
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カウンタートップに形成された開口の周縁に支持させる外周フランジを具備する上方開放
の本体ケースと、
前記外周フランジの上方を被覆する第１フランジを具備する枠体と、
前記枠体に支持されて前記本体ケースの上方を被覆するトッププレートと、
このトッププレートの下方に空気吸引部が設けられ炎孔部が前記トッププレートの上方に
突出するガスバーナとを具備する直方体状のドロップインコンロにおいて、
前記枠体の外周端下縁が前記カウンタートップの上面に接触しない高さに前記枠体を部分
的に支持する支持手段を、前記外周フランジ又は前記枠体のどちらか一方に設けるととも
に、
前記支持手段と水平方向に係合することにより、前記外周フランジ上における前記枠体の
位置決めをする位置決め手段を、前記外周フランジ又は前記枠体のどちらか他方に設け、
前記支持手段間は前記位置決め手段によって閉塞されないようにしたことを特徴とするド
ロップインコンロ。
【請求項２】
前記支持手段は、前記外周フランジの前後方向及び左右方向に張り出している各フランジ
面に形成される支持突起とし、前記位置決め手段は、前記第１フランジを前記支持突起に
支持させたときに、前記各支持突起に対して水平方向に係合するように前記第１フランジ
の下面から垂下する凸部としたことを特徴とする請求項１記載のドロップインコンロ。
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【請求項３】
前記凸部は、前記第１フランジの下面の全周に渡って形成された凸条とし、前記凸条の高
さは前記支持突起の高さよりも低く設定されてなる請求項２記載のドロップインコンロ。
【請求項４】
前記支持手段は、前記第１フランジの下面から垂下するように形成される支持突起とし、
前記位置決め手段は、前記外周フランジ上に全周に渡って形成される凸条とし、前記凸条
の高さは、前記支持突起の高さよりも低く設定した請求項１記載のドロップインコンロ。
【請求項５】
カウンタートップに形成された開口の周縁に支持させる外周フランジを具備する上方開放
の本体ケースと、
前記外周フランジの上方を被覆する第１フランジを具備する枠体と、
前記枠体に支持されて前記本体ケースの上方を被覆するトッププレートと、
このトッププレートの下方に空気吸引部が設けられ炎孔部が前記トッププレートの上方に
突出するガスバーナとを具備する直方体状のドロップインコンロにおいて、
前記枠体の外周端下縁が前記カウンタートップの上面に接触しない高さに前記枠体を部分
的に支持する支持手段を、前記外周フランジ又は前記枠体に設けるとともに、
前記本体ケース内における前記枠体の位置決めをする位置決め手段を前記本体ケースと前
記枠体との間に介在するように設けたことを特徴とするドロップインコンロ。
【請求項６】
前記枠体は、前記第１フランジの内周に前記本体ケース内に入り込む垂下壁を具備する構
成とし、前記位置決め手段は、前記垂下壁又は前記本体ケースの一方から他方に向かって
突出する突出部とした請求項５に記載のドロップインコンロ。
【請求項７】
前記外周フランジの前後方向及び左右方向に張り出している各フランジ面に、水平片と直
立片とからなる断面Ｌ字状の支持板を前記水平片の先端が前記垂下壁に当接するように取
り付け、前記突出部を前記水平片の先端とするとともに、前記支持手段を前記直立片とし
た請求項６に記載のドロップインコンロ。
【請求項８】
前記支持手段の内外方向における厚みを、前記位置決め手段のそれよりも大きく設定した
ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載のドロップインコンロ。
【請求項９】
前記支持手段は、外周フランジ又は枠体の周方向に沿った板状の周辺突起と、前記周辺突
起の両端から内方又は外方に屈曲する一対の屈曲片とからなる、断面略コ字状に構成した
請求項８記載のドロップインコンロ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はドロップインコンロ、特に、操作部がトッププレート上に配設される密閉式のも
のに有効なドロップインコンロに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
システムキッチン等において用いられるドロップインコンロは、図７に示すような、調理
台や流し台に連続するカウンタートップ (31)に形成した開口 (30)に、制御装置やバーナ等
からなるコンロ部が収容された上方開放の本体ケース (2) を落し込んで固定させる、所謂
、ドロップインコンロが一般的である。尚、図７は、従来のドロップインコンロの右側端
部における部分端面図である。図示しないが制御装置を操作する操作部はトッププレート
上に配設されているとともに、本体ケース (2) から熱気がカウンタートップ (31)の下方に
