で設定された
時間）の１７％を初期加熱時間として演算する点が、加熱調理時間Ｋの５０％を初期加熱
時間として演算するステップ(ST24)と相違する。又、ステップ(STB)で加熱調理時間Ｋ（
調理時間設定部(42)で設定された時間）の１３％を初期加熱時間として演算する点が、加
熱調理時間Ｋの４５％を初期加熱時間として演算するステップ(ST30)と相違する。これ以
外の制御は、図７と同様である。
【００４６】
　「ケーキパンモードの中加熱」の制御を示す図８のフローチャートでは、ステップ(STA
)で設定される初期加熱時間（調理時間設定部(42)で設定された加熱調理時間Ｋの１７％
）及び、ステップ(STB)で設定される初期加熱時間（調理時間設定部(42)で設定された加
熱調理時間Ｋの１３％）が図７の「ケーキパンモードの強加熱」の場合より短いから、そ
の分、上火バーナ(56)の燃焼時間と、下火バーナ(55)の強燃焼時間が短くなる。従って、
「ケーキパンモードの強加熱」の場合に比べて、ケーキやパンの焼き加減が抑えられ、使
用者の嗜好に適合したケーキやパンが焼き上げられる。
【００４７】
　一方、図６のステップ(ST16)から、「ケーキパンモードの弱加熱」に分岐すると、図９
の制御が実行される。この図９の制御では、ステップ(STC)と(STD)が図８のステップ(STA
)と(STB)に夫々対応しているが、ステップ(STC)で加熱調理時間Ｋ（調理時間設定部(42)
で設定された時間）の１％を初期加熱時間として演算する点が、加熱調理時間Ｋの１７％
を初期加熱時間として演算するステップ(STA)と相違する。又、ステップ(STD)で加熱調理
時間Ｋ（調理時間設定部(42)で設定された時間）の１％を初期加熱時間として演算する点
が、加熱調理時間Ｋの１３％を初期加熱時間として演算するステップ(STB)と相違する。
これ以外の制御は、図８と同様である。
【００４８】
　「ケーキパンモードの弱加熱」の制御を示す図９のフローチャートでは、ステップ(STC
)で設定される初期加熱時間（調理時間設定部(42)で設定された加熱調理時間Ｋの１％）
及び、ステップ(STD)で設定される初期加熱時間（調理時間設定部(42)で設定された加熱
調理時間Ｋの１％）が図８の「ケーキパンモードの中加熱」の場合より短いから、その分
、上火バーナ(56)の燃焼時間と、下火バーナ(55)の強燃焼時間が短くなる。従って、「ケ
ーキパンモードの中加熱」の場合に比べて、ケーキやパンの焼き加減が更に抑えられる。
【００４９】
　本実施の形態では、図７のステップ(ST24)で初期加熱時間の演算に使用する「５０％」
の値を、図８のステップ(STA)で「１７％」に変更し、更に図９のステップ(STC)で「１％
」するマイクロコンピュータの機能部が、請求項２の発明の「第１補正手段」に対応する
。又、図７のステップ(ST30)で初期加熱時間の演算に使用する「４５％」の値を、図８の
ステップ(STB)で「１３％」し、更に図９のステップ(STD)で「１％」するマイクロコンピ
ュータの機能部に変更するマイクロコンピュータの機能部も、請求項２の発明の「第１補
正手段」に対応する。
　尚、上記実施の形態では、下火バーナ(55)と上火バーナ(56)に各別に対応する元弁(551
)(561)を設けたが、下火バーナ(55)と上火バーナ(56)に共通の元弁を設けると共に、上火
バーナ(56)だけ独立して消火させる為の開閉弁を更に設ける構成にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態を説明するドロップインコンロの斜視図
【図２】図１のドロップインコンロの縦断面図
【図３】図１のドロップインコンロのオーブン(2)部分の断面図
【図４】図１のドロップインコンロのオーブン(2)の引き出し部(20)を引き出した状態の
斜視図
【図５】オーブン(2)の制御回路の概略図
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【図６】オーブン(2)の制御フローチャート
【図７】オーブン(2)の「ケーキパンモードの強加熱」の制御フローチャート
【図８】オーブン(2)の「ケーキパンモードの中加熱」の制御フローチャート
【図９】オーブン(2)の「ケーキパンモードの弱加熱」の制御フローチャート
【符号の説明】
【００５１】
(10)・・・加熱庫
(53)・・・調理容器
(55)・・・下火バーナ
(56)・・・上火バーナ
(21)・・・開閉扉
(100)・・・前方開口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(13) JP 2009-142314 A 2009.7.2

【図７】 【図８】

【図９】
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