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(57)【要約】
【課題】グリル装置を備え、使い勝手や調理性能を損な
うことなく、グリル装置を内蔵して両面を同時に加熱す
る構成をとりつつ、より厚みのある調理物を調理するこ
とを実現し、清掃性の改善を実現すること。
【解決手段】グリル装置６は、上加熱体９と下加熱体１
０を配した両面焼きグリル装置６であり、上加熱体９と
下加熱体１０を内蔵した調理庫１１と、下加熱体９の上
方を覆うように設けた均熱加熱プレート１２と、均熱加
熱プレート１２に載置する調理用加熱プレート１３を配
し、調理用加熱プレート１３に直接調理物１４を乗せて
調理を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外郭を構成する本体と、被加熱調理容器を載置する天板と、前記天板の下方に位置し前記
被加熱調理容器を加熱する加熱手段と、前記加熱手段の下方に位置するグリル装置と、前
記グリル装置の上方もしくは後方に設けた排気筒と、前記グリル装置の開口を覆い開閉自
在に配されたグリル扉とを備え、前記グリル装置は、上加熱体と下加熱体を配した両面焼
きグリル装置であり、前記上加熱体と前記下加熱体を内蔵した調理庫と、前記下加熱体の
上方を覆うように設けた均熱加熱プレートと、前記均熱加熱プレートに載置する調理用加
熱プレートを配し、前記調理用加熱プレートに直接調理物を乗せて調理を行うことを特徴
とする加熱調理器。
【請求項２】
均熱加熱プレートは、上面を略平面状態としたことを特徴とする請求項１に記載の加熱調
理器。
【請求項３】
均熱加熱プレートは、熱伝導性の高い材料にて構成したことを特徴とする請求項１または
２に記載の加熱調理器。
【請求項４】
均熱加熱プレートに、非粘着性を有する被膜層を形成したことを特徴とする請求項１～３
のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項５】
均熱加熱プレートに、親水性を有する被膜層を形成したことを特徴とする請求項１～３の
いずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項６】
均熱加熱プレートに、セルフクリーニング性を有する被膜層を形成したことを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項７】
均熱加熱プレートと下加熱手段とをダイキャストもしくはブレージングで一体に構成した
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項８】
均熱加熱プレートの温度を検知する温度検知手段を配し、調理用加熱プレートの温度を３
００℃以下の所定の温度にてコントロールすることを特徴とする請求項１～７のいずれか
１項に記載の加熱調理器。
【請求項９】
調理庫の外周に遮熱ケースを設け、前記調理庫と前記遮熱ケースとの間に所定の寸法を確
保した空気断熱層を設けたことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の加熱調
理器。
【請求項１０】
調理庫の外周に遮熱ケースを設け、前記調理庫と前記遮熱ケースとの間に断熱材設けたこ
とを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項１１】
均熱加熱プレートに水を貯める凹部を設けて、調理庫内に水蒸気を発生する水蒸気発生部
としたことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項１２】
水蒸気発生部に水を供給する水タンクと、前記水蒸気発生部にて発生した水蒸気を循環さ
せる循環ファンと、前記水蒸気を上加熱体に導く水蒸気ダクトと、前記上加熱体と調理庫
内とを仕切る庫内仕切板を設けた過熱水蒸気発生部と、前記上加熱体の加熱によって発生
した過熱水蒸気を前記調理庫内に再度導く過熱水蒸気ダクトを設けたことを特徴とする請
求項１１に記載の加熱調理器。
【請求項１３】
庫内仕切板に穴を設けて、過熱水蒸気の一部を直接庫内に排出することを特徴とする請求
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項１２記載の加熱調理器。
【請求項１４】
水タンクを、グリル扉内に設けたことを特徴とする請求項１２または１３に記載の加熱調
理器。
【請求項１５】
グリル扉には、のぞき窓を設けずに全面において空気断熱層もしくは断熱材によって断熱
性を高めたことを特徴とする請求項１１～１４のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項１６】
水蒸気ダクトまたは過熱水蒸気ダクトのどちらか一方のダクト内に触媒体を設けたことを
特徴とする請求項１１～１５のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項１７】
触媒体に触媒反応を高めるために専用の触媒加熱体を設けたことを特徴とする請求項１６
に記載の加熱調理器。
【請求項１８】
水蒸気発生部に水を供給する水タンクと、水蒸気を上加熱体に導く水蒸気ダクトとを設け
、前記水蒸気発生部は、調理庫外に専用の水蒸気発生タンクと水蒸気発生加熱体とを設け
て形成し、前記水タンク及び前記水蒸気ダクトを前記水蒸気発生部で相互に連結したこと
を特徴とする請求項１～１７のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【請求項１９】
調理用加熱プレートの上に焼網を載置し、前記焼網の上に調理物を載せ、前記調理用加熱
プレートからの伝熱と過熱水蒸気による対流熱による複合加熱を特徴とする請求項１１～
１８のいずれか１項に記載の加熱調理器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般家庭の台所や業務用の厨房等で使用される、グリル装置を備えた加熱調
理器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の加熱調理器におけるグリル装置の概略構成は、グリル装置内に調理庫を配
し、調理物を載せる焼網を載置した受皿を収納し、加熱体としては調理庫に臨ませたシー
ズヒーターと呼ばれる電熱線のジュール熱を用いて加熱する方式のものが一般的であり、
近年では特に両面を同時に加熱するものが一般的である。
【０００３】
　以下、従来の加熱調理器の構成、作用について図１４を参照にしながら説明する。
【０００４】
　図１４に示すように、従来の加熱調理器は、被加熱調理容器１０１を載置する天板１０
２と、外郭を構成する本体１０３と、天板１０２の下方に位置し被加熱調理容器１０１を
加熱する加熱手段１０４と、加熱手段１０４の下方に位置する上加熱体１０５と下加熱体
１０６を内蔵する調理庫１０７および調理物１０８を載置する焼網１０９および焼網１０
９を載置するとともに調理庫１０７より出し入れ自在に設けた受皿１１０および調理庫１
０７の上方もしくは後方に排気筒１１１を備え、加熱調理した調理物１０８の出し入れを
行う開口部にはグリル扉１１２が設けられている。
【０００５】
　その他、図示はしないが、本体１０３内部に配置した制御回路および駆動回路および冷
却ファンと、本体１０３の前方あるいは上方には操作部が配置されている。
【０００６】
　このような加熱調理器において、上加熱体１０５および下加熱体１０６は、シーズヒー
ターと呼ばれ電熱線のジュール熱を用いて加熱する方式のものが一般的であるが、このよ
