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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンロ本体の上方開放部に天板が取り付けられ、前記天板に設けられたバーナ用開口の
周縁と前記バーナ用開口から突出しているガスバーナの外周面との間の隙間を覆うバーナ
リングが配設され、前記天板の下方から前記バーナ用開口を通って前記バーナリングより
も上方に突出するように点火電極や炎検知器が配設されているガスコンロにおいて、
　前記バーナ用開口に対応するコンロ本体内の位置に前記バーナリングを係止するための
係止部を有する支持部材が配設され、
　前記バーナリングは、下方に垂下形成された爪部を有しており、
　前記バーナリングの爪部を、前記支持部材の係止部に係止させることにより、前記バー
ナリングが回り止め状態で前記天板上に取り付けられているガスコンロ。
【請求項２】
　請求項１に記載のガスコンロにおいて、
　前記支持部材は、前記ガスバーナと位置決め状態で配設されているガスコンロ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天板に設けられたバーナ用開口の周縁と前記バーナ用開口から突出している
ガスバーナの外周面との間の隙間を覆うバーナリングを有するガスコンロに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、図５に示すように、上方開放の矩形箱体であるコンロ本体５１０内にガスバーナ
５０２が収容され、コンロ本体５１０の上方開放部を天板５０３で被覆した構成を有する
ガスコンロが知られている。この種のガスコンロにおいて、ガスバーナ５０２は、コンロ
本体５１０内の所定位置に固定されており、ガスバーナ５０２のバーナヘッド５２０に対
応する天板５０３の各位置にはバーナ用開口５３０が形成されている。
【０００３】
　バーナヘッド５２０は、混合管５２１の下流端部から上方に延設されたバーナボディ５
２２の上端に載置されており、バーナヘッド５２０の下面とバーナボディ５２２の上面と
の間には多数の炎孔群５２４が形成されている。そして、バーナ用開口５３０からはバー
ナボディ５２２に続いてバーナヘッド５２０が天板５０３の上方へ突出しており、炎孔群
５２４が天板５０３の上方に露出している。
【０００４】
　バーナ用開口５３０の周縁とバーナボディ５２２の外周面との間には環状の隙間Ｓａが
形成されている。そして、図６に示すように、この隙間Ｓａは、天板５０３の裏面に添設
される平板状のリング下５６０と固定ネジ５３３で固定された環状のバーナリング５０４
とで閉塞されている。これにより、バーナリング５０４とリング下５６０とは、天板５０
３のバーナ用開口５３０の周縁を挟み込んだ状態で天板５０３の表裏にそれぞれ固定され
る。
【０００５】
　五徳５０５は、複数の五徳爪５５０とこれらを一定間隔で連結している環状の五徳枠５
５１とから構成され、バーナリング５０４に位置決めして設置される。なお、バーナリン
グ５０４の内周部には点火電極５３１を配置するための切欠５４１や炎検知器を配置する
ための切欠（図示せず）が形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２４９１７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記のような従来のガスコンロにおいて、鍋振り等で五徳とともにバーナリ
ングに回転方向の力が加えられた場合、バーナリング５０４の切欠等に配設された点火電
極５３１や炎検知器が損傷したり、ガスバーナ５０２の炎孔群５２４と点火電極５３１や
炎検知器との位置関係がずれる虞がある。
【０００８】
　本発明は、上記問題を解決するためになされものであり、本発明の目的は、天板に設け
られたバーナ用開口の周縁と前記バーナ用開口から突出しているガスバーナの外周面との
間の隙間を覆うバーナリングを有するガスコンロにおいて、バーナリングの回転による不
都合を防止できるガスコンロを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、コンロ本体の上方開放部に天板が取り付けられ、前記天板に設けられたバー
ナ用開口の周縁と前記バーナ用開口から突出しているガスバーナの外周面との間の隙間を
覆うバーナリングが配設され、前記天板の下方から前記バーナ用開口を通って前記バーナ
リングよりも上方に突出するように点火電極や炎検知器が配設されているガスコンロにお
いて、
　前記バーナ用開口に対応するコンロ本体内の位置に前記バーナリングを係止するための
係止部を有する支持部材が配設され、
