
JP 4251140 B2 2009.4.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体と、トッププレート及び前記トッププレートの周縁部を枠状に覆うトップフレームを
有し前記本体上部に装着されるトップユニットと、前記トッププレートの下部に配置され
前記トッププレート上の被加熱物を誘導加熱する複数のインダクションヒータと、前記ト
ッププレート上面に形成された１つ以上の操作キーを有し前記操作キーを指で触れる操作
により制御命令を入力する操作部であって前記制御命令に応じて前記複数のインダクショ
ンヒータのうちの対応するインダクションヒータの動作が制御される複数の個別操作スイ
ッチ部と、所定以上の力で電源スイッチ操作部を操作することにより開閉動作が行われる
スイッチであってその開閉動作に応じて前記制御命令が有効化及び無効化される電源スイ
ッチとを備え、前記電源スイッチ操作部は、前記トップユニットの使用者側の左右いずれ
か一方の角部近傍上面に、どの前記操作キーよりも前記角部に近接させて配置されるとと
もに、前記個別操作スイッチ部と前記電源スイッチ操作部との間に、前記トッププレート
上面に段差を形成する電源スイッチ識別表示部を設けてなる誘導加熱調理器。
【請求項２】
電源スイッチ識別表示部は、トップユニットの角部を構成するトップフレームの２辺の内
縁を相互に結ぶ段差をトッププレート上面に形成する請求項１に記載の誘導加熱調理器。
【請求項３】
電源スイッチ識別表示部は、トップフレームと一体形成された金属板でトップユニットの
角部を覆うかまたは囲うように形成され、電源スイッチ操作部を前記電源スイッチ識別表
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示部の範囲内に設けてなる請求項２に記載の誘導加熱調理器。
【請求項４】
電源スイッチ操作部は、樹脂フィルムで構成され、電源スイッチ識別表示部に設けられた
孔を覆うとともにその孔の周囲上面に接着された請求項３に記載の誘導加熱調理器。
【請求項５】
トッププレートは、平面形状が略長方形で使用者側の角部の一方を三角形状に切り欠いた
形状に形成されるとともに、前記トッププレートの切り欠いた部分である切り欠き部を電
源スイッチ識別表示部で覆う構成とした請求項３または４に記載の誘導加熱調理器。
【請求項６】
切り欠き部に臨むトッププレートの縁部上面を電源スイッチ識別表示部で覆うとともに水
の浸入を防止するシール部材を、前記電源スイッチ識別表示部下面と前記トッププレート
上面間に設ける構成とした請求項５に記載の誘導加熱調理器。
【請求項７】
電源スイッチ識別表示部上面に電源スイッチ操作部を設けるとともに、前記電源スイッチ
識別表示部は、トッププレートと前記電源スイッチ操作部間に、前記電源スイッチ識別表
示部を変形させて形成される凸状の壁である凸状壁を設け、前記凸状壁よりも前記トップ
プレート側の前記電源スイッチ識別表示部の部分が所定の幅で一段低くなっており、その
一段低くなった部分で前記トッププレート上面と前記トップフレーム下面との間にシール
部材を設ける構成とした請求項６に記載の誘導加熱調理器。
【請求項８】
トッププレートの上面に他機器を動作させる他機器操作スイッチ部を備え、前記他機器操
作スイッチ部は、電源スイッチ識別表示部の設けられた角部と反対側の使用者側に位置す
るトップユニットの角部である他の角部の近傍上面に設けられ、かついずれの操作キーよ
りも前記他の角部に近づけて配置された請求項１～７のいずれか１項に記載の誘導加熱調
理器。
【請求項９】
電源スイッチによる個別操作スイッチ部の操作の無効化がされていないときに操作するこ
とにより、特定の個別操作スイッチ部を無効化できる操作部であるチャイルドロックキー
を備え、前記チャイルドロックキーを電源スイッチ識別表示部の範囲内に設けた請求項１
～８のいずれか１項に記載の誘導加熱調理器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁誘導によって生じた渦電流によるジュール熱で鍋底を直接加熱する誘導
加熱調理器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の誘導加熱を応用した誘導加熱調理器は、電気ヒータやガスと異なり金属
鍋の底部が直接加熱されるために、他に赤熱部や高温部が本質的に存在せず、高効率、安
全、清潔など、多くの特長を有し、テーブルやシステムキッチンのキャビネットに埋め込
むビルトイン型の誘導加熱調理器として普及している。そして、この組み込み式誘導加熱
調理器において、実使用において使用者の命令を受けつけるスイッチ部が設けられる位置
としては、本体前面の垂直面部にすべてのスイッチ部を設ける（例えば、特許文献１参照
）か、スイッチ部を本体のトッププレート上面に配置する（例えば、特許文献２参照）か
、トッププレート上面にスイッチ部の一部を設けるとともに、本体前面の垂直面部に電源
スイッチや出力設定などの操作スイッチ部を備えたものとする（例えば、特許文献３参照
）といった構成が従来採用されていた。
【特許文献１】特開２００２－２５２０７７号公報
【特許文献２】特開平１０－２１４６７７号公報
【特許文献３】特開２００３－１２３９５３号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記特許文献１に記載の構成では、本体前面の垂直面部に操作スイッチ
部が配置されているため、加熱調理を行うインダクションヒータと、それを操作する操作
スイッチ部が離れており、特に、調理器の操作に慣れていないときには、どの操作スイッ
チ部を使えばよいのか、使用者には分かりづらかった。また、特許文献２に記載の構成で
は、各インダクションヒータに対応して操作スイッチ部がトッププレート上面に設けられ
ているものの、全体の電源スイッチが設けられていないものであり安全性において課題が
あった。特許文献３に記載の構成は、電源スイッチは設けられているものの前面部垂直部