うなシーズヒーターは主に加熱による輻射熱を利用して調理物１０８を加熱するため、シ
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ーズヒーターの表面温度は少なくとも５００℃以上の温度に達するものである。
【０００７】
　このような場合、特に下加熱体１０６に滴下した調理物１０８の油脂分等から煙が多量
に発生するとともに、調理物１０８に再付着し、食味を損なう等の不具合や、稀に下加熱
体１０６に滴下した調理物１０８の油脂分等が発火し、調理物１０８もしくは受皿１１０
にたまった油脂分等に引火する恐れがあった。
【０００８】
　また、調理物１０８から滴下する油脂分、水分、塩分を含んだ汁等が下加熱体１０６に
直接触れるため腐食等の影響により寿命が短いという課題もあった。
【０００９】
　また、前述の発火等を鑑みて受皿１１０に水を入れる場合もあり、この水を入れるため
には受皿１１０は、ある程度の深さが必要となるとともに、下加熱体１０６と調理物１０
８の距離も、調理性能や発火ということを鑑みるとある程度は必要であり、調理庫１０７
内に深さや距離の必要な構造物が配置されるため、結果として焼網１０９の上面部から上
加熱体１０５までの距離が短くなり、厚みのある調理物１０８や加熱すると開く貝類ある
いは加熱すると膨らむスポンジケーキ等は調理することが困難であるという課題もあった
。
【００１０】
　また、この種の加熱調理器には２種類のタイプがあり、組込型と呼ばれるキッチンのカ
ウンター内に組み込んで使用されるものと、据置型と呼ばれるキッチンに設置したテーブ
ルに載置して使用するものとがある。一般家庭の台所においては、このキッチンにおいて
設置される製品高さがモジュールとして標準化されており、一般的に組込型の場合はキッ
チンカウンターを上面に２２０ｍｍ（製品高さとしては約２３０ｍｍ）の高さが一般的な
サイズであり、据置型についてはテーブル面から１８０ｍｍの高さが一般的なサイズであ
る。特にこの据置型については前述のとおり組込型に比べて４０～５０ｍｍも製品高さが
低いため、グリル装置を内蔵し両面を同時に加熱する構成をとりつつ、より厚みのある調
理物１０８を調理することはさらに困難であった。
【００１１】
　また、下加熱体１０６は、極力、焼網１０９の上面部から上加熱体１０５までの距離を
確保するために調理庫１０７の下方に配置されるものであり、下加熱体１０６が邪魔にな
り調理庫１０７の底面の清掃性が悪いという課題もあった。
【００１２】
　これらの課題を解決する方法として、上ボディーにより覆蓋された下ボディー内に設け
た下ヒーター上に、プレート類を着脱自在に位置させ、このプレート類の側壁と前記下ボ
ディー内側壁との間に空気流通路を形成してなる電気調理器が開示されている（例えば、
特許文献１参照）。また、同様に被加熱物を収容する加熱室と、この加熱室をその外方か
ら加熱する発熱体とを具備するものにおいて、前記加熱室の壁部の外面に加熱室の内方に
突出する突状部の成形を伴って溝部を形成し、前記発熱体を棒状として前記溝部に密接状
態に挿入したことを特徴とする加熱調理器も開示されている（例えば、特許文献２参照）
。
【特許文献１】特開昭５８－０１９２１２号公報
【特許文献２】特開平１０－１６９９９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　特許文献１ならびに特許文献２に開示された加熱調理器は、従来の構成とは異なり、ど
ちらも下ヒーターの上方に近接もしくは接触させてプレート類を設け、そのプレート類の
上で調理を行うものである。従来の構成のように調理物を載置する焼網があって、その下
方に下加熱体があって、その下方に調理物の煮汁等を受ける受皿があるといったものでは
なく、焼網および受皿の代わりをプレート類が兼ねるとともに下ヒーターの上方に近接も
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しくは接触させてプレート類を設け、そのプレート類の上で調理を行うため庫内の寸法を
大きくとることができ、より厚みのある調理物を調理することができるものである。しか
しながら、本文献によれば庫内の寸法は大きくとることができても、この構成による肝心
の調理性能について具体的な開示はなく、例えば、下ヒーターは棒状の発熱体、いわゆる
シーズヒーターを使用（特許文献１については図中の上ヒーターから鑑みて）し、プレー
ト類に近接もしくは接触して加熱（特許文献２については底板を介して加熱）し、調理す
ることを開示しているが、近接部もしくは接触部の熱はプレート類に効率よく伝わるため
特にプレート面上の温度分布が悪くなるものである。プレート類に熱伝導性の高い材料を
選定すると顕著に起こりうる現象でもあり、その場合はプレート類の厚みを厚くして熱容
量を上げる等の熱分散の対策が必要となるが、そのあたりの具体的な方法についての開示
も見受けられないものである。プレート類については厚みを厚くすることで重くなり使い
勝手が悪くなることが予測されるとともに、調理性能を確保するための均熱性を高めるた
めに形状的な制約が必要となることが予測されるものである。
【００１４】
　また、清掃性についても、特許文献１については下ヒーターが邪魔になるものであり、
特許文献２については加熱室の内方に突出する突状部の成形を伴って溝部を形成するもの
であり底板に凹凸ができ、清掃性が悪化するものである。
【００１５】
　したがって、特許文献１ならびに特許文献２に開示された加熱調理器では根本的な改善
がなされたとはいえないものであった。
【００１６】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、使い勝手や調理性能を損なうことなく、
グリル装置を内蔵して両面を同時に加熱する構成をとりつつ、より厚みのある調理物を調
理することを実現し、清掃性の改善された加熱調理器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の加熱調理器は、外郭を構成する本体と、被
加熱調理容器を載置する天板と、前記天板の下方に位置し前記被加熱調理容器を加熱する
加熱手段と、前記加熱手段の下方に位置するグリル装置と、前記グリル装置の上方もしく
は後方に設けた排気筒と、前記グリル装置の開口を覆い開閉自在に配されたグリル扉を備
え、前記グリル装置は、上加熱体と下加熱体を配した両面焼きグリル装置とし、前記上加
熱体と前記下加熱体を内蔵した調理庫と、前記下加熱体の上方を覆うように設けた均熱加
熱プレートと、前記均熱加熱プレートに載置する調理用加熱プレートを配し、前記調理用
加熱プレートに直接調理物を乗せて調理を行うようにしたものである。
【００１８】
　このように下加熱体を覆うように均熱加熱プレートを設けることによって、一旦、下加
熱体の熱を均熱に分布させる工夫を行うことができ、この均熱加熱プレートに載置して調
理用加熱プレートを加熱し調理を行うことで調理用加熱プレートに対する加熱分布の均熱
性を高めるとともに、調理庫内を着脱自在に出し入れする調理用加熱プレートは、均熱性
を考慮する必要がないため軽量で使い勝手のよい自由な形状とすることができる。
【００１９】
　また、下加熱体についても均熱加熱プレートを工夫することによって制約がなくなるも
のである。
【００２０】
　なお、均熱加熱プレートを介して間接的に調理用加熱プレートを加熱し調理を行うため
、調理物への加熱効率が悪いように思われるが、本発明のグリル装置は両面焼きを基本と
し、調理物への加熱は下面だけではなく、上面や側面など全体を焼き上げるものであり、