漏れるのを抑えるために、本体ケース (2) の構成壁には殆ど透孔等は形成されていない密
閉式のドロップインコンロとする。
【０００３】
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特に、図示したものは、開口 (30)へ落とし込んだ本体ケース (2) の開放部を、トッププレ
ートとしての耐熱ガラス板 (1) で被覆させる形式のものであり、開口 (30)の周縁には、ガ
ラス板 (1) を保持するための枠体 (3) が設けられている。
本体ケース (2) の上端部外周には、外周フランジ (21)が水平に張り出しており、外周フラ
ンジ (21)を開口 (30)の周縁に、煮こぼれ防止用パッキン (P) を介して支持させることによ
り、本体ケース (2) は、開口 (30)内に吊り下げ状態に収容されることとなる。
【０００４】
枠体 (3) は、カウンタートップ (31)の開口 (30)の周縁を被覆する断面略逆Ｕ字状の第１フ
ランジ (3a)と、開口 (30)内に水平に伸びる第２フランジ (3b)とから構成されている。
このものでは、まず、本体ケース (2) を開口 (30)内に落とし込むとともに、外周フランジ
(21)を開口 (30)の周縁にパッキン (P) を介して係止させる。そして、外周フランジ (21)の
上方を第１フランジ (3a)が覆うように、第２フランジ (3b)にトッププレートであるガラス
板 (1) が載置された枠体 (3) を開口 (30)の周縁に設置する。尚、ガラス板 (1) の端縁と、
第１フランジ (3a)の垂直面 (34)の内側面との隙間に、シリコン接着剤 (5) を充填して、ガ
ラス板 (1) と枠体 (3) とを接着させている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このような構成のドロップインコンロでは、本体ケース (2) が完全密閉されることとなる
から、本体ケース (2) 内に収容されているバーナの燃焼に必要な一次空気を取り入れるこ
とができない。
そこで、コンロの前方及び左右方向においては、図７に示すように、前記第１フランジ (3
a)の外周端 (35)は、カウンタートップ (31)の上面における外周フランジ (21)よりも外方に
位置する部分に直接設置させているが、外観的に見えにくい後方側においては、図８に示
すように、前記第１フランジ (3a)の外周端 (35)とカウンタートップ (31)の上面との間に隙
間を設けている。この隙間が、燃焼用空気の取り入れ口 (33)として機能する。
【０００６】
しかしながら、バーナのハイカロリー化に伴い、前記後部の空気取り入れ口 (33)だけでは
、燃焼用空気が不足するという問題がある。
請求項１及び請求項４の発明は、『カウンタートップに形成された開口の周縁に支持させ
る外周フランジを具備する上方開放の本体ケースと、前記外周フランジの上方を被覆する
第１フランジを具備する枠体と、前記枠体に支持されて前記本体ケースの上方を被覆する
トッププレートと、このトッププレートの下方に空気吸引部が設けられ炎孔部が前記トッ
ププレートの上方に突出するガスバーナとを具備するドロップインコンロ』において、前
記カウンタートップと前記枠体との間から本体ケース内に燃焼用空気を十分取り入れるこ
とができるようにすると共に、前記枠体の前記本体ケースに対するズレを防止できるよう
にすることを課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記技術的課題を解決するために講じた請求項１記載の発明の手段は、『前記枠体の外周
端下縁が前記カウンタートップの上面に接触しない高さに前記枠体を部分的に支持する支
持手段を、前記外周フランジ又は前記枠体のどちらか一方に設けるとともに、前記支持手
段と水平方向に係合することにより、前記外周フランジ上における前記枠体の位置決めを
する位置決め手段を、前記外周フランジ又は前記枠体のどちらか他方に設け、前記支持手
段間は前記位置決め手段によって閉塞されないようにしたこと』を特徴としたものである
。
【０００８】
カウンタートップに形成した開口の周縁に前記本体ケースの外周フランジを支持させるこ
とにより、前記本体ケースを前記開口内に吊り下げ状態に収容する。その外周フランジを
覆うように、枠体の第１フランジを載置すると、前記枠体は、前記外周フランジ又は前記
枠体のどちらか一方に設けられている支持手段によって部分的に前記外周フランジ上で支

10

20

30

40

50

(3) JP 3748704 B2 2006.2.22



持されることとなるとともに、前記支持手段は、前記外周フランジ又は前記枠体のどちら
か他方に設けられている前記位置決め手段と係合することとなり、前記枠体は、その外周
端下端が前記カウンタートップの上面から浮き上がった状態で、前記外周フランジ上で位
置決めされることとなる。
【０００９】