に設けられているので、電源スイッチがどれか、上面から操作する状態ではわかりにくい
ものであった。
【０００４】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、誰にでも簡単に上面から個別操作スイッ
チ及び電源スイッチの操作ができる使い勝手の良い誘導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】
【０００５】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の誘導加熱調理器は、操作キーを指で触れる
ことにより複数のインダクションヒータのうちの対応するインダクションヒータの動作を
制御する個別操作スイッチ部をトッププレート上面に設けるとともに、所定以上の力で操
作することにより電源スイッチの開閉動作が行われるスイッチであってその開閉動作によ
り個別操作スイッチ部に対する操作が有効化及び無効化される電源スイッチ操作部を、ト
ップユニットの使用者側の左右いずれか一方の角部近傍上面に、個別操作スイッチ部を構
成するどの操作キーよりもトップユニット角部に近接させて配置し、個別操作スイッチ部
と電源スイッチ操作部との間にトッププレート上面に段差を形成する電源スイッチ識別表
示部を設けてなるものである。
【０００６】
　この構成により、複数の個別操作スイッチ部がトッププレート上面に形成されているた
め、各インダクションヒータを動作させる個別操作スイッチ部について各インダクション
ヒータの近傍に配置することが可能となり、使用者が使用したいインダクションヒータの
個別操作スイッチ部の存在がすぐに理解でき、視線を大きく変えることなく簡単に個別操
作スイッチ部を構成する操作キーを操作することができる。また、全ての個別操作スイッ
チ部に対する制御命令を有効化及び無効化させる電源スイッチの開閉動作を行わせるため
の操作部である電源スイッチ操作部をも、トップユニットの上面に形成しているので、個
別操作スイッチ部と同様、トップユニット上面側から操作できるので、使用者にとって操
作がさらに簡単になる。
【０００７】
　また、電源スイッチ操作部は、トップユニットの使用者側の左右いずれか一方の角部近
傍上面に、どの操作キーよりも角部に近接させて配置されていることで、視覚的に各イン
ダクションヒータとの関連性が最も小さく見えるようにすることができるとともに、個別
操作スイッチ部と電源スイッチ操作部との間に、トッププレート上面に段差を形成する電
源スイッチ識別表示部を設けてなることにより、電源スイッチ操作部と個別操作スイッチ
部とを当該段差を境にして視覚的に明確に区分できる。
【０００８】
　また、所定以上の力で電源スイッチ操作部を操作することにより電気的な開閉動作が行
われる構成とすることにより、電源スイッチ操作部に軽く触れただけでは電源スイッチが
開閉動作をすることがなく、不用意に個別操作スイッチ部による操作でインダクションヒ
ータの動作可能状態となるおそれが少なくなり安全性が向上するとともに、調理中に意図
せず電源スイッチを開として調理を停止させるおそれを少なくして使い勝手を向上させる
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とともに、電源スイッチの操作部と個別操作スイッチ部の構成が異なるので、視覚的にも
両者を識別する効果を大きくすることができる。
【０００９】
　したがって、個別操作スイッチ部と電源スイッチ操作部をともに上面から操作すること
ができると同時に、電源スイッチ操作部の押し間違いをする機会が少なくなり使い勝手の
良い誘導加熱調理器を提供することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、各インダクションヒータの入力設定操作等のための個別操作スイッチ
部と無効化及び有効化を制御するための電源スイッチ操作部をともに上面から操作するこ
とができると同時に、個別操作スイッチ部と電源スイッチ操作部の押し間違いをする機会
が少なくなり使い勝手の良い誘導加熱調理器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　第１の発明は、本体と、トッププレート及び前記トッププレートの周縁部を枠状に覆う
トップフレームを有し前記本体上部に装着されるトップユニットと、前記トッププレート
の下部に配置され前記トッププレート上の被加熱物を誘導加熱する複数のインダクション
ヒータと、前記トッププレート上面に形成された１つ以上の操作キーを有し前記操作キー
を指で触れる操作により制御命令を入力する操作部であって前記制御命令に応じて前記複
数のインダクションヒータのうちの対応するインダクションヒータの動作が制御される複
数の個別操作スイッチ部と、所定以上の力で電源スイッチ操作部を操作することにより開
閉動作が行われるスイッチであってその開閉動作に応じて前記制御命令が有効化及び無効
化される電源スイッチとを備え、前記電源スイッチ操作部は、前記トップユニットの使用
者側の左右いずれか一方の角部近傍上面に、どの前記操作キーよりも前記角部に近接させ
て配置されるとともに、前記個別操作スイッチ部と前記電源スイッチ操作部との間に、前
記トッププレート上面に段差を形成する電源スイッチ識別表示部を設けてなる構成とする
ことで、１つ以上の操作キーを有しその操作キーを指で触れることにより制御命令を入力
しその制御命令に応じて複数のインダクションヒータのうちの対応するインダクションヒ
ータの動作を制御する複数の個別操作スイッチ部がトッププレート上面に形成されている
ため、各インダクションヒータを動作させる個別操作スイッチ部について各インダクショ
ンヒータの近傍に配置することが可能となり、使用者が使用したいインダクションヒータ
の個別操作スイッチ部の存在がすぐに理解でき、視線を大きく変えることなく簡単に個別
操作スイッチ部を構成する操作キーを操作することができる。また、個別操作スイッチ部