そのために消費する熱量については、庫内全体として消費するものであり、この均熱加熱
プレートも調理庫内に配されており、調理物を加熱するための全体バランスを調整するこ
とでロスは最小限に抑えられるものである。
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【００２１】
　また、この均熱加熱プレートの上面を略平面状態とすることによって調理用加熱プレー
トへの熱の伝わり方が向上するとともに、略平面状態であるため底面部の清掃性も向上す
るものである。
【００２２】
　また、この均熱加熱プレートをアルミ等の熱伝導性の高い材料にて構成することによっ
て、さらに均熱性が高まるとともに、調理用加熱プレートへの熱の伝わりも効率的になる
ものである。
【００２３】
　また、この均熱加熱プレートに非粘着性を有する被膜層を形成することによって、調理
時に飛散した油脂分や調理カス等の汚れが付着するのを防ぐことができるとともに、たと
え付着したとしても、被膜層の非粘着性によってふき取りやすくなるものである。
【００２４】
　また、この均熱加熱プレートに親水性を有する被膜層を形成することによって、調理時
に飛散した油脂分や調理カス等の汚れが付着してこびり付いた場合でも、こまめに水等を
かけてお手入れすることで、汚れと被膜層の間に水が親水し、汚れが浮くことで清掃性が
向上するものである。
【００２５】
　また、この均熱加熱プレートにセルフクリーニング性を有する被膜層を形成することに
よって、調理時に飛散した油脂分が付着した場合、調理時の加熱によって油脂分を分解し
自動で清掃するものである。
【００２６】
　また、この均熱加熱プレートと下加熱体をダイキャストもしくはブレージング等にて一
体に構成することによって、下加熱体の熱が効率よく伝わるものである。
【００２７】
　また、この均熱加熱プレートの温度を検知する温度検知手段を設け、調理用加熱プレー
トの温度を３００℃以下の任意の温度にてコントロールすることによって、調理物から出
る油脂分等の発火温度（３５０～３７０℃）よりも低い温度で調理できるため、安全性が
高まるとともに、調理に最適な温度にコントロールすることによってオート調理が可能で
ある。また、魚等の油脂分の多い調理物を調理する場合は、一般的に言われる発煙量の増
加する温度（２３０～２５０℃）以下の２００℃程度でコントロールすれば、煙の発生量
を抑制することができるものである。
【００２８】
　また、この調理庫の外周に遮熱ケースを設け、調理庫と遮熱ケースとの間に所定の寸法
を確保した空気断熱層を設けることによって、調理庫内で消費する熱量が本体もしくは外
部へ流出するのを防止することができ、効率よく調理することができるものである。
【００２９】
　また、この調理庫の外周に遮熱ケースを設け、調理庫と遮熱ケースとの間に断熱材を設
けることによって、さらに調理庫内で消費する熱量が本体もしくは外部へ流出するのを防
止することができ、効率よく調理することができるものである。
【００３０】
　また、この均熱加熱プレートに水を貯める凹部を設け、調理庫内に水蒸気を発生する水
蒸気発生部を形成し、調理中に調理庫内に水蒸気を発生することによって、再加熱やあた
ため等の乾燥しやすい調理メニューでの乾燥防止や、肉まん、シューマイといった蒸し物
調理なども可能となるほか、水蒸気によって調理物に含まれる不要な油脂分や塩分を洗い
流し健康的でヘルシーな出来栄えを実現するとともに、水蒸気が庫内の酸素を追い出して
抗酸化作用によって栄養素の破壊を抑えた、うま味成分の多く含まれた調理を実現するこ
とができるものである。
【００３１】
　また、この水蒸気発生部に水を供給する水タンクと、水蒸気発生部にて発生した水蒸気
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を循環させる循環ファンと、水蒸気を上加熱体に導く水蒸気ダクトと、上加熱体と調理庫
内とを仕切る庫内仕切板を設けた過熱水蒸気発生部と、上加熱体の加熱によって発生した
過熱水蒸気を調理庫内に再度導く過熱水蒸気ダクトを設けたことによって、過熱水蒸気が
調理物に接触し、例えば魚であれば表面部近傍にあるたんぱく質成分を急激に加熱して凝
固させ、魚の内部にあるうま味成分を流出させないで魚の内部に閉じ込めることができ、
魚をおいしく調理することができるものである。
【００３２】
　なお、魚の表面近傍にあるたんぱく質は４２～６２℃の温度で変性して凝固するので６
２℃以上の温度に急激に加熱することが必要となる。
【００３３】
　この過熱水蒸気が調理物の表面に接触すると、冷却されて魚の表面に結露水として付着
し、水蒸気が結露水となるときに凝集熱が与えられて加熱されるので、魚の表面の温度は
急激に上昇するものである。
【００３４】
　同時に水蒸気は、再加熱やあたため等の乾燥しやすい調理メニューでの乾燥防止や、肉
まん、シューマイといった蒸し物調理なども可能となるほか、水蒸気によって調理物に含
まれる不要な油脂分や塩分を洗い流し健康的でヘルシーな出来栄えを実現するとともに、
水蒸気が庫内の酸素を追い出して抗酸化作用によって栄養素の破壊を抑えた、うま味成分
の多く含まれた調理を実現することができるものである。
【００３５】
　また、この庫内仕切板に穴を設け過熱水蒸気の一部を直接庫内に排出することによって
調理物の上方、および過熱水蒸気ダクトを用いてあらゆる方向から均等に過熱水蒸気を調
理物に接触させることができ、均一にムラなく調理できるものである。
【００３６】
　また、この水タンクをグリル扉内に設けることによってスペースの有効活用を図り、調
理庫内を最大限大きく形成することができるものである。
【００３７】
　また、このグリル扉は、のぞき窓を設けずに全面において空気断熱層もしくは断熱材に
よって断熱性を高めることによって、グリル扉の高温部に不意に触れることによるやけど
等を防止した安全性の高い調理器とすることができる。通常シーズヒーター等を用いたグ
リル装置の場合、グリル扉ののぞき窓の温度は約１３０～１８０℃であり、この温度でも
触れている時間によっては十分にやけどをしてしまうものであるが、調理庫内に排出され
る過熱水蒸気の温度は約３００℃と想定され、このような過熱水蒸気が調理庫内に充満し
ており、さらにグリル扉の温度は高くなることが十分に予測され、人が開閉操作を行うグ
リル扉については特に温度低減対策が必要である。
【００３８】
　また、この水蒸気ダクトもしくは過熱水蒸気ダクトのどちらか一方のダクト内に触媒体
を設けることによって、調理により発生した煙が触媒体を通過することで酸化分解反応を
促進され発生する煙の量が低減し、快適な調理空間を実現するものである。
【００３９】
　また、この触媒体は触媒反応を高めるために専用の触媒加熱体を設けることによって、
さらに酸化分解反応を促進することができ、さらに発生する煙の少ない、快適な調理空間
を実現するものである。
【００４０】
　また、この水蒸気発生部は調理庫外に専用の水蒸気発生タンクと水蒸気発生加熱体を設
けて形成し、水タンクならびに水蒸気ダクトと相互に連結したことによって、調理開始前
に水蒸気発生タンク内に水蒸気を事前に貯めておき、調理開始と同時に一気に過熱水蒸気
を調理物に接触させて調理物を焼き上げることができる。なお、過熱水蒸気を排出するタ
イミング等を調理物によって変えることにより各々の調理に最適なタイミングをコントロ
ールすることができるものである。
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【００４１】
　また、この調理用加熱プレートの上に焼網を載置し、この焼網の上に調理物を載せ、調