　前記バーナリングは、下方に垂下形成された爪部を有しており、
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　前記バーナリングの爪部を、前記支持部材の係止部に係止させることにより、前記バー
ナリングが回り止め状態で前記天板上に取り付けられていることを特徴とする。
【００１０】
　上記ガスコンロによれば、天板の下方からバーナ用開口を通ってバーナリングよりも上
方に突出するように点火電極等が配設されているが、バーナリングの爪部が支持部材の係
止部に係止されることによりバーナリングは回り止め状態で天板上に装着される。従って
、鍋振り等で五徳とともにバーナリングに回転方向の力が加えられてもバーナリングの不
用意な回転が阻止される。よって、バーナリングの切欠等に配置する点火電極や炎検知器
の損傷を防止することができる。また、点火電極や炎検知器とガスバーナの炎孔群との位
置関係のずれが防止されるため、点火や燃焼検知に不具合を生じさせることもない。
【００１１】
　上記ガスコンロにおいて、前記支持部材は、前記ガスバーナと位置決め状態で配設され
ていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　以上詳述したように、本発明に係るガスコンロよれば、バーナリングが回り止め状態で
天板上に装着されているから、バーナリングの回転による不都合を防止することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態に係るガスコンロの内部の一例を示す要部断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るガスコンロの天板、バーナリング、及びバーナヘッド
を取り外した状態の一例を示す上面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るガスコンロのバーナリングを取り外した状態の一例を
示す斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るガスコンロに用いられる五徳及びバーナリングの一例
を示す斜視図である。
【図５】従来のガスコンロの内部を示す要部断面図である。
【図６】従来のガスコンロのバーナリングの取り付け状態を示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を具体的に説明する。
　図１に示すように、本実施の形態のガスコンロは、上方開放の矩形箱体であるコンロ本
体１０内に一または複数のガスバーナ２が収容され、コンロ本体１０の上方開放部は薄肉
の金属板からなる天板３で被覆された構成を有している。天板３は、コンロ本体１０の周
縁に係止され（図示せず）、天板３にはガスバーナ２に対応する各位置にバーナ用開口３
０が形成されている。
【００１５】
　ガスバーナ２は、混合管２１（図２参照）の下流端部から上方に続くバーナボディ２２
と、バーナボディ２２の上に載置されるバーナヘッド２０と、バーナヘッド２０上に配置
されるバーナキャップ２７とを具備し、バーナヘッド２０とバーナボディ２２との間の外
周に多数の炎孔からなる炎孔群２４が環状に形成されている。バーナヘッド２０の中央部
には鍋底温度センサ２５がバーナヘッド２０よりも上方に突設している。バーナボディ２
２の外周部には、図２及び３に示すように、点火電極３１及び炎検知器３２がそれぞれ配
設されている。ガスバーナ２は、バーナボディ２２の下端に続く外周フランジ部２６がコ
ンロ本体１０内に固定されたバーナ支持台２３にネジ止めで固定されることにより、コン
ロ本体１０内に固定されている。
【００１６】
　天板３のバーナ用開口３０の周縁とバーナボディ２２の外周面との間には、環状の隙間
Ｓ１が形成されている。そして、この隙間Ｓ１を閉塞するように環状のバーナリング４が
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天板３の表面に設置される。バーナリング４には、図４に示すように、点火電極３１及び
炎検知器３２に対応する各位置に点火電極３１及び炎検知器３２を配置させる切欠４１，
４２が形成されている。さらに、図１及び４に示すように、バーナリング４の下面には、
相互に対向する位置に先端が外方に膨出した凸部４０ａを有する一対の爪部４０が垂下形
成されており、天板３には、バーナリング４が載置されたときに、これら爪部４０に対応
する各位置に爪部４０が遊嵌状態で貫通する貫通孔３４が形成されている。
【００１７】
　天板３上には、バーナリング４を囲むように五徳５が載置される。五徳５は、図４に示
すように、バーナリング４の外周に配置される環状の五徳枠５１と、これに取り付けられ