に対する制御命令を有効化及び無効化させる電源スイッチの開閉動作を行わせるための操
作部である電源スイッチ操作部をも、トップユニットの上面に形成しているので、個別操
作スイッチ部と同様、トップユニット上面側から操作できるので、使用者にとって操作が
さらに簡単になる。
【００１２】
　電源スイッチ操作部は、トップユニットの使用者側の左右いずれか一方の角部近傍上面
に、どの操作キーよりも角部に近接させて配置されていることで、視覚的に各インダクシ
ョンヒータとの関連性が最も小さく見えるようにすることができるとともに、個別操作ス
イッチ部と電源スイッチ操作部との間に、トッププレート上面に段差を形成する電源スイ
ッチ識別表示部を設けてなることにより、電源スイッチ操作部と個別操作スイッチ部とを
段差を境にして視覚的に明確に区分できる。
【００１３】
　また、所定以上の力で電源スイッチ操作部を操作することにより電気的な開閉動作が行
われる構成とすることにより、電源スイッチ操作部に軽く触れただけでは電源スイッチが
開閉動作をすることがなく、不用意に個別操作スイッチ部による操作でインダクションヒ
ータの動作可能状態となるおそれが少なくなり安全性が向上するとともに、調理中に意図
せず電源スイッチを動作させ調理を停止させるおそれを少なくして使い勝手を向上させ、
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さらに電源スイッチ操作部と個別スイッチ操作部の構成が異なるので、視覚的にも両者を
識別する効果を大きくすることができる。
【００１４】
　したがって、個別操作スイッチ部と電源スイッチ操作部をともに上面から操作すること
ができると同時に、電源スイッチ操作部の押し間違いをする機会が少なくなり使い勝手の
良い誘導加熱調理器を提供することができる。
【００１５】
　第２の発明は、特に、電源スイッチ識別表示部は、トップユニットの角部を構成するト
ップフレームの２辺の内縁を相互に結ぶ段差をトッププレート上面に形成することにより
、個別操作スイッチ部が周囲を全て段差で囲まれたトッププレート面内に配置し、電源ス
イッチ操作部を段差の外側に設けることになるので、さらに明瞭に電源スイッチと個別操
作スイッチ部とを、識別することができるとともに、電源スイッチ操作部の位置が角部に
あるので、電源スイッチ識別表示部の段差が存在することによりトッププレートの平坦な
範囲を狭める程度を極めて小さくすることができ、鍋をトッププレート上に載置する場合
に段差により傾くなど、段差が使い勝手に影響を小さくすることができる。
【００１６】
　第３の発明は、特に、電源スイッチ識別表示部は、トップフレームと一体形成された金
属板でトップユニットの角部を覆うかまたは囲うように形成され、電源スイッチ操作部を
前記電源スイッチ識別表示部の範囲内に設けてなることにより、個別操作スイッチ部に対
する電源スイッチの識別性を高め、金属板で形成されたトップフレームは、加工が容易で
あることから電源スイッチ識別表示部をその製造時に同時に金型で成型してトップユニッ
トの上面に容易に構成することができ、さらに段差をトップフレームで一体化して形成す
るのでデザイン的に優れたものとすることができる。
【００１７】
　第４の発明は、特に、電源スイッチ操作部は、樹脂フィルムで構成され、電源スイッチ
識別表示部に設けられた孔を覆うとともにその孔の周囲上面に接着され形成されることに
より、内部に水が侵入しにくく清掃性に優れ、加工性、デザイン性においても優れたもの
とすることができる。
【００１８】
　第５の発明は、特に、トッププレートは、平面形状が略長方形で使用者側の角部の一方
を三角形状に切り欠いた形状に形成されるとともに、前記トッププレートの切り欠いた部
分である切り欠き部を電源スイッチ識別表示部で覆う構成としてなることにより、トップ
プレートの加工が簡単で、三角形状に切り欠いた部分に電源スイッチ操作部及び電源スイ
ッチまたは電源スイッチを動作させる機構部品を配置することができるので電源スイッチ
表示部を安価に構成することができる。
【００１９】
　第６の発明は、特に、切り欠き部に臨むトッププレートの縁部上面を電源スイッチ識別
表示部で覆うとともに水の浸入を防止するシール部材を、前記電源スイッチ識別表示部下
面と前記トッププレート上面間に設ける構成としたことにより、トッププレート面に水や
液体がこぼれてもトップフレーム下面奥方向には流れていかず、電源スイッチあるいは本
体内部に水が侵入する恐れがなく安全であり、また、少量の液体がトッププレート上にこ
ぼれても、電源スイッチ識別表示部の段差によりせき止められて電源スイッチ操作部に液
体が到達しない。
【００２０】
　第７の発明は、特に、電源スイッチ識別表示部上面に電源スイッチ操作部を設けるとと
もに、前記電源スイッチ識別表示部は、トッププレートと前記電源スイッチ操作部間に、
前記電源スイッチ識別表示部を変形させて形成される凸状の壁である凸状壁を設け、前記
凸状壁よりも前記トッププレート側の前記電源スイッチ識別表示部の部分が所定の幅で一
段低くなっており、その一段低くなった部分で前記トッププレート上面と前記トップフレ
ーム下面との間にシール部材を設ける構成としたことにより、請求項６に記載の発明の効
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果に加え、電源スイッチ識別表示部に加熱された鍋が乗り上げたときに、熱い鍋底が電源
スイッチ操作部に近づく距離をさらに大きくすることができる。したがって、電源スイッ
チ操作部が樹脂製のメンブレンスイッチなどの熱に弱い部品で構成される場合には、それ
らが損傷を受けにくくなりさらに有効であり、電源スイッチ操作部に印刷表示がされてい
る場合にも印刷表示を保護することができる。また、凸状壁は、シール部材よりトップ電
源スイッチ識別表示部の奥にあるので、凸状壁の下面（裏側）の溝にトッププレート上に
こぼれた液体が溜まらないのでトッププレートの段部の部分の清掃がし易い。
【００２１】
　第８の発明は、特に、トッププレートの上面に他機器を動作させる他機器操作スイッチ