理用加熱プレートからの伝熱と過熱水蒸気による対流熱による複合加熱をすることによっ
て調理に合わせた最適な加熱方式を自由に選択することができるものである。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明の加熱調理器によれば、使い勝手や調理性能を損なうことなく、グリル装置を内
蔵して両面を同時に加熱する構成をとりつつ、より厚みのある調理物を調理することを実
現し、清掃性の改善された加熱調理器を実現できるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　第１の発明は、外郭を構成する本体と、被加熱調理容器を載置する天板と、前記天板の
下方に位置し前記被加熱調理容器を加熱する加熱手段と、前記加熱手段の下方に位置する
グリル装置と、前記グリル装置の上方もしくは後方に設けた排気筒と、前記グリル装置の
開口を覆い開閉自在に配されたグリル扉を備え、前記グリル装置は、上加熱体と下加熱体
を配した両面焼きグリル装置とし、前記上加熱体と前記下加熱体を内蔵した調理庫と、前
記下加熱体の上方を覆うように設けた均熱加熱プレートと、前記均熱加熱プレートに載置
する調理用加熱プレートを配し、前記調理用加熱プレートに直接調理物を乗せて調理を行
うようにしたものである。
【００４４】
　このように下加熱体を覆うように均熱加熱プレートを設けることによって、一旦、下加
熱体の熱を均熱に分布させる工夫を行うことができ、この均熱加熱プレートに載置して調
理用加熱プレートを加熱し調理を行うことで調理用加熱プレートに対する加熱分布の均熱
性を高めるとともに、調理庫内を着脱自在に出し入れする調理用加熱プレートは、均熱性
を考慮する必要がないため軽量で使い勝手のよい自由な形状とすることができる。
【００４５】
　また、下加熱体についても均熱加熱プレートを工夫することによって制約がなくなるも
のである。
【００４６】
　なお、均熱加熱プレートを介して間接的に調理用加熱プレートを加熱し調理を行うため
、調理物への加熱効率が悪いように思われるが、本発明のグリル装置は両面焼きを基本と
し、調理物への加熱は下面だけではなく、上面や側面など全体を焼き上げるものであり、
そのために消費する熱量については、庫内全体として消費するものであり、この均熱加熱
プレートも調理庫内に配されており、調理物を加熱するための全体バランスを調整するこ
とでロスは最小限に抑えられるものである。
【００４７】
　第２の発明は、特に、第１の発明において、均熱加熱プレートは、上面を略平面状態と
したものである。この均熱加熱プレートの上面を略平面状態とすることによって調理用加
熱プレートへの熱の伝わり方が向上するとともに、略平面状態であるため底面部の清掃性
も向上するものである。
【００４８】
　第３の発明は、特に、第１または第２の発明において、均熱加熱プレートは、熱伝導性
の高い材料にて構成したものである。この均熱加熱プレートをアルミ等の熱伝導性の高い
材料にて構成することによって、さらに均熱性が高まるとともに、調理用加熱プレートへ
の熱の伝わりも効率的になるものである。
【００４９】
　第４の発明は、特に、第１～３のいずれか１つの発明において、均熱加熱プレートに、
非粘着性を有する被膜層を形成したものである。この均熱加熱プレートに非粘着性を有す
る被膜層を形成することによって、調理時に飛散した油脂分や調理カス等の汚れが付着す
るのを防ぐことができるとともに、たとえ付着したとしても、被膜層の非粘着性によって
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ふき取りやすくなるものである。
【００５０】
　第５の発明は、特に、第１～３のいずれか１つの発明において、均熱加熱プレートに、
親水性を有する被膜層を形成したものである。この均熱加熱プレートに親水性を有する被
膜層を形成することによって、調理時に飛散した油脂分や調理カス等の汚れが付着してこ
びり付いた場合でも、こまめに水等をかけてお手入れすることで、汚れと被膜層の間に水
が親水し、汚れが浮くことで清掃性が向上するものである。
【００５１】
　第６の発明は、特に、第１～３のいずれか１つの発明において、均熱加熱プレートに、
セルフクリーニング性を有する被膜層を形成したものである。この均熱加熱プレートにセ
ルフクリーニング性を有する被膜層を形成することによって、調理時に飛散した油脂分が
付着した場合、調理時の加熱によって油脂分を分解し自動で清掃するものである。
【００５２】
　第７の発明は、特に、第１～６のいずれか１つの発明において、均熱加熱プレートと下
加熱手段をダイキャストもしくはブレージング等で一体に構成したことものである。この
均熱加熱プレートと下加熱体をダイキャストもしくはブレージングで一体に構成すること
によって、下加熱体の熱が効率よく伝わるものである。
【００５３】
　第８の発明は、特に、第１～７のいずれか１つの発明において、均熱加熱プレートの温
度を検知する温度検知手段を配し、調理用加熱プレートの温度を３００℃以下の所定の温
度にてコントロールするものである。この均熱加熱プレートの温度を検知する温度検知手
段を設け、調理用加熱プレートの温度を３００℃以下の任意の温度にてコントロールする
ことによって、調理物から出る油脂分等の発火温度（３５０～３７０℃）よりも低い温度
で調理できるため、安全性が高まるとともに、調理に最適な温度にコントロールすること
によってオート調理が可能である。また、魚等の油脂分の多い調理物を調理する場合は、
一般的に言われる発煙量の増加する温度（２３０～２５０℃）以下の２００℃程度でコン
トロールすれば、煙の発生量を抑制することができるものである。
【００５４】
　第９の発明は、特に、第１～８のいずれか１つの発明において、調理庫の外周に遮熱ケ
ースを設け、前記調理庫と前記遮熱ケースとの間に所定の寸法を確保した空気断熱層を設
けたものである。この調理庫の外周に遮熱ケースを設け、調理庫と遮熱ケースとの間に所
定の寸法を確保した空気断熱層を設けることによって、調理庫内で消費する熱量が本体も
しくは外部へ流出するのを防止することができ、効率よく調理することができるものであ
る。
【００５５】
　第１０の発明は、特に、第１～８のいずれか１つの発明において、調理庫の外周に遮熱
ケースを設け、前記調理庫と前記遮熱ケースとの間に断熱材設けたものである。この調理
庫の外周に遮熱ケースを設け、調理庫と遮熱ケースとの間に断熱材を設けることによって
、さらに調理庫内で消費する熱量が本体もしくは外部へ流出するのを防止することができ
、効率よく調理することができるものである。
【００５６】
　第１１の発明は、特に、第１～１０のいずれか１つの発明において、均熱加熱プレート
に水を貯める凹部を設け、調理庫内に水蒸気を発生する水蒸気発生部を形成し、調理中に
調理庫内に水蒸気を発生することによって、再加熱やあたため等の乾燥しやすい調理メニ
ューでの乾燥防止や、肉まん、シューマイといった蒸し物調理なども可能となるほか、水
蒸気によって調理物に含まれる不要な油脂分や塩分を洗い流し健康的でヘルシーな出来栄
えを実現するとともに、水蒸気が庫内の酸素を追い出して抗酸化作用によって栄養素の破
壊を抑えた、うま味成分の多く含まれた調理を実現することができるものである。
【００５７】
　第１２の発明は、特に、第１１の発明において、水蒸気発生部に水を供給する水タンク
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と、水蒸気発生部にて発生した水蒸気を循環させる循環ファンと、水蒸気を上加熱体に導