尚、このとき、枠体の外周下端が全周に渡ってカウンタートップから浮き上がった状態と
すれば、燃焼用空気を全周から吸引できるので、吸引量は最も多くなる。燃焼用空気を全
周から吸引する必要がない場合は、枠体の前方側の外周端下端のみがカウンタートップに
載置されるようにし、後方側及び左右両側の外周端下端を浮かせる構成としても良い。或
は、後方側及びこれに続く左右のどちらか一方の外周端を浮かせるしても良い。この場合
、枠体は連続する２方において外周端がカウンタートップから浮き上がった状態で設置さ
れることとなる。
【００１０】
従来の構成のものでは、矩形の枠体の外周下端のうち、連続する２方以上を浮かせる構成
とした場合、枠体を安定的に設置することができないが、本発明のものでは、前記枠体の
外周下端を連続する２方以上を浮かせた状態としても、安定的に設置することができる。
尚、前記支持手段が前記外周フランジ側に設けられている場合は、前記位置決め手段は前
記枠体側に設けられており、前記支持手段が前記枠体側に設けられている場合は、前記位
置決め手段は前記外周フランジに設けられているものとするが、これら支持手段及び位置
決め手段は、前記外周フランジ又は前記枠体に一体であっても、別体であってもどちらで
も良い。
【００１１】
又、前記支持手段は、本体ケースの外周フランジと前記枠体の第１フランジとの上下間に
周方向において部分的に設けられているとともに、前記位置決め手段は、前記支持手段間
を閉塞しない態様で設けられているから、前記隙間は前記本体ケース内に連通することと
なる。そして、前記隙間から本体ケース内に燃焼用の一次空気を取り入れることができる
。
【００１２】
又、前記枠体の外周端を全周に渡って浮き上がらせる構成とした場合、前記枠体は前記カ
ウンタートップに接触しないから、コンロバーナからの輻射熱等が枠体を介してカウンタ
ートップに熱伝導することがない。
又、前記外周フランジとカウンタートップとの間に、煮こぼれ防止用パッキンを介在させ
ておけば、調理中の煮こぼれ等が、前記隙間から本体ケース内へ侵入することはない。
【００１３】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明の構成のうち、『前記支持手段は、前記外周
フランジの前後方向及び左右方向に張り出している各フランジ面に形成される支持突起と
し、前記位置決め手段は、前記第１フランジを前記支持突起に支持させたときに、前記各
支持突起に対して水平方向に係合するように前記第１フランジの下面から垂下する凸部と
したこと』を特徴としたものである。
【００１４】
ドロップインコンロは直方体状であるから、前記本体ケースは上方開放の矩形箱体となり
、前記本体ケースの上端開放部の四辺からはそれぞれ前後方向及び左右方向にフランジ面
が張り出す構成となっている。又、前記枠体の第１フランジも、それに応じた矩形枠状と
なっており、前記外周フランジの各フランジ面のそれぞれに支持手段としての支持突起を
設けることにより、前記矩形枠状の前記第１フランジの各辺がそれぞれ前記支持突起によ
って支持される態様となる。
【００１５】
又、前記支持突起の内側面又は外側面に、前記第１フランジの下面に設けられた位置決め
手段としての凸部が係合する構成としたから、前記枠体は前記支持突起に支持された状態
で位置決めされるとともに、前記凸部がストッパーとして機能することとなる。
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請求項３記載の発明の手段は、請求項２記載の発明の構成のうち、『前記凸部は、前記第
１フランジの下面の全周に渡って形成された凸条とし、前記凸条の高さが前記支持突起よ
りも低く設定した』ものであり、前記凸部を全周に渡って形成された凸条としても、前記
凸条の高さを前記支持突起の高さよりも低く設定しておくことで、前記凸条が、前記支持
突起間を閉塞することはなく、前記隙間から取り入れられる空気は、前記支持突起間で且
前記凸条の下方を通って、前記本体ケース内に送り込むことができる。
【００１６】
又、前記第１フランジの下面に凸条が設けられた構成の枠体は、押し出し成型による型材
により製作することができるとともに、前記型材の後加工も不要である。
請求項４記載の発明の手段は、請求項１記載の発明の構成のうち、『前記支持手段は、前
記第１フランジの下面から垂下するように形成される支持突起とし、前記位置決め手段は
、前記外周フランジ上に全周に渡って形成される凸条とし、前記凸条の高さは、前記支持
突起の高さよりも低く設定した』ものであり、このものでは、枠体は、その第１フランジ
の下面から垂下させた支持突起によって、前記本体ケースの外周フランジ上に載置される
とともに、前記外周フランジ上に、凸条が全周に渡って設けられており、これが、前記支
持突起と係合して位置決め手段として機能するとともに、枠体の外周端とカウンタートッ
プとの隙間から、煮こぼれ等が侵入してきても、前記凸条で堰き止められることとなる。