ている複数の五徳爪５０とから構成される。五徳爪５０のうち、相互に対向する一対の五
徳爪５０は、その下辺部が内方へ延長された延長部５２を有しており、これら延長部５２
はバーナリング４の外周に設けられた相互に対向する一対の凹部４３に各々係止される。
これにより、五徳５は、バーナリング４に対して回り止め状態となる。
【００１８】
　バーナ用開口３０に対応する天板３の下方のコンロ本体１０内には支持部材１が配設さ
れている。支持部材１は、天板３のバーナ用開口３０に対応する位置に開口部１１が形成
された板状体である。図２を参照して、開口部１１の形状は、バーナボディ２２と同心の
円弧部の一部を点火電極３１及び炎検知器３２を挿通させる分だけ拡径させた変形丸孔形
状である。従って、拡径させた部分を除く開口部１１の同心円弧部の中心は、バーナボデ
ィ２２の中心に一致している。また、支持部材１には、開口部１１の周囲にバーナリング
４の各爪部４０を貫通させて係止する一対の係止孔１４が設けられている。これら係止孔
１４は、天板３がコンロ本体１０の周縁に載置されたとき、天板３の一対の貫通孔３４に
対応する各位置に設けられている。
【００１９】
　支持部材１の一辺（図２では上側辺）からは第１支持脚１５が垂下形成され、該第１支
持脚１５にはその下端が内側へ直角に折曲げられることにより並列する２つの舌片１６ａ
，１６ｂが形成されている。これら舌片１６ａ，１６ｂは、ガスバーナ２の外周フランジ
部２６とともにバーナ支持台２３に位置決めネジ１７によってネジ止めされる。また、支
持部材１の対向する両辺（図２では左右側辺）からは、図１に示すように、第２支持脚１
２ａ、第３支持脚１２ｂがそれぞれ垂下形成され、これら第２支持脚１２ａ及び第３支持
脚１２ｂには、その下端が外側へ直角に折曲げられることにより固定片１３ａ，１３ｂが
それぞれ形成されている。これら固定片１３ａ，１３ｂは、バーナ支持台２３等にネジ等
で固定される。このようにして、支持部材１は、コンロ本体１０内に固定されたバーナ支
持台２３に舌片１６ａ，１６ｂ、及び固定片１３ａ，１３ｂをネジ止め等で固定すること
により、コンロ本体１０内に固定される。
【００２０】
　本実施の形態のガスコンロでは、コンロ本体１０内にバーナ支持台２３が固定され、バ
ーナ支持台２３にガスバーナ２が固定されると共に支持部材１が固定される。このとき、
バーナボディ２２の上端に形成される環状の炎孔群２４の中心が支持部材１の開口部１１
の中心と一致するように、ガスバーナ２と支持部材１とがバーナ支持台２３に固定される
。
【００２１】
　そして、天板３をコンロ本体１０の周縁に係止させることにより、コンロ本体１０の上
方開放部を閉塞する。この状態では、バーナ用開口３０からガスバーナ２のバーナヘッド
２０、バーナボディ２２、点火電極３１、及び炎検知器３２は天板３の上方に突出する設
置態様となる。また、天板３と支持部材１との間には隙間Ｓ２が形成され、天板３の貫通
孔３４の下方に支持部材１の係止孔１４が位置する設置態様となる。
【００２２】
　そして、バーナ用開口３０の周縁とバーナボディ２２との間の隙間Ｓ１を覆うように、
天板３上からバーナリング４が設置される。このとき、バーナリング４の下面から垂下さ
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れた爪部４０を天板３の貫通孔３４及び支持部材１の係止孔１４に連続して挿通させる。
ここで、貫通孔３４は、爪部４０が余裕を持って挿通可能な大きさに設定され、係止孔１
４は、貫通孔３４よりも小さく、且つ爪部４０が凸部４０ａにより弾性を持って係止孔１
４で係止される大きさに設定されている。従って、バーナリング４が天板３上に設置され
ると、爪部４０は、貫通孔３４では遊嵌状態に挿通され、係止孔１４では係合状態となる
。これにより、支持部材１の開口部１１の中心がバーナリング４の中心と一致する。なお
、このとき点火電極３１及び炎検知器３２は、バーナリング４の切欠４１，４２にそれぞ
れ挿通される。上記のようにしてバーナリング４が支持部材１に位置決め状態で設置され
た後、五徳５がバーナリング４の周囲に設置される。このとき、五徳５の五徳爪５０の延
長部５２がバーナリング４の外周に形成されている凹部４３に係止される。これにより、
五徳爪５０を一定間隔で連結している環状の五徳枠５１の中心がバーナリング４の中心に
一致し、且つ五徳爪５０がバーナリング４の周方向に位置決めされる。以上でガスコンロ
の組み付けが完了する。
【００２３】
　この実施の形態のガスコンロでは、天板３の貫通孔３４がバーナリング４の爪部４０を
余裕を持って挿通可能な大きさに設定されているから、天板３の設置位置が多少ずれてい
ても、爪部４０を天板３の貫通孔３４に容易に貫通させることができ、さらに支持部材１