部を備え、前記他機器操作スイッチ部は、電源スイッチ識別表示部の設けられた角部と反
対側の使用者側に位置するトップユニットの角部である他の角部近傍上面に設けられ、か
ついずれの操作キーよりも前記他の角部に近づけて配置されたことにより、個別操作スイ
ッチ部及び電源スイッチ操作部と他機器操作スイッチ部とを区別し易くすることができ、
さらに使い勝手の良い誘導加熱調理器とすることができる。
【００２２】
　第９の発明は、特に、電源スイッチによる個別操作スイッチ部の操作の無効化がされて
いないときに操作することにより、特定の個別操作スイッチ部を無効化できる操作部であ
るチャイルドロックキーを備え、前記チャイルドロックキーを電源スイッチ識別表示部の
範囲内に設けたことにより、電源スイッチ操作部と同様、個別操作スイッチ部とチャイル
ドロックキーとを区別し易くすることができ不用意に操作するのを避けることができ、さ
らに、チャイルドロックキーは、電源スイッチ操作部による操作にその機能が制約され、
また、電源スイッチ操作部と機能が類似しているので、使用者にとっては操作に習熟しや
すく、使い勝手の良い誘導加熱調理器とすることができる。
【００２３】
　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。
【００２４】
　（実施の形態１）
　図１～図４は本発明の実施の形態１における組み込み式誘導加熱調理器を示すものであ
る。
【００２５】
　図１は、システムキッチン等の流し台のキャビネットに設けられた開口部（図示せず）
に、調理器ユニット部が収納された本体１をはめ込んだビルトイン型の誘導加熱調理器を
示している。
【００２６】
　図に示すように、本体１の上面にはトップユニット４０が固定されている。トップユニ
ット４０は、耐熱性と電気絶縁性に優れた耐熱ガラス又は結晶化セラミックからなる板状
のトッププレート２と、枠状に形成されトッププレート２の周囲を覆って保護するトップ
フレーム８を有している。トッププレート２の下部には、被加熱物を誘導加熱するコイル
である２個のインダクションヒータ５ａ、５ｂが設けられている。インダクションヒータ
５ａと対応して（この場合には、インダクションヒータ５ａの手前側近傍に）トッププレ
ート２の表面（上面でも下面でも良い）に印刷、貼付等により設けた窓である動作状態を
表す動作表示部３ａが形成されている。トッププレート２の表面上には、また、触れる操
作によりインダクションヒータ５ａを動作させる複数の操作キー（タッチパッド）で構成
された個別操作スイッチ部４ａが設けられている。同様に、トッププレート２上面におい
て、インダクションヒータ５ｂを動作させる複数の操作キー（タッチパッド）で構成され
た個別操作スイッチ部４ｂがその動作を表示する動作表示部３ｂの近傍に対応させて配置
されている。
【００２７】
　図２は、本体１をキャビネット７内に落とし込んで設置した状態の詳細を示している。
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トッププレート２の下には平板状に巻線を巻回した誘導加熱用コイルであるインダクショ
ンヒータ５ａ、５ｂが配置されている。インバータ電源装置６から高周波交流電流の供給
を受けたインダクションヒータ５ａ、５ｂから高周波磁界を発生させることにより、被加
熱物である鍋９の鍋底に渦電流を発生させ、発熱させて調理することができるようになっ
ている。インバータ電源装置６の出力を制御する制御部１０は、個別操作スイッチ部４ａ
、４ｂに属する操作キーを指で触れる操作により制御命令（加熱開始、停止、又は出力値
の設定若しくは変更等の命令をいう）を入力しその制御命令に応じて複数のインダクショ
ンヒータ５ａ、５ｂのうちの対応するインダクションヒータの動作を制御し、また、セン
サー１７による部品温度又はその雰囲気温度の情報によってインダクションヒータ５ａ、
５ｂの加熱出力や加熱動作の起動・停止をコントロールしている。また、制御部１０は、
電源スイッチ２８の開閉動作に応じて、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂおよび５ｃを含む
全て（又は特定）の入力命令の無効化及び有効化を決定する。また、いずれかのヒータが
動作している場合には、電源スイッチ２８の動作に応じて加熱動作を禁止する。
【００２８】
　本体１の操作キー全て（又は特定のもの）に対する入力操作の有効化、無効化を決定す
る電源スイッチ２８及び、その開閉動作を行わせるための入力操作部である電源スイッチ
操作部２６が、トップユニット４０に組み込まれている。
【００２９】
　電源スイッチ操作部２６と、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂおよび５ｃとを視覚的に区
別するための「電源スイッチ識別表示部」として、トップユニット４０の使用者側の右側
の角部上面に、フレームコーナ部４２を形成している。フレームコーナ部（電源スイッチ
識別表示部）４２は、トップユニット４０の角部においてトップフレーム８と一体形成さ
れた金属板で電源スイッチ操作部２６周囲を覆うように形成されており、トップユニット
４０の角部につながるトップフレーム８の縦、横２辺の内縁の途中をバイパスするように
相互にかつ連続的に結ぶ段差を形成する段部８ａをトッププレート２の上面に形成する。
【００３０】
　電源スイッチ操作部２６は、フレームコーナ部４２の内縁で形成された段差により囲ま
れ、フレームコーナ部４２の上面より、電源スイッチ操作部２６の上面が下方に位置する
ように構成されている。また、電源スイッチ操作部２６の周囲でシール部材４１によりフ
レームコーナ部４２の裏面との間でシールされている。
【００３１】
　なお、この構成に代えて、フレームコーナ部４２を段押しにより、凹状に変形させ凹部
を形成し、その凹部に部分的に孔を設けてその孔の周囲に、裏面に粘着剤を塗布した樹脂
フィルムで構成した電源スイッチ操作部２６を上面から貼り付け、その孔又はその下方に