【００１７】
請求項５記載の発明の手段は、『前記枠体の外周端下縁が前記カウンタートップの上面に
接触しない高さに前記枠体を部分的に支持する支持手段を前記外周フランジ又は前記枠体
に設けるとともに、前記本体ケース内における前記枠体の位置決めをする位置決め手段を
前記本体ケースと前記枠体との間に介在するように設けたこと』を特徴とする。
【００１８】
前記枠体が、その外周端下縁を連続する２方以上に渡って前記カウンタートップの上面か
ら浮き上がった状態で、前記支持手段によって前記外周フランジ上に部分的に支持される
態様については、請求項１の作用と同様である。
又、前記本体ケースと前記枠体の間に介在された前記位置決め手段によって、前記枠体は
、前記本体ケース内において位置決めされることとなる。
【００１９】
尚、前記支持手段と前記位置決め手段は、それぞれ別個に形成されて前記外周フランジ又
は前記枠体にそれぞれ設ける構成としても良く、一体的に形成されたものを前記外周フラ
ンジ又は前記枠体のどちらかに設ける構成としても良い。
請求項６記載の発明の手段は、請求項５記載の発明の構成のうち、『前記枠体は、前記第
１フランジの内周に前記本体ケース内に入り込む垂下壁を具備する構成とし、前記位置決
め手段は、前記垂下壁又は前記本体ケースの一方から他方に向かって突出する突出部とし
たこと』を特徴としたものである。
【００２０】
前記枠体は、本体ケースの外周フランジ又は枠体から突出する支持突起によって、その外
周端下縁が前記カウンタートップから浮き上がった状態に支持されるとともに、前記垂下
壁は前記本体ケース内に入り込み、前記垂下壁と前記本体ケースの側壁とがそれぞれ対向
することとなる。前記垂下壁又は前記側壁の各々の面には、位置決め手段としての突出部
が突出していることから、前記垂下壁と前記本体ケースとの間には、前記突出部の高さに
相当する間隙が生じ、前記垂下壁は前記本体ケース内で位置決めされることとなる。
【００２１】
尚、請求項７記載の発明の手段は、請求項６記載の発明の手段のうち、前記支持突起と前
記突出部とを一体的に設ける構成としたもので、『前記外周フランジの前後方向及び左右
方向に張り出しているの各フランジ面に、水平片と直立片とからなる断面Ｌ字状の支持板
を前記水平片の先端が前記垂下壁に当接するように取り付け、前記突出部を前記水平片の
先端とするとともに、前記支持突起を前記直立片とした』ことを特徴とする。
【００２２】
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ドロップインコンロは直方体状であるから、前記本体ケースは四つの側壁を有する上方開
放の矩形箱体となり、その各上辺から、前後方向及び左右方向にそれぞれフランジ面が張
り出して外周フランジが構成されている。又、それに応じて前記枠体の第１フランジも矩
形枠状であり、その内周側の四辺からそれぞれ四つの垂下壁が垂下する構成となる。
【００２３】
前記各フランジ面に、略Ｌ字状に構成した前記支持板を、前記水平片の先端が前記垂下壁
に当接するような位置に取り付けることにより、前記本体ケース内には、前記水平片の先
端が四方から突出する態様となり、これにより、前記垂下壁は、前記本体ケースの対向す
る側壁間で位置決めされることとなる。すなわち、前記水平板の先端が、請求項６の突出
部として機能することとなり、前記支持板の直立部の頂部に前記第１フランジを載置する
ことにより、前記直立部が請求項６の支持突起として機能することとなる。
【００２４】
請求項８記載の発明は、請求項１から４の発明の構成のうち、『前記支持手段の内外方向
における厚みを、前記位置決め手段のそれよりも大きく設定したこと』を特徴とするもの
である。
枠体の第１フランジと本体ケースの外周フランジとの間において、前記位置決め手段が支
持手段の内側又は外側のどちらか一方側のみから係合することにより、前記枠体の位置決
めがなされるが、例えば、両者とも薄肉の板状とした場合、枠体がずれて設置された場合
、つまり、一方の位置決め手段は一方の支持手段の内側に係合し、それに対向する側の位
置決め手段は対応する支持手段の外側に係合する関係で載置された場合でもそのずれは小
さなものであるから、前記枠体の誤設置を認識することが困難である。支持手段の厚みを
大きく設定すると、枠体がずれて設置された場合、そのずれの大きさが大きくなるため、
枠体の誤設置を容易に認識することが可能となるとともに、前記枠体の支持強度を増すこ
とができる。
【００２５】
前記支持手段の内外方向の厚みを大きく設定するために、請求項９に記載の発明の構成の
ように、『前記支持手段は、外周フランジ又は枠体の周方向に沿った板状の周辺突起と、
前記周辺突起の両端から内方又は外方に屈曲する一対の屈曲片とからなる、断面略コ字状
に構成し』ても良い。
【００２６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のうち請求項１記載の発明は、前記枠体と前記カウンタート