く水蒸気ダクトと、前記上加熱体と調理庫内とを仕切る庫内仕切板を設けた過熱水蒸気発
生部と、前記上加熱体の加熱によって発生した過熱水蒸気を前記調理庫内に再度導く過熱
水蒸気ダクトを設けたことによって、過熱水蒸気が調理物に接触し、例えば魚であれば表
面部近傍にあるたんぱく質成分を急激に加熱して凝固させ、魚の内部にあるうま味成分を
流出させないで魚の内部に閉じ込めることができ、魚をおいしく調理することができるも
のである。
【００５８】
　なお、魚の表面近傍にあるたんぱく質は４２～６２℃の温度で変性して凝固するので６
２℃以上の温度に急激に加熱することが必要となる。
【００５９】
　この過熱水蒸気が調理物の表面に接触すると、冷却されて魚の表面に結露水として付着
し、水蒸気が結露水となるときに凝集熱が与えられて加熱されるので、魚の表面の温度は
急激に上昇するものである。
【００６０】
　同時に水蒸気は、再加熱やあたため等の乾燥しやすい調理メニューでの乾燥防止や、肉
まん、シューマイといった蒸し物調理なども可能となるほか、水蒸気によって調理物に含
まれる不要な油脂分や塩分を洗い流し健康的でヘルシーな出来栄えを実現するとともに、
水蒸気が庫内の酸素を追い出して抗酸化作用によって栄養素の破壊を抑えた、うま味成分
の多く含まれた調理を実現することができるものである。
【００６１】
　第１３の発明は、特に、第１２の発明において、庫内仕切板に穴を設けて、過熱水蒸気
の一部を直接庫内に排出することによって調理物の上方、および過熱水蒸気ダクトを用い
てあらゆる方向から均等に過熱水蒸気を調理物に接触させることができ、均一にムラなく
調理できるものである。
【００６２】
　第１４の発明は、特に、第１２または第１３の発明において、水タンクをグリル扉内に
設けることによってスペースの有効活用を図り、調理庫内を最大限大きく形成することが
できるものである。特に限定するわけではないが、キッチン等に組み込まれて使用される
加熱調理器などは組み込まれるモジュールが標準化されている関係上、機器の有効スペー
スが限定されており、その中でいかにスペースを有効活用するのかが重要となる。
【００６３】
　第１５の発明は、特に、第１１～１４のいずれか１つの発明において、グリル扉には、
のぞき窓を設けずに全面において空気断熱層もしくは断熱材によって断熱性を高めること
によって、グリル扉の高温部に不意に触れることによるやけど等を防止した安全性の高い
調理器とすることができる。通常シーズヒーター等を用いたグリル装置の場合、グリル扉
ののぞき窓の温度は約１３０～１８０℃であり、この温度でも触れている時間によっては
十分にやけどをしてしまうものであるが、調理庫内に排出される過熱水蒸気の温度は約３
００℃と想定され、このような過熱水蒸気が調理庫内に充満しており、さらにグリル扉の
温度は高くなることが十分に予測され、人が開閉操作を行うグリル扉については特に温度
低減対策が必要である。
【００６４】
　第１６の発明は、特に、第１１～１５のいずれか１つの発明において、水蒸気ダクトま
たは過熱水蒸気ダクトのどちらか一方のダクト内に触媒体を設けることによって、調理に
より発生した煙が触媒体を通過することで酸化分解反応を促進され発生する煙の量が低減
し、快適な調理空間を実現するものである。
【００６５】
　第１７の発明は、特に、第１６の発明において、触媒体に触媒反応を高めるために専用
の触媒加熱体を設けることによって、さらに酸化分解反応を促進することができ、さらに
発生する煙の少ない、快適な調理空間を実現するものである。
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【００６６】
　第１８の発明は、特に、第１１～１７のいずれか１つの発明において、水蒸気発生部に
水を供給する水タンクと、水蒸気を上加熱体に導く水蒸気ダクトとを設け、前記水蒸気発
生部は調理庫外に専用の水蒸気発生タンクと水蒸気発生加熱体とを設けて形成し、前記水
タンク及び前記水蒸気ダクトを相互に連結したことによって、調理開始前に水蒸気発生タ
ンク内に水蒸気を事前に貯めておき、調理開始と同時に一気に過熱水蒸気を調理物に接触
させて調理物を焼き上げることができる。なお、過熱水蒸気を排出するタイミング等を調
理物によって変えることにより各々の調理に最適なタイミングをコントロールすることが
できるものである。
【００６７】
　第１９の発明は、特に、第１１～１８のいずれか１つの発明において、調理用加熱プレ
ートの上に焼網を載置し、この焼網の上に調理物を載せ、調理用加熱プレートからの伝熱
と過熱水蒸気による対流熱による複合加熱をすることによって調理に合わせた最適な加熱
方式を自由に選択することができるものである。
【００６８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００６９】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の第１の実施の形態における加熱調理器の外観を示すものである。以下
、図面を用いて説明する。
【００７０】
　尚、本実施の形態は天板下方に配した加熱手段が電磁誘導加熱式のものについてのもの
であるが、本発明がこの方式に限定されるものではない。また、本実施の形態は組込型の
加熱調理器についてのものであるが、本発明がこの方式に限定されるものではない。
【００７１】
　本実施の形態における加熱調理器は、外郭を構成する本体１と、被加熱調理容器２を載
置する天板３が配されている。天板３は高耐熱性のガラス等を用い、電磁誘導によって加
熱されない材質で構成されている。トップフレーム４は、天板３の外周を囲み、本体１の
天面の一部もしくは殆ど全部を構成しており、天板３を介して伝わる被加熱調理容器２か
らの熱に十分耐え、かつ外観部品として見栄えがよく、腐食にも強いステンレスやホーロ
ー処理鋼板等の金属から成っている。天板３の下方には被加熱調理容器２を誘導加熱する
加熱手段５が設けられ、図示はしないが本体１内部には、加熱手段５に高周波電力を供給
する駆動回路や、駆動回路の出力を制御する制御回路や、それらの回路を冷却する冷却フ
ァンを備え、本体１の前方あるいは上方には操作部を配置している。
【００７２】
　加熱手段５の下方に位置する略箱形状のグリル装置６を配し、グリル装置６の上方もし
くは後方に設けた排気筒７と、グリル装置６の開口を覆い開閉自在に配されたグリル扉８
を備え、グリル装置６は、上加熱体９と下加熱体１０を配した両面焼きグリル装置６であ
り、上加熱体９と下加熱体１０を内蔵した調理庫１１と、下加熱体９の上方を覆うように
設けた均熱加熱プレート１２と、均熱加熱プレート１２に載置する調理用加熱プレート１
３を配し、調理用加熱プレート１３に直接調理物１４を乗せて調理を行うものである。
【００７３】
　図２は、本発明の第１の実施の形態における均熱加熱プレートの詳細を示す斜視図であ
り、均熱加熱プレートの一部を断面にしてわかりやすくしたものである。図３、図４は均
熱加熱プレートの詳細を示す断面図である。
【００７４】
　図２に示すように均熱加熱プレート１２は下加熱体１０を覆うように配置され調理庫１
１に、ネジもしくはカシメや溶接などによって固定されるものである。
【００７５】
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　ここで上加熱体９と下加熱体１０の加熱が開始されると、図３に示すように上加熱体９
からの熱放射によって調理物１４の上面側は調理される。この時、上加熱体９の温度は５
００℃以上の温度を示し、庫内温度としては約３００℃前後でコントロールされるもので