電源スイッチ２８あるいは電源スイッチ２８と電源スイッチ操作部２６の間に介在して電
源スイッチ２８を動作させる部材を設けてもよい。いずれにしても、電源スイッチ操作部
２６は、トップユニット４０の上面に設けられており、かつトップユニット４０の使用者
側（手前側）の右側の角部に、トップフレーム８と一体に形成された電源スイッチ識別表
示部であるフレームコーナ部４２の範囲内に設けられている。
【００３２】
　そして、図１に示すようにシステムキッチンのキャビネット７の開口部には、本体１が
、本体１上部に設けられたフランジ部でキャビネット７の開口部の周囲に支持され吊り下
げられるようにはめ込まれている。この状態では、トップユニット４０が本体１の上部に
固定されているので、トッププレート２の周囲に設けたステンレス鋼板やホーロー鋼板の
ような金属薄板製のトップフレーム８がキャビネット７上に露出している。このため、ト
ップフレーム８は、引っ掻きなどに対して十分な強度を有していることが好ましい。
【００３３】
　トッププレート２の上面には、インダクションヒータ５ａ、５ｂと対応したヒータ表示
部１４ａ、１４ｂと、トッププレート２の下部に設けられた電熱線を用いたラジェントヒ
ータ（図示せず）に対応した位置にヒータ表示部１５がそれぞれ設けられている。また、
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ラジエントヒータの動作を表示する動作表示部３ｃとラジエントヒータを動作させるため
の複数の操作キーを有する個別操作スイッチ部４ｃがトッププレート２上面においてヒー
タ表示部１５の手前にヒータ表示部１５に対応して設けてある。
【００３４】
　図３は、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂ、電源スイッチ操作部２６および電源スイッチ
２８近傍の詳細な構成を示している。ただし、図３及び図４には、図１、２に記載されて
いないリブ８ｂ（凸状壁）が追加されている。個別操作スイッチ部４ａ、４ｂは、トップ
プレート２の上面に設けられた複数の操作キー（電極）と、これらの操作キーにそれぞれ
対向してトッププレート２の下面に設けられた複数の電極４４と、トッププレート２の下
面の電極４４に押し付けられる状態で取り付けられている接点端子１１で構成されている
。接点端子１１は、弾力性を持つ導電性を有する材料で、中央にたわむ部分を設けた形状
であって、本実施の形態では金属の薄板で構成している。接点端子１１の先端部をトップ
プレート２の下面の電極に常時接触しているようにするとともに、その取り付けの位置が
決まるように、接点端子１１が樹脂などのホルダー１２に固定されている。そして、使用
者がこの個別操作スイッチ部４ａ、４ｂの操作キーに触れたときの当該操作キーと対向す
るトッププレート裏面電極４４間の静電容量の変化を制御部１０で検出してその信号を制
御部１０のマイコンに送って処理している。また、ホルダー１２の接点端子１１近傍に設
けたＬＥＤ１３は、電源スイッチ操作部２６を所定以上の力で押して、電源スイッチ２８
をオンすると、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂのキー操作をする操作が必要であることを
使用者に知らせるべく点滅又は点灯して、使用者に知らせ誘導する。
【００３５】
　トッププレート２は、平面形状が略長方形となっており、使用者から見て右側手前角部
が斜めにカットされ角部を含め三角形状に切り欠かれている（以下このカットされた部分
を「切り欠き部」という）。トッププレート２の周縁部は、トップフレーム８と同一のス
テンレスあるいは鉄板等の金属が折り曲げられて形成されたフレームコーナ部（電源スイ
ッチ識別表示部）４２により覆われ、割れたり欠けたりしないように保護されている。枠
状のトップフレーム８は、全体外形が略長方形となっており、トッププレート２の周縁部
を覆うとともに、平面形状が略三角形の面でなるフレームコーナ部４２がトッププレート
２の外側の切り欠き部を覆い、水の浸入を防止するシール部材４３がトップフレーム８及
びフレームコーナ部４２と、トッププレート２間に設けられている。
【００３６】
　このように、トッププレート２は、平面形状が略長方形で使用者側の角部の一方を三角
形状に切り欠いた形状に形成され、トッププレート２の切り欠いた部分をフレームコーナ
部（電源スイッチ識別表示部）４２で覆う構成としたので、トップフレーム８の外形は、
極端な切り欠きのない長方形に近い形状となりデザイン的にアンバランスがないようにす
ることができるとともに、トッププレート２の形状が単に直線的に角部を切り欠く形状で
あるので加工が簡単で、三角形状に切り欠いた部分に電源スイッチ操作部２６及び電源ス
イッチ２８または電源スイッチ２８を動作させる機構部品を配置することができるので電
源スイッチ識別表示部及び電源スイッチ操作部２６を容易に構成することができる。
【００３７】
　また、トッププレート２の切り欠き部に臨む部分の縁部上面をフレームコーナ部（電源
スイッチ識別表示部）４２で覆うとともに水の浸入を防止するシール部材４３を、フレー
ムコーナ部４２の下面とトッププレート２上面間に設ける構成としたことにより、トップ
プレート２とトップフレーム８下面との間には、トップフレーム８内縁全体にわたり段差
を形成する段部８ａが設けられ、トッププレート２の上面にふきこぼれなどで液体がこぼ
れても、トッププレート２の外側や、電源スイッチ操作部２６には流れて行かないように
することができ、さらには水の浸入を防止するシール部材４３がフレームコーナ部４２（
トップフレーム８）とトッププレート２間に設けられているので本体１内や電源スイッチ
２８まで水が到達するのを防止することができる。
【００３８】
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　フレームコーナ部（電源スイッチ識別表示部）４２上面に電源スイッチ操作部２６を設