ップの上面との間に、前記本体ケース内に連通する隙間を連続する２方以上に渡って形成
することで、バーナの燃焼に必要な空気を有効に取り入れられるようにしたから、例えば
、操作面がトッププレートに配設される密閉式のドロップインコンロであっても、バーナ
のハイカロリー化が可能となる。
【００２７】
又、前記枠体は前記外周フランジ上に載置させるだけで、前記隙間を形成した状態に位置
決めすることができるから、前記枠体の位置決めが容易となる。
又、枠体の外周端の全周を浮かせる構成とした場合、バーナからの輻射熱等はカウンター
トップへ伝わらないから、ハイカロリーバーナを使用しても、前記カウンタートップが過
熱される不都合はない。
【００２８】
請求項２記載の発明は、請求項１の発明の効果に加え、前記枠体は、本体ケースの外周フ
ランジに設けた支持突起に支持させるだけで、その外周下端部に前記本体ケース内に連通
する隙間を形成した状態に位置決めされた状態に支持されるから、この種ドロップインコ
ンロの取付けが容易となる。又、前記凸部が前記枠体のズレ止め用のストッパーとして機
能するから、前記枠体に外部からの衝撃等が加わっても、前後方向及び左右方向の何れの
方向にも不用意にずれることがなく、トッププレートから上方に突出するガスバーナに力
が加わることがない。
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【００２９】
前記枠体は前記外周フランジの支持突起に載置されているだけであるから、トッププレー
トは前記枠体ごと取り外すことができ、トッププレートの手入れが容易となる。
又、前記支持突起の高さを、従来の外周フランジの上面から第１フランジの下面までの高
さ以下に設定しておけば、前記枠体のカウンタートップからの高さを現状の高さに維持す
ることができる。
【００３０】
請求項３記載の発明は、請求項２記載の発明の効果に加えて、前記位置決め手段付きの枠
体の型材を容易に製作することができるという効果がある。
請求項４記載の発明は、請求項１の発明の効果に加え、枠体の外周端とカウンタートップ
との隙間から侵入する煮こぼれ等は前記凸条で堰き止めることができるから、本体ケース
内への煮こぼれ等の侵入を確実に防止することができるという効果がある。
【００３１】
請求項５記載の発明は、請求項１記載の発明の効果に加えて、前記支持手段と前記位置決
め手段とは係合させる構成ではないので、前記本体ケース及び枠体におけるそれぞれの形
成位置を自由に設定することができるという効果がある。このため、前記本体ケース及び
枠体の製作が容易となる上に、前記枠体を前記外周フランジ上に設置する際にも両者の位
置関係を考慮する必要がないので、取り付けも容易となる。
【００３２】
請求項６記載の発明は、請求項５記載の発明の効果に加えて、位置決め手段としての突出
部を、前記枠体の垂下壁と前記本体ケースの側壁との間に突出させる構成としたから、前
記垂下壁は、前記本体ケースの側壁から前記突出部の高さ分確実に離れて位置することと
なる。よって、前記バーナからの輻射熱が前記枠体を介して前記カウンタートップに伝わ
るのを確実に防止することができるという効果がある。
【００３３】
請求項７記載の発明は、前記支持手段と前記位置決め手段とを一体的に構成したから、枠
体の全周に空気取り入れ口としての隙間を有するドロップインコンロの製作及び組付けが
一層容易となる。
請求項８記載の発明は、請求項１から４の発明の効果に加えて、前記枠体を前記外周フラ
ンジ上の正しい位置に確実に設置することができるという効果がある上に、支持手段の強
度が高まることから、前記枠体の設置状態における安定性が向上するという効果がある。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基いて説明する。
本発明実施の形態のものは、加熱源をガスバーナとしたドロップインコンロに実施したも
ので、図１に示すように、ガスバーナ (10)や、電磁弁、点火装置等の出力装置等（図示せ
ず）を収容する上方開放の矩形の箱体である本体ケース (2) を、流し台や調理台等に連続
するカウンタートップ (31)に形成した開口 (30)内に嵌め込んで固定するとともに、本体ケ
ース (2) の上方矩形開放部をトッププレートであるガラス板 (1) 及び枠体 (4) で被覆させ
、バーナボディ (10c) の一次空気吸引口 (10d) が前記ガラス板 (1) の下方の本体ケース (2
) 内に収容され、バーナヘッド (10b) がガラス板 (1) を貫通して炎孔部 (10a) がガラス板
(1) の上方に位置するバーナ (10)を備えたものである。
【００３５】
尚、図中のＮは、一次空気吸引口 (10d) に挿入されるノズルを示す。
前記ガラス板 (1) 上には、ガスバーナ (10)の点火・消火等の火力調節部材 (100) の操作を
行うための操作つまみ (200) が、前記ガラス板 (1) を貫通する操作軸 (201) の上端に設け