ある。これは庫内に配したサーミスター等の庫内温度検知手段１５によって庫内温度を検
知し、図示はしないが本体内部に設けた制御回路やリレー手段によって上加熱体９への通
電制御を行うものである。ここで、下加熱体１０の温度についても５００℃以上を示し、
熱放射および対流による熱伝達で均熱加熱プレート１２を加熱するものである。この時、
均熱プレート１２は均熱性を高めるために種々の工夫がなされるものであり、たとえば天
面部全体の厚みを増し、熱容量を大きくして温度の立ち上がりは遅れるものの、熱分散性
を高めてさらに均熱性を高める方法や、図４に示すように下加熱体１０の直上は厚みを増
し、直上以外の部分は厚みを薄くして熱バランスをとる方法が考えられる。また、単純に
下加熱体１０と均熱加熱プレート１２との距離を離していく方法も考えられるものである
。
【００７６】
　この均熱加熱プレート１２からの熱伝導もしくは対流による熱伝達によって調理用加熱
プレート１３は加熱され、調理物１４に熱を与え加熱調理するものである。調理庫１１内
を着脱自在に出し入れするこの調理用加熱プレート１３自体は、均熱性を考慮する必要が
ないため軽量で使い勝手のよい自由な形状とすることができるものである。図では波型の
プレート形状であるが、これは、魚や肉類を調理する際に適しており、ある程度油を溝部
に落として、加熱によって酸化した油の再付着を防止し風味を損なわないようにできるメ
リットがあるともに、油を落とすため油の採取を減らしたヘルシーメニューとも言えるも
のである。また、ピザやパイなどは底面をフラット形状にしたほうが適しているし、丸い
凹部を設けてたこ焼き用のプレートにする等いろいろと考えられるものである。
【００７７】
　また、下加熱体１０についても均熱加熱プレート１２を工夫することによって加熱源の
種類においても制約がなくなるものである。
【００７８】
　なお、均熱加熱プレート１２を介して間接的に調理用加熱プレート１３を加熱し調理を
行うため、調理物１４への加熱効率が悪いように思われるが、グリル装置６は両面焼きを
基本とし、調理物１４への加熱は下面だけではなく、上面や側面など全体を焼き上げるも
のであり、そのために消費する熱量については、庫内全体として消費するものであり、こ
の均熱加熱プレート１２も調理庫１１内に配されており、調理物１４を加熱するための全
体バランスを調整することでロスは最小限に抑えられるものである。
【００７９】
　また、この均熱加熱プレート１２は上面を略平面状態とすることによって調理用加熱プ
レート１３への熱の伝わり方が向上するとともに、略平面状態であるため底面部の清掃性
も向上するものである。
【００８０】
　また、この均熱加熱プレート１２はアルミ等の熱伝導性の高い材料にすることによって
、さらに均熱性が高まるとともに、調理用加熱プレート１３への熱の伝わりも効率的にな
るものである。
【００８１】
　また、この均熱加熱プレート１２はフッ素樹脂やシリコン樹脂などの非粘着性を有する
被膜層を形成することによって、調理時に飛散した油脂分や調理カス等の汚れが付着する
のを防ぐことができるとともに、たとえ付着したとしても、被膜層の非粘着性によってふ
き取りやすくなり清掃性が向上するものである。
【００８２】
　また、この均熱加熱プレート１２に親水性を有する被膜層を形成することによって、調
理時に飛散した油脂分や調理カス等の汚れが付着してこびり付いた場合でも、こまめに水
等をかけてお手入れすることで、汚れと被膜層の間に水が親水し、汚れが浮くことで清掃
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性が向上するものである。被膜層を親水化する方法としては、フッ素系あるいはシリコン
系の耐熱性の高い塗料にシラン化合物を配合することによって親水性の機能を持たすこと
は可能である。この親水性はシロキサン結合により形成された被膜層表面のシラノール基
中のＯＨ基に起因するものである。また、光触媒原料である二酸化チタンなどを配合する
ことによって超親水性（水との接触角が１０°以下）を示すこともできる。これは、二酸
化チタンに光が当たると粒子表面に親水基であるＯＨ基が生成されるためである。しかし
ながらこの場合、超親水性を発現させるためには光を照射させる必要があり、本発明の実
施の形態において実現性は低いものである。
【００８３】
　また、この均熱加熱プレート１２にセルフクリーニング性を有する被膜層を形成するこ
とによって、調理時に飛散した油脂分が付着した場合、調理時の加熱によって油脂分を分
解し自動で清掃するものである。ここで被膜層にセルフクリーニング性を持たす方法とし
ては、例えば酸化分解作用を促進する酸化マンガン系の触媒種などを被膜層に配合する方
法が考えられる。
【００８４】
　また、均熱加熱プレート１２と下加熱手段１０をダイキャスト（鋳造）もしくはブレー
ジング（ロー付け）等で一体に構成することによって、下加熱体１０の熱が効率よく伝わ
るものである。
【００８５】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の第２の実施の形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図である。以
下、図面を用いて説明する。
【００８６】
　本実施の形態におけるグリル装置６は、均熱加熱プレート１２の温度を検知するサーミ
スター等からなる温度検知手段１６を配し、調理用加熱プレート１３の温度を３００℃以
下の所定の温度にてコントロールするものである。温度検知手段１６は図に示すとおり、
均熱加熱プレート１２の温度を直接検知するよう配置し、上加熱体９や、調理用加熱プレ
ート１３や、調理物１４の影響を受けにくい場所に配置することが望ましい。また、下加
熱体１０の影響を受けるようであれば遮熱用のカバーを設ける等の工夫が必要となるもの
である。なお、その他の構成は、実施の形態１と同一である。
【００８７】
　この均熱加熱プレート１２の温度を検知する温度検知手段１６を設け、調理用加熱プレ
ート１３の温度を３００℃以下の任意の温度にてコントロールすることによって、調理物
１４から出る油脂分等の発火温度（３５０～３７０℃）よりも低い温度で調理できるため
、安全性が高まるとともに、調理に最適な温度にコントロールすることによってオート調
理が可能である。また、魚等の油脂分の多い調理物１４を調理する場合は、一般的に言わ
れる発煙量の増加する温度（２３０～２５０℃）以下の２００℃程度でコントロールすれ
ば、煙の発生量を抑制することができるものである。魚や肉の場合、脂肪の加熱分解温度
は１５０℃から始まり、焦げ目がつき始めるのは約２００℃であることから鑑みて、本発
明の実施の形態によれば安全で、しかも風味あるいは食味に優れた調理が可能である。
【００８８】
　（実施の形態３）
　図６、図７は、本発明の第３の実施の形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図であ
る。
【００８９】
　以下、図面を用いて説明する。
【００９０】
　本実施の形態におけるグリル装置は、図６に示すように、調理庫１１の外周に遮熱ケー
ス１７を設け、調理庫１１と遮熱ケース１７との間に所定の寸法を確保した空気断熱層１
８を設けることによって、調理庫１１内で消費する熱量が本体１もしくは外部へ流出する
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のを防止することができ、効率よく調理することができるものである。静止空気の熱伝導