けるとともに、フレームコーナ部４２は、トッププレート２と電源スイッチ操作部２６間
に、その近傍のフレームコーナ部４２上面より高くなるようにフレームコーナ部４２を変
形させて線状に突出させて形成される凸状壁８ｂを設け、フレームコーナ部４２の凸状壁
８ｂのトッププレート２側の部分が所定の幅（本実施の形態では４ｍｍ）で一段低くなっ
ており、その一段低くなった部分でトッププレート２上面とフレームコーナ部４２下面と
の間にシール部材４３を設ける構成としているので、加熱された鍋９やフライパンが電源
スイッチ操作部２６上に置かれても直接電源スイッチ操作部２６に触れない若しくは電源
スイッチ操作部２６に近接し過ぎないような構成となっている。したがって、電源スイッ
チ操作部２６が樹脂製のメンブレンスイッチなど熱に弱い部品で構成される場合には、そ
れらが損傷を受けにくくなりさらに有効であり、電源スイッチ操作部２６に印刷表示がさ
れている場合にも印刷表示を保護することができる。また、凸状壁８ｂは、シール部材４
３よりトップフレームコーナ部４２の奥にあるので、凸状壁の下面（裏側）の溝にトップ
プレート２上にこぼれた液体が溜まらないのでフレームコーナ部４２の段部８ａ近傍の清
掃がし易い。
【００３９】
　また、本実施の形態において、フレームコーナ部（電源スイッチ識別表示部）４２は、
トップフレーム８と一体形成された金属板でトップユニット４０の角部を覆うように形成
されていたが、トップフレーム８と一体形成された金属板でトップユニット４０の角部を
囲うように形成し、その囲まれた部分に他の部材を設けて、角部を覆いその上部に電源ス
イッチ操作部２６を配設する構成としても良い。
【００４０】
　また、本実施の形態において、トッププレート２の切り欠き部を三角形状にすることで
その加工を容易にしたが、加工の手間が許容する範囲であれば他の形状に切り欠いても良
い。
【００４１】
　電源スイッチ２８は、不用意にインダクションヒータ５ａ、５ｂを動作させない、ある
いは、万が一、異常な動作が起こっても、機器を停止させて安全性を確保するためのもの
であるが、本実施の形態の構成により、電源スイッチ操作部２６をトップユニット４０上
面に配設することにより生じる課題に対してその機能を安定して保護することができるも
のである。なお、電源スイッチ２８は電源線を直接遮断するものとしても良い。
【００４２】
　図４はトッププユニット４０の上方からみた平面形状を示すもので、トッププレート２
上の個別操作スイッチ部４ａ、４ｂ、４ｃ、フレームコーナ部４２に設けられた電源スイ
ッチ操作部２６の詳細配置を示すものである。
【００４３】
　トッププレート２の中央前側の左右にインダクションヒータ５ａ、５ｂの各々の位置を
示すヒータ表示部１４ａ、１４ｂが設けられ、後方中央にはラジェントヒータの位置を示
すヒータ表示部１５を設けている。ヒータ表示部１４ａ、１４ｂの前方には、その動作状
態をそれぞれ表す動作表示部３ａ、３ｂが設けられ、ヒータ表示部１５の中央前方には、
その動作状態を表す動作表示部３ｃが設けられている。
【００４４】
　そして、インダクションヒータ５ａ、５ｂに対応させるべく動作表示部３ａ、３ｂのさ
らに前方近傍には、操作を行う個別操作スイッチ部４ａ、４ｂが配置されている。また、
動作表示部３ｃに対応させて個別操作スイッチ部４ｃを配置している。また、インダクシ
ョンヒータ５ａを動作させる個別操作スイッチ部４ａには、切／入キー１８と火力を増加
させるアップキー１９、減少させるダウンキー２０、タイマーを設定する時間キー２１、
分キー２２、自動湯沸かし機能を働かせるための自動キー２３が設けられている。また、
インダクションヒータ５ｂに対応して同様のキーが設けられている。図４では、個別操作
スイッチ部４ｃに、インダクションヒータ５ａについて設けられていた時間キー２１、分
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キー２２、自動キー２３に相当するものが設けられていないが、これらを設けてもよい。
【００４５】
　また、トッププレート２の上面に、他機器（本実施の形態では、換気扇）を動作させる
他機器操作スイッチ部２４を設け、この他機器操作スイッチ部２４を、動作表示部３ａお
よび個別操作スイッチ部４ａから最も離れた位置である、電源スイッチ操作部２６の設け
られたトップユニットの角部と反対側（図４では左側）の使用者側の角部に、個別操作ス
イッチ部４ａよりも近づけて配置している。このスイッチ部２４を操作することにより、
トッププレート２内の３箇所に設けられた送信部２５から赤外線の信号が発信されて、他
機器、すなわち換気扇が動作するようになっている。
【００４６】
　また、本体全体のキーをロックするチャイルドロックキー２７は、電源スイッチ操作部
２６と一緒にトップフレーム８の右前方のフレームコーナ部４２に配置されており、電源
スイッチ操作部２６と同様に、各個別操作スイッチ部４ａ、４ｂ、４ｃと区分している。
【００４７】
　また、電源スイッチ操作部２６の操作により、スタンバイ状態（電源ＯＮ状態）にある
とき、すなわち個別操作スイッチ部４ａ、４ｂ、４ｃの無効化が解除されているときにチ
ャイルドロックキー２７を操作することにより、特定の個別操作スイッチ部（この場合に
は個別操作スイッチ部４ｃ）を無効化する制御モードにはいり、または、無効化する制御
モードが解除される。また、電源スイッチ操作部２６の操作により、電源ＯＦＦ状態にあ
るとき、チャイルドロックキー２７を操作しても前記のような制御モードの変更はない。
【００４８】
　このようなチャイルドロックキー２７をフレームコーナ部４２の範囲内に設けたことに
より、電源スイッチ操作部２６と同様、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂ、４ｃに対して区
別し易くすることができ不用意に操作するのを避けることができ、さらに、チャイルドロ
ックキー２７は、電源スイッチ操作部２６による操作にその機能が制約され、また、機能