られており、本体ケース (2) の上端部外周全域には、外周フランジ (22)が水平に張り出し
ている。この外周フランジ (22)が前記開口 (30)の周縁部に、煮こぼれ防止用パッキン (P) 
を介して支持されることにより、前記本体ケース (2) は、開口 (30)内に吊り下げ状態に収
容されることとなる。
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【００３６】
尚、本体ケース (2) から熱気がカウンタートップ (31)の下方に漏れるのを抑えるために本
体ケース (2) の構成壁には透孔等は形成されていない。
又、外周フランジ (22)には、図２に示すように、外周フランジ (22)の各辺の外周端部から
上方へ切り起こして、支持手段としての支持突起 (23)を形成している。
【００３７】
尚、外周フランジ (22)の板厚は０．８ｍｍ～１．０ｍｍとし、支持突起 (23)は、フランジ
の周方向の長さが２０ｍｍ、高さ５ｍｍの板状とするとともに、外周フランジ (22)を構成
する前後方向及び左右方向に張り出す各辺のフランジ面の各々に、２～３か所ずつ形成さ
れている。
この例では、支持突起 (23)は外周フランジ (22)の一部を切り起こして形成したが、別体の
ものを溶接等で取り付けても良い。
【００３８】
枠体 (4) は、外周フランジ (22)を覆う水平な第１フランジ (4a)と、第１フランジ (4a)の内
周端から垂下する第１垂下壁 (4b)と、第１垂下壁 (4b)の下端から内方へ水平に張り出して
いる第２フランジ (4c)と、さらには、前記第１フランジ (4a)の外周端から斜め下方へ屈曲
させた屈曲片 (4d)とを具備するように構成されている。
【００３９】
前記ガラス板 (1) は、第２フランジ (4c)の上に載置され、ガラス板 (1) の側面と第１垂下
壁 (4b)との間に設けたシリコン接着剤 (5) で保持されている。このガラス板 (1) は、開口
(30)よりやや小さな耐熱ガラス製の矩形板状体とし、本体ケース (2) 内に収容されたガス
バーナ (10)のバーナヘッド (10b) を突出させるためのバーナ挿通孔 (11)を開口させている
。尚、図１中、バーナヘッド (10b) とバーナ挿通孔 (11)との間に配設されているＫは緩衡
部材である。
【００４０】
バーナ挿通孔 (11)にバーナ (10)のバーナヘッド (10b) を挿通するとともに、 １フランジ
(4a)で外周フランジ (22)を覆うように枠体 (4) を設置すると、第１フランジ (4a)は、外周
フランジ (22)の支持突起 (23)によって支持されることとなる。この支持状態において、外
周フランジ (22)の上面と、第１フランジ (4a)の下面との間には、支持突起 (23)の高さ分、
すなわち、５ｍｍの高さの空隙 (50)が形成されることとなる。
【００４１】
又、第１フランジ (4a)の下面における、支持突起 (23)の外側面部に対応する各位置には、
図２に示すように、位置決め手段としての突片 (40)がそれぞれ形成されている。
本実施の形態のドロップインコンロを設置するには、まず、開口 (30)の周縁に沿って、カ
ウンタートップ (31)との隙間から煮汁等の侵入を防止する為の水密用のパッキン (P) を設
ける。通常、外周フランジ (22)の下面にパッキン (P) が接着される。その後、本体ケース
(2) をカウンタートップ (31)の開口 (30)内に落とし込んで、外周フランジ (22)を、前記パ
ッキン (P) を介して、開口 (30)の周縁に係止させる。尚、このパッキン (P) としては、断
熱タイプのものを使用し、カウンタートップ (31)への熱伝導の防止も兼ねさせる。
【００４２】
次に、外周フランジ (22)の上方を第１フランジ (4a)で覆うように、枠体 (4) を開口 (30)の
周縁に載置する。すると、外周フランジ (22)を構成する各フランジ面から突出する複数の
支持突起 (23)によって、枠体 (4) が支持されると共に、支持突起 (23)の外側面各々に、第
１フランジ (4a)の下面に突設させた突片 (40)の内側面が各々当接することとなる。これに
より、枠体 (4) の前後方向及び左右方向へのズレは、突片 (40)によって防止されることと
なる。言い換えれば、突片 (40)は枠体 (4) の水平方向のズレ止め用のストッパーとして機
能することとなる。
【００４３】
枠体 (4) の上記支持状態において、屈曲片 (4d)の外周下端と、カウンタートップ (31)の上
面との間には、図１に示すように、全周に渡って、約３ｍｍ程度の隙間が設けられるよう
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に、屈曲片 (4d)の、第１フランジ (4a)に対する傾斜角度及びその長さは設定されている。