率は０．０２３７Ｗ／ｍ・Ｋ（ａｔ０℃）と低く、物質的には熱を伝えにくいものである
があくまでも静止状態を保った場合に限るものであり、空気自体の熱移動は対流による熱
伝達によっておおきく変化するものである。
【００９１】
　また、図７に示すように、調理庫１１の外周に遮熱ケース１７を設け、調理庫１１と遮
熱ケース１７との間に断熱材１９設けることによって、さらに調理庫１１内で消費する熱
量が本体１もしくは外部へ流出するのを防止することができ、効率よく調理することがで
きるものである。断熱材としては有機系のものの方が一般的には熱伝導率は低いが、本実
施の形態におけるグリル装置は温度が高く、使用温度範囲から見ると無機系のグラスウー
ルやロックウールといった繊維状の断熱材やマイクロサームなどの粉末を固めたものとが
考えられる。物によって熱伝導率的には０．０３～０．１Ｗ／ｍ・Ｋ（ａｔ常温）と幅が
広いが空気のように対流等による変化が少ないため扱いやすく、安定した性能が得られる
ものである。
【００９２】
　（実施の形態４）
　図８は、本発明の第４の実施の形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図である。
【００９３】
　以下、図面を用いて説明する。
【００９４】
　本実施の形態における加熱調理器は、図８に示すように、均熱加熱プレート１２に凹部
（水蒸気発生部）２０を設け、調理庫１１内に水蒸気を発生する水蒸気発生部２０を形成
する。調理開始前に庫の水蒸気発生部２０に水を蓄えておき、調理をスタートすると均熱
加熱プレート１２が下加熱体１０によって加熱され、水蒸気発生部２０に蓄えられた水が
水蒸気となって庫内１１に充満する。このように調理庫１１内に水蒸気を発生することに
よって、再加熱やあたため等の乾燥しやすい調理メニューでの乾燥防止や、肉まん、シュ
ーマイといった蒸し物調理なども可能となるほか、水蒸気によって調理物１４に含まれる
不要な油脂分や塩分を洗い流し健康的でヘルシーな出来栄えを実現するとともに、水蒸気
が庫内１１の酸素を追い出して抗酸化作用によって栄養素の破壊を抑えた、うま味成分の
多く含まれた調理を実現することができるものである。水は調理メニューや調理物１４の
量によって最適な量を投入することができるとともに、投入するタイミングについても使
用者が適選、調理メニューや調理物１４の量によって最適なタイミングで投入することが
できるものである。
【００９５】
　（実施の形態５）
　図９は、本発明の第５の実施の形態における加熱調理器の外観を示すものである。
【００９６】
　以下、図面を用いて説明する。
【００９７】
　本実施の形態における加熱調理器は、図９に示すように、水蒸気発生部２０に水を供給
する水タンク２１と、水蒸気発生部２０にて発生した水蒸気を循環させる循環ファン２２
（モーターを含む：図示せず）と、水蒸気を上加熱体９に導く水蒸気ダクト２３と、上加
熱体９と調理庫１１内とを仕切る庫内仕切板２４を設けた過熱水蒸気発生部２５と、上加
熱体９の加熱によって発生した過熱水蒸気を調理庫１１内に再度導く過熱水蒸気ダクト２
６を設けたものである。水タンク２１はグリル装置６の側方で前方から着脱可能に設け、
水の供給を行う。また、はずして洗浄することも可能である。この供給された水は図に示
すように水タンク２１の下方に設けたパイプを通って調理庫１１内に導かれ水蒸気発生部
２０に供給される。このとき図示はしていないがパイプの途中に流量調整弁もしくはポン
プ等を設けて水蒸気発生部２０に供給する水の量をコントロールすることによって水蒸気
の発生量が調整でき、または発生するタイミングを調整することも可能である。図に示す
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ように過熱水蒸気発生部２５にて発生した過熱水蒸気は調理庫１１の側方より調理庫１１
内に導かれ調理物１４に均等に接触するように導出される。過熱水蒸気が導出される量や
温度やタイミングは循環ファン２２の動作もしくは回転数によって自由にコントロールで
きるものであり、調理の出来栄えやメニューによって適選調整されるものである。なお、
このときの過熱水蒸気の温度は約３００℃であるが、上加熱体９動作などでも調整は可能
である。
【００９８】
　このように、過熱水蒸気が調理物１４に接触し、例えば魚であれば表面部近傍にあるた
んぱく質成分を急激に加熱して凝固させ、魚の内部にあるうま味成分を流出させないで魚
の内部に閉じ込めることができ、魚をおいしく調理することができるものである。
【００９９】
　なお、魚の表面近傍にあるたんぱく質は４２～６２℃の温度で変性して凝固するので６
２℃以上の温度に急激に加熱することが必要となる。
【０１００】
　この過熱水蒸気が調理物１４の表面に接触すると、冷却されて魚の表面に結露水として
付着し、水蒸気が結露水となるときに凝集熱が与えられて加熱されるので、魚の表面の温
度は急激に上昇するものである。
【０１０１】
　同時に水蒸気は、再加熱やあたため等の乾燥しやすい調理メニューでの乾燥防止や、肉
まん、シューマイといった蒸し物調理なども可能となるほか、水蒸気によって調理物１４
に含まれる不要な油脂分や塩分を洗い流し健康的でヘルシーな出来栄えを実現するととも
に、水蒸気が庫内１１の酸素を追い出して抗酸化作用によって栄養素の破壊を抑えた、う
ま味成分の多く含まれた調理を実現することができるものである。
【０１０２】
　また、図９に示すように、庫内仕切板２４に穴を設け過熱水蒸気の一部を直接庫内１１
に排出することによって調理物１４の上方、および過熱水蒸気ダクト２６を用いてあらゆ
る方向から均等に過熱水蒸気を調理物１４に接触させることができ、均一にムラなく調理
できるものである。
【０１０３】
　また、図９に示すように、水蒸気ダクト２３もしくは過熱水蒸気ダクト２６のどちらか
一方（図では水蒸気ダクト２３）のダクト内に触媒体２７を設けることによって、調理に
より発生した煙が触媒体２７を通過することで酸化分解反応を促進され発生する煙の量が
低減し、快適な調理空間を実現するものである。触媒体２７に用いる触媒としては白金、
パラジウム、マンガン等の酸化活性の高い物質が用いられるが特に白金については低温で
の活性度が高く有用である。触媒体２７に用いる基材について発泡金属、金属ハニカム、
セラミックハニカム等が用いられるがコストや性能等を鑑みて適選選択できるものである
。
【０１０４】
　また、図９に示すように、触媒体２７は触媒反応を高めるために専用の触媒加熱体２８
を設けることによって、さらに酸化分解反応を促進することができ、さらに発生する煙の
少ない、快適な調理空間を実現するものである。特に温度を上げることで酸化分解反応を
促進し触媒物質自身も安価なものを選択することも可能である。また、調理初期等の調理
庫１１内の温度が低い場合でも、タイムラグを設けて事前に触媒体２７が反応しやすい温
度にまで専用の触媒加熱体２８で加熱してから循環ファン２２を動作して調理を開始する
ことで調理初期から煙の発生を低減することも可能である。
【０１０５】
　（実施の形態６）
　図１０、図１１は、本発明の第６の実施の形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図
である。
【０１０６】
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　以下、図面を用いて説明する。
【０１０７】
　本実施の形態におけるグリル装置は、図１０に示すように、グリル扉８は、前面を形成
するグリルガラス３２と、グリルガラス３２を保持し、調理庫１１内の調理物１４の出来