が類似しているので、使用者にとっては操作に習熟し易く、使い勝手の良い誘導加熱調理
器とすることができる。
【００４９】
　図５は、動作表示部３ａの表示内容を詳細に説明した図である。動作表示部３ｂ及び３
ｃは、動作表示部３ａと同様の動作をするので、以下代表して動作表示部３ａについて説
明する。動作表示部３ａは数字、文字、図形を表示することができるようにしたものであ
り、液晶表示装置または蛍光表示装置で構成され、数字、文字、図形を点灯して表示でき
るものである。これにより、順次個別操作スイッチ部４ａを操作するたびに、動作表示部
３ａに調理メニューの設定をしているのか、パワーの設定をしているのか、時間の設定を
しているのかなどを表すことができる。
【００５０】
　また、電源スイッチ操作部２６を押してオン操作することにより、全ての動作表示部３
ａのバックライトが点灯するとともに、個別操作スイッチ部４ａの次に操作できる操作部
が点滅表示し、次に操作できるスイッチ部を明確にすることができるようになっている。
したがって、順次点滅するスイッチ部の操作部を操作すれば、初めての使用者でも簡単に
操作することができるものである。
【００５１】
　次に、操作と表示について説明する。まず、全体の電源スイッチ操作部２６を押して電
源スイッチをＯＮにすると、各インダクションヒータ５ａ、５ｂおよびラジェントヒータ
５ｃの動作表示部３ａ、３ｂ、３ｃのバックライトが点灯し、それぞれ個々のヒータが使
えるように表示する。それと同時に各ヒータの切／入キー１８と自動キー２３のように次
に使えるキーをＬＥＤなどで点滅表示し、使用者に知らせる。
【００５２】
　そして、加熱する鍋９に調理物を入れ、インダクションヒータ５のヒータ表示部１４ａ
、１４ｂあるいは１５内に設置する。その後、切／入キー１８をＯＮさせると動作表示部
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３ａ、３ｂあるいは３ｃには火力の設定バー３３が所定レベルまで点灯し、加熱中である
ことを表示する。
【００５３】
　その後、加熱の設定を強くする場合にはアップキー１９を押し、弱くしたいときにはダ
ウンキー２０を押す。そのときに火力の設定バー３３とレベルの数字も大きくなったり、
小さくなったりして火力の設定を知らせる。また、時間キー２１、分キー２２は残りの時
間を設定すれば、設定した火力で調理し、自動的に終了させることができる。
【００５４】
　また、自動キー２３は、自動メニューを設定するもので湯沸かしの自動と炊飯の自動が
設定できるようになっている。そのとき自動キー２３を押すと、例えば、動作表示部３ａ
に湯沸かしマーク３１と炊飯マーク３２が表示され、使用者にどちらのメニューが設定さ
れたか分かるようになっている。自動メニューは、設定した後に切／入キー１８を押せば
、自動的に調理がスタートし、調理終了するようにプログラムで設定されている。
【００５５】
　このように、本実施の形態においては、動作表示部３ａ、３ｂ、３ｃで、数字、文字、
図形を表示することができるようにしたことにより、動作表示部３ａ、３ｂ、３ｃに調理
メニューの設定をしているのか、パワーの設定をしているのか、時間の設定をしているの
かなどを表すことができ、使用者が操作している内容が一目でわかるため、設定の間違い
もなく、非常に使い勝手の良い組み込み式誘導加熱調理器を提供することができる。
【００５６】
　また、電源スイッチ操作部２６を操作することにより、全ての動作表示部３ａ、３ｂ、
３ｃのバックライトが点灯するとともに、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂ、４ｃの次に操
作できる操作部を点滅表示することにより、次に操作できるスイッチ部を明確にすること
ができ、順次点滅するスイッチ部の操作部を操作すれば、初めての使用者でも簡単に操作
することができるものである。
【００５７】
　以上のように、本実施の形態においては、操作キーを指で触れることにより制御命令を
入力しその制御命令に応じてインダクションヒータ５ａ、５ｂのうちの対応するものの動
作を制御する個別操作スイッチ部４ａ、４ｂがトッププレート２上面に形成されているた
め、各インダクションヒータを動作させる個別操作スイッチ部４ａ、４ｂについて各イン
ダクションヒータの近傍に配置することが可能となり、使用者が使用したいインダクショ
ンヒータの個別操作スイッチ部４ａ、４ｂの存在がすぐに理解でき、視線を大きく変える
ことなく簡単に個別操作スイッチ部４ａ、４ｂを構成する操作キーを操作することができ
る。また、全ての個別操作スイッチ部４ａ、４ｂに対する制御命令を有効化及び無効化さ
せる電源スイッチ２８の開閉動作を行わせるための操作部である電源スイッチ操作部２６
をも、トップユニット４０の上面に形成しているので、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂと
同様、トップユニット４０上面側から操作できるので、使用者にとって操作がさらに簡単
になる。
【００５８】
　電源スイッチ操作部２６は、トップユニット４０の使用者側の右側の角部近傍上面に、
どの操作キーよりも角部に近接させて配置されていることで、視覚的に各インダクション
ヒータとの関連性が最も小さく見えるようにすることができるとともに、個別操作スイッ
チ部４ａ、４ｂと電源スイッチ操作部２６との間に、トッププレート２上面に段差を形成
するフレームコーナ部（電源スイッチ識別表示部）４２を設けてなることにより、電源ス
イッチ操作部２６を電源スイッチ２８と個別操作スイッチ部４ａ、４ｂとを段差を形成す
る段部８ａを境にして視覚的に明確に区分できる。
【００５９】
　また、所定以上の力で電源スイッチ操作部２６を操作することにより電気的な開閉動作
が行われる構成とすることにより、電源スイッチ操作部２６に軽く触れただけでは電源ス
イッチ２８が開閉動作をすることがなく、不用意に個別操作スイッチ部４ａ、４ｂによる