前記隙間が、ガスバーナ (10)の燃焼用の一次空気を取り入れる空気取り入れ口 (33)となる
。
【００４４】
これにより、ドロップインコンロのカウンタートップ (31)への取付が完了する。
尚、本体ケース (2) に枠体 (4) 及びガラス板 (1) を組み付けたドロップインコンロの完成
品を上記のように落とし込むこともある。
バーナの燃焼に必要な一次空気は、屈曲片 (4d)の外周下端とカウンタートップ (31)との間
に全周に渡って形成された空気取り入れ口 (33)から、外周フランジ (22)と第１フランジ (4
a)との間の空隙 (50)を通って本体ケース (2) 内に有効に取り入れられることとなるため、
燃焼用空気が不足することはない。尚、二次空気は、炎孔部 (10a) をガラス板 (1) から突
出させたことにより、ガラス板 (1) の上面から取り入れることができる。
【００４５】
又、空気取り入れ口 (33)は、約３ｍｍ程度に設定したため、外観が悪くなる不都合もない
上に、外周フランジ (22)は、パッキン (P) を介して開口 (30)の周縁に支持されているもの
であるから、空気取り入れ口 (33)から煮こぼれ等の汚れが枠体 (4) の下方に入り込んでも
、パッキン (P) により、本体ケース (2) 内への侵入を防止することができる。
【００４６】
又、枠体 (4) は、直接カウンタートップ (31)に接触していないから、本体ケース (2) から
の輻射熱等は、カウンタートップ (31)に伝わることがなく、カウンタートップ (31)の温度
が上昇することがない。
上記実施の形態では、枠体 (4) のズレ止め防止用ストッパーとして、突片 (40)を部分的に
設けたが、図３に示すように、支持突起 (23)の高さより低く設定した凸条 (41)を第１フラ
ンジ (4a)の下面の全周に渡って垂下するように設けても良い。例えば、この凸条 (41)の高
さを、２ｍｍに設定しておけば、支持突起 (23)の高さは５ｍｍであるから、支持突起 (23)
の非形成位置においては、外周フランジ (22)の上面から、凸条 (41)の下端までの間には、
３ｍｍの空隙が生じることとなり、空気取り入れ口 (33)から取り入れられた空気は、高さ
３ｍｍの前記空隙を通って、本体ケース (2) 内に送り込まれることとなる。
【００４７】
これとは逆に、図３の二点鎖線で示すように、位置決め手段として、外周フランジ (22)上
に、凸条 (41a) を全周に渡って設けると共に、支持突起 (23a) を第１フランジ (4a)から部
分的に垂下させ、支持突起 (23a) の高さを凸条 (41a) より高くする構成も採用できる。こ
の場合、前記凸条 (41a) は、空気取り入れ口 (33)から枠体 (4) の下方へ侵入する煮こぼれ
等の汚れを堰き止める堰として機能することとなり、本体ケース (2) 内への前記汚れの侵
入を確実に防止することができる。
【００４８】
図４に示すものは、支持手段として、外周フランジ (22)に断面逆Ｖ字状の山部 (24a)(24b)
(24c) を部分的に形成したものである。この実施の形態の場合、外周フランジ (22)に、枠
体 (4) の第１フランジ (4a)を載置すると、第１フランジ (4a)は、複数の前記山部 (24a) に
点接触した状態で支持されることとなり、山部 (24a) と山部 (24a) との間から、空気を取
り入れることができる。
【００４９】
又、この実施の形態のものでは、本体ケース (2) の側壁にも内外に突出する山部 (24b)(24
c)を部分的に突設させている。スペーサーとしての外向きに突出する山部 (24b) により、
本体ケース (2) が開口 (30)の内周側面に密着することを防止し、又、位置決め手段として
の内向きに突出する山部 (24c) を第１垂下壁 (4b)に当接させるようにして枠体 (4) の位置
決めを行っている。
【００５０】
尚、位置決め手段として、第１垂下壁 (4b)から外向きに突出する山部を本体ケース (2) の
側壁に当接させる構成でも良い。支持手段としては、前記実施の形態における第１フラン
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ジ (4a)から垂下させた支持突起 (23a) を採用することもできる。
図５に示すものは、第４番目の実施の形態のドロップインコンロの説明図であり、図６に
示したような、直立片 (61)と水平片 (62)とからなる断面略Ｌ字状の支持板 (6) を外周フラ
ンジ (22)の各フランジ面に取り付ける構成としたものである。尚、支持板 (6) は、すべて
の前記水平片 (62)の先端が第１垂下壁 (4b)の外面に当接する位置関係となるように、水平
片 (62)の下面を外周フランジ (22)の上面に溶接等により取り付けられている。これにより
、外周フランジ (22)の内周側には水平片 (62)の先端が四方に渡って突出し、上方には、直