映えを確認するのぞき窓２９を設けたグリルカバー３０を調理庫１１側に配し、グリル扉
８の開閉の際の持ち手となる扉把手３１とで構成され、グリル扉８の上方にやけど防止の
ガードを形成することも可能である。グリルガラス３２は耐熱ガラスを強化処理したもの
であり、グリルカバー３０は耐食性の高いステンレス鋼を用いたものである。扉把手３１
およびやけど防止のガードは樹脂で形成される。
【０１０８】
　このように形成されたグリル扉８内に水タンク２１を設けることによってスペースの有
効活用を図り、調理庫１１内を最大限大きく形成することができるものである。特に限定
するわけではないが、キッチン等に組み込まれて使用される加熱調理器などは組み込まれ
るモジュールが標準化されている関係上、機器の有効スペースが限定されており、その中
でいかにスペースを有効活用するのかが重要となる。また、グリル扉８は通常、洗浄を目
的とし着脱可能に形成されるものであり、水を供給するための機能を持たすには利便性の
高い構成である。また、グリル扉８内に水タンク２１を設けることで調理庫１１内の温度
がグリルガラス３２に伝わるのを防止する効果もある。
【０１０９】
　また、図１１に示すように、グリル扉８は、のぞき窓２９を設けずに前面においてグリ
ルガラス３２に変えて、耐食性の高いステンレス鋼を用いたグリル正面カバー３３を形成
し、全面において空気断熱層もしくは断熱材３４によって断熱性を高めたものである。グ
リル正面カバー３３は、断熱効果を高めるために空気断熱層もしくは断熱材３４の厚みを
増す必要があり、薄板でも強度のある材質を選択したものである。また、断熱材の材質や
構成によっては樹脂やガラスでも同様の効果が得られるものでもある。このように構成す
ることによって、グリル扉８の高温部に不意に触れることによるやけど等を防止した安全
性の高い調理器とすることができる。通常シーズヒーター等を用いたグリル装置６の場合
、グリル扉８ののぞき窓２９の温度は約１３０～１８０℃であり、この温度でも触れてい
る時間によっては十分にやけどをしてしまうものであるが、調理庫１１内に排出される過
熱水蒸気の温度は約３００℃と想定され、このような過熱水蒸気が調理庫１１内に充満し
ており、さらにグリル扉８の温度は高くなることが十分に予測される。このように人が開
閉操作を行うグリル扉８については特に温度低減対策が必要である。
【０１１０】
　（実施の形態７）
　図１２は、本発明の第７の実施の形態におけるグリル装置の外観を示すものである。
【０１１１】
　以下、図面を用いて説明する。
【０１１２】
　本実施の形態におけるグリル装置は、図１２に示すように、水蒸気発生部は調理庫１１
外に専用の水蒸気発生タンク３５と水蒸気発生加熱体３６を設けて形成し、水タンク２１
ならびに水蒸気ダクト２３とを前記水蒸気発生タンク３５を介して相互に連結ダクト３７
で流量調整弁３８を介して連結したことによって調理の自由なタイミングで過熱水蒸気を
発生させることが可能となるものである。たとえば、調理開始前に水蒸気発生タンク３５
内に水蒸気を事前に貯めておき、調理開始と同時に一気に過熱水蒸気を調理物１４に接触
させて調理物１４を焼き上げることも可能であり、より急激に調理物１４の温度を高める
ことができる。なお、過熱水蒸気を排出するタイミング等を調理物１４の種類によって自
由に変えることができるものである。
【０１１３】
　（実施の形態８）
　図１３は、本発明の第８の実施の形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図である。
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以下、図面を用いて説明する。
【０１１４】
　本実施の形態におけるグリル装置は、図１３に示すように、調理用加熱プレート１３の
上に焼網３９を載置し、この焼網３９の上に調理物１４を載せ、調理用加熱プレート１３
からの伝熱と過熱水蒸気による対流熱による複合加熱をすることによって調理に合わせた
最適な加熱方式を自由に選択することができるものである。たとえば、調理物１４の下に
加熱水蒸気を排出することでより調理物全体の温度上昇が均一化されるとともに、特に蒸
し料理等においてもふっくらとした仕上がりが得られるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　以上のように、本発明にかかる加熱調理器は、グリル装置を備えた加熱調理器において
、使い勝手や調理性能を損なうことなく、グリル装置を内蔵して両面を同時に加熱する構
成をとりつつ、より厚みのある調理物を調理することを実現し、清掃性の改善された加熱
調理器を実現できるもので、グリルの加熱手段やグリル以外の調理機能に係わらず加熱調
理器全般に適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の第１の実施形態における加熱調理器の詳細を示す断面図
【図２】同均熱加熱プレートの詳細を示す斜視図
【図３】同均熱加熱プレートの詳細を示す断面図
【図４】同均熱加熱プレートの詳細を示す断面図
【図５】本発明の第２の実施形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図
【図６】本発明の第３の実施形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図
【図７】同グリル装置の詳細を示す断面図
【図８】本発明の第４の実施形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図
【図９】本発明の第５の実施形態における加熱調理器の詳細を示す断面図
【図１０】本発明の第６の実施形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図
【図１１】本発明の第６の実施形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図
【図１２】本発明の第７の実施形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図
【図１３】本発明の第８の実施形態におけるグリル装置の詳細を示す断面図
【図１４】従来の加熱調理器を示す断面図
【符号の説明】
【０１１７】
　１　本体
　２　被加熱調理容器
　３　天板
　４　トップフレーム
　５　加熱手段
　６　グリル装置
　７　排気筒
　８　グリル扉
　９　上加熱体
　１０　下加熱体
　１１　調理庫
　１２　均熱加熱プレート
　１３　調理用加熱プレート
　１４　調理物
　１５　庫内温度検知手段
　１６　温度検知手段
　１７　遮熱ケース
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　１８　空気断熱層
　１９　断熱材
　２０　水蒸気発生部
　２１　水タンク
　２２　循環ファン（モーター含む）
　２３　水蒸気ダクト
　２４　庫内仕切板
　２５　過熱水蒸気発生部
　２６　過熱水蒸気ダクト
　２７　触媒体
　２８　触媒加熱体
　２９　のぞき窓
　３０　グリルカバー
　３１　扉把手
　３２　グリルガラス
　３３　グリル正面カバー
　３４　空気断熱層もしくは断熱材
　３５　水蒸気発生タンク
　３６　水蒸気発生加熱体
　３７　連結ダクト
　３８　流量調整弁
　３９　焼網

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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