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操作でインダクションヒータ５ａ、５ｃの動作可能状態となるおそれが少なくなり安全性
が向上するとともに、調理中に意図せず電源スイッチ２８を動作させ調理を停止させるお
それを少なくして使い勝手を向上させ、さらに電源スイッチ操作部２６と個別スイッチ操
作部４ａ、４ｂの構成が異なるので、視覚的にも両者を識別する効果を大きくすることが
できる。
【００６０】
　したがって、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂと電源スイッチ操作部２６をともに上から
操作することができると同時に、電源スイッチ操作部２６の押し間違いをする機会が少な
くなり使い勝手の良い誘導加熱調理器を提供することができる。
【００６１】
　（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２における組み込み式誘導加熱調理器の要部を示すもので
ある。実施の形態１と同一要素については、同一符号を付して説明を省略する。
【００６２】
　本実施の形態においては、電源スイッチ操作部２６は、トップユニット４０の使用者側
の右側の角部近傍上面に設けられ、どの操作キーよりも前記角部に近接させて配置される
点、及び、個別操作スイッチ部４ａ、４ｃと電源スイッチ操作部２６との間に、トッププ
レート２の上面に段差を形成する段部３５ａを設け、個別操作スイッチ部４ａ、４ｃと電
源スイッチ操作部２６とを視覚的に区別する電源スイッチ識別表示部（本実施の形態では
補強金具３５に相当する）を設けてなる点及び電源スイッチ２８の機能及び構成について
は、実施の形態１と同様である。
【００６３】
　しかしながら、本実施の形態のものは、トッププレート２の外形形状が略長方形で、実
施の形態１におけるトッププレート２のような切り欠き部が存在せず、また、電源スイッ
チ識別表示部（補強金具３５）の構成において実施の形態１と相違するので以下具体的に
説明をする。
【００６４】
　電源スイッチ操作部２６は、実施の形態１に記載の構成のようにトップフレーム８に一
体に形成されたフレームコーナ部４２に設けられておらず、トップフレーム８とは分離し
てトッププレート２の上面に設けられている。すなわち、トッププレート２に孔３６を設
け、その孔３６の上に電源スイッチ操作部２６を設け、電源スイッチ操作部２６の下に電
源スイッチ２８を設けている。
【００６５】
　トッププレート２に孔３６を設けることにより、トッププレート２の強度が低下するが
、これを防止するために孔３６の周囲に補強金具３５を取り付けて、落下などの衝撃によ
りトッププレート２が割れるのを防止することができる。この補強金具３５とトッププレ
ート２の上面の境界には、段差を形成する段部３５ａが設けられ、また、電源スイッチ２
８は防水のために電源スイッチ操作部２６が設けられているメンブレンシート３７で上部
をシールし、ゴムパッキンなどで補強金具３５下面とトッププレート２の上面との間で、
孔３６の周囲をシールすることで、本体１内部や電源スイッチ２８まで液体が侵入するの
を防止している。
【００６６】
　また、補強金具３５の内側（孔３６側）周囲に補強金具３５と一体にリブ３８（凸状壁
）を設けることにより、トッププレート２の上面との段差をさらに大きくして、加熱され
た鍋９やフライパンが置かれても直接メンブレンシート３７には、触れない構成となって
いる。
【００６７】
　このように、本実施の形態においては、トップユニット４０の角部近傍において、トッ
ププレート２内に孔３６を設け、その周囲に補強金具３５を形成してトッププレート２の
上面に段差を形成する段部３５ａ及びリブ３８（凸状壁）を設け、その段差（段部３５ａ
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）で囲まれるように電源スイッチ操作部２６を設置することにより、実施の形態１と同様
、電源スイッチ操作部２６と個別スイッチ操作部４ａ、４ｂとの識別を容易にし、かつ、
電源スイッチ操作部２６は機械的接点を有し前記機械的接点の開閉動作により前記制御命
令を有効化及び無効化させるので、不用意に触れただけでは開閉動作に至らない様にする
ことで、個別操作スイッチ部４ａ、４ｂと電源スイッチ２８の押し間違いをする機会が少
なくなり使い勝手の良いものとなる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　以上のように、本発明にかかる誘導加熱調理器は、使用者が使用したいインダクション
ヒータの操作スイッチ部がすぐに理解でき、簡単に操作することができる、非常に使い勝
手の良いものとなるので、ビルトイン型の組み込み式誘導加熱調理器はもちろんのこと、
据え置き型や卓上型の誘導加熱調理器としても有用なものである。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の実施の形態１における誘導加熱調理器の斜視図
【図２】同誘導加熱調理器の要部断面図
【図３】同誘導加熱調理器の詳細要部断面図
【図４】同誘導加熱調理器の平面図
【図５】同誘導加熱調理器の要部平面図
【図６】本発明の実施の形態２における誘導加熱調理器の要部断面図
【符号の説明】
【００７０】
　１　本体
　２　トッププレート
　３ａ、３ｂ、３ｃ　動作表示部
　４ａ、４ｂ、４ｃ　個別操作スイッチ部
　５ａ、５ｂ　インダクションヒータ
　８　トップフレーム
　８ａ　段部（段差）
　８ｂ　リブ（凸状壁）
　９　鍋（被加熱物）
　１１　接点端子
　１４ａ、１４ｂ、１５　ヒータ表示部
　２６　電源スイッチ操作部
　２８　電源スイッチ
　３５　補強金具（電源スイッチ識別表示部）
　３５ａ　段部（段差）
　３６　孔
　３７　メンブレンシート
　３８　リブ（凸状壁）
　４０　トップユニット
　４２　フレームコーナ部（電源スイッチ識別表示部）
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