の係止孔１４に連続して差し込むことができる。このように、天板３の設置状態の多少の
ずれにかかわりなく、バーナリング４は、その中心が支持部材１の開口部１１の中心と一
致した状態、すなわち、バーナリング４の中心がガスバーナ２の炎孔群２４の中心と一致
した状態で天板３上に設置される。これにより、バーナリング４に、同心状で、且つ五徳
爪５０が位置決め状態で設置される五徳５は、その中心がガスバーナ２のバーナヘッド２
０の中心と一致し、且つ五徳爪５０がガスバーナ２の炎孔群２４に位置決めされた状態で
天板３上に取り付けられる。そして、バーナリング４が取り付けられる支持部材１は、コ
ンロ本体１０内に設置されているので、天板３の設置状態にずれが生じてバーナ用開口３
０の中心がガスバーナ２の中心とずれても、五徳５とガスバーナ２との位置決め状態のず
れが防止される。
【００２４】
　以上のように、本実施の形態のガスコンロよれば、コンロ本体１０に対する天板３の設
置態様にずれが生じた場合でも、ガスバーナ２に対する五徳５の位置決め精度を向上する
ことができる。従って、五徳爪５０の一部に炎が当たって燃焼効率が悪くなるといった不
都合が回避でき、ガスバーナ２の燃焼性能を向上させることができる。また、貫通孔３４
に挿通された爪部４０が係止孔１４に挿通できない場合は、天板３のずれが許容できない
ほど位置ずれしている設置状態にあるから、施工者は天板３のずれを迅速に気付くことが
できる。
【００２５】
　また、図６に示す従来のガスコンロでは、バーナリングが天板上で固定ネジによって固
定されると、天板からバーナリングを取り外すのが困難となるため、バーナリングの外周
縁と天板の表面との間に煮こぼれ等が入り込んだ場合、煮こぼれ等の汚れを取り除くこと
が困難となる。これに対して、本実施の形態によれば、バーナリング４は、その爪部４０
が天板３の貫通孔３４に遊嵌状態で挿通され、さらに爪部４０の先端に設けられた凸部４
０ａにより爪部４０が弾性を持って係止孔１４に係止されているから、バーナリング４を
天板３上から容易に取り外すことができる。従って、天板３とバーナリング４との間に入
った煮こぼれ等の汚れの除去を簡単に行なうことができ、ガスコンロのお手入れが容易と
なる。そして、上記ガスコンロにはバーナリング４が着脱自在に取り付けられているが、
爪部４０が係止孔１４で係止されているので、使用中に五徳５などの振動により五徳枠５
１とバーナリング４とが接触した場合でも、バーナリング４が支持部材１から外れること
もない。
【００２６】
　さらに、本実施の形態によれば、バーナリング４の爪部４０が天板３の貫通孔３４及び
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支持部材１の係止孔１４に挿通されているから、バーナリング４は天板３及び支持部材１
に対して回り止め状態に位置決めされる。従って、鍋振り等で五徳５とともにバーナリン
グ４に回転方向の力が加えられてもバーナリング４の不用意な回転が阻止される。よって
、バーナリング４に設けた切欠４１，４２に配置される点火電極３１や炎検知器３２の損
傷を防止することができる。また、ガスバーナ２の炎孔群２４と、点火電極３１及び炎検
知器３２との適切な位置関係を確保でき、点火や燃焼検知に不具合を生じさせることも防
止できる。
【符号の説明】
【００２７】
１　支持部材
２　ガスバーナ
３　天板
４　バーナリング
５　五徳
１０　コンロ本体
１１　開口部
１４　係止孔
２２　バーナボディ
２４　炎孔群
３０　バーナ用開口
３４　貫通孔
４０　爪部
Ｓ１　隙間

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(8) JP 4647039 B2 2011.3.9

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－１２１３２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３２３２２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－２７３７５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３４３８５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２９９９８３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｃ　　１５／１０　　　　
              Ｆ２４Ｃ　　　３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