立片 (61)が突出する態様となり、それぞれが、位置決め手段及び支持手段として機能する
こととなる。
【００５１】
上記各実施の形態において、支持突起 (23)及び山部 (24)の高さを、従来のドロップインコ
ンロにおける外周フランジ (22)から枠体 (4) の第１フランジ (4a)までの高さに一致させる
か又はそれ以下に設定しておけば、カウンタートップ (31)から第１フランジ (4a)までの高
さが必要以上に高くなることがなく、従来の枠体の高さを維持することができる。
【００５２】
又、支持手段を、図９に示すように、外周フランジ (22)の周方向に沿った周辺突起 (71)と
、その両端を内方へ屈曲させてなる一対の屈曲片 (72)とから断面略コ字状に構成しても良
い。この場合、前記支持手段の内外方向（前記周方向と交差する方向）の厚みは、屈曲片
(72)の自由端から周辺突起 (71)までの距離に相当するものとなり、これにより、支持手段
の内外方向における厚みを位置決め手段のそれより大きく設定することができる。よって
、位置決め手段を備えた枠体 (4) を本体ケース (2) に被せる場合、前記位置決め手段が周
辺突起 (71)の外面に係合するか、又は、屈曲片 (72)の自由端に係合するかの正しい位置関
係が外れた場合、枠体 (4) は、前記支持手段の厚みに相当する前記距離だけずれることと
なる。この距離は支持手段の厚み（屈曲片 (72)の長さ）に相当し、比較的大きなものであ
るから、前記枠体 (4) が過った位置に設置されたことを認識することができる。
【００５３】
又、前記支持手段は、上記した構成であるから、安定性が良く、枠体を安定した状態で支
持することができる。
尚、屈曲片 (72)は周辺突起 (71)の両端から、外方に屈曲する構成のものも採用可能であり
、又、上記例では、支持手段が外周フランジ (22)に、位置決め手段が枠体 (4) 側に備えら
れた例としたが、これとは逆に、支持手段が枠体 (4) に、位置決め手段が外周フランジ (2
2)に備えられる構成としても良い。
【００５４】
そして、何れの場合も、位置決め手段は、図１及び図２に示すように、支持手段に対応す
る箇所にだけ設ける構成としても、或は、図３のように、全周に渡って形成される構成と
しても良い。
又、いずれの場合も、支持手段は位置決め手段と同じ高さ又はそれよりも高く設定されて
おり、前記外周フランジ (22)と枠体 (4) の第１フランジ (4a)との間に設けられている。
【００５５】
さらに、これら支持突起 (23)又は山部 (24a) 、及び、突片 (40)又は凸条 (41)(41a) は、外
周フランジ (22)や第１フランジ (4a)と別体に設ける構成としても良い。
尚、上記各実施の形態では、トッププレートとして、ガラス板 (1) を採用したが、他の材
質のものを採用することもできるとともに、枠体と一体的構造とすることも可能である。
【００５６】
又、上記各実施の形態では、枠体 (4) の外周下端全域を浮かせて、枠体 (4) の全周に空気
取り入れ口 (33)を形成するようにしたが、枠体 (4) の外周下端のうち、例えば、前方側以
外の三方、或は、後方側と、左右どちらか一側方のように、連続する二方を浮かせる配設
態様とすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１番目の実施の形態のドロップインコンロの内部構造を省略した右端
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部の端面図。
【図２】本発明の第１番目の実施の形態のドロップインコンロの分解及び一部切欠斜視図
。
【図３】本発明の第２番目の実施の形態の支持突起と凸条との関係を示す説明図。
【図４】本発明の第３番目の実施の形態のドロップインコンロの内部構造を省略した右端
部の端面図。
【図５】本発明の第４番目の実施の形態のドロップインコンロの内部構造を省略した右端
部の端面図。
【図６】本発明の第４番目の実施の形態のドロップインコンロに用いる支持板の斜視図。
【図７】従来のドロップインコンロの前方端又は左右端における端面図。
【図８】従来のドロップインコンロの後方端を示す端面図。
【図９】本発明実施の形態の支持手段の他の例の説明図。
【符号の説明】
(1) ・・・・ガラス板　　　　　　　　　 (4) ・・・・枠体
(2) ・・・・本体ケース　　　　　　　　 (4a)・・・・第１フランジ
(22)・・・・外周フランジ　　　　　　　 (4b)・・・・第２フランジ
(23)・・・・支持突起　　　　　　　　　 (40)・・・・突片
(31)・・・・カウンタートップ
(30)・・・・開口
尚、各図中同一符号は同一又は相当部分を示す。
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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