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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内鍋と、前記内鍋を加熱する加熱手段と、前記内鍋の側部を加熱する側部加熱手段と、
前記加熱手段と前記側部加熱手段を制御する制御装置と、前記内鍋内に収容される有底無
孔の蒸し具を有する炊飯器であって、
　前記制御装置を動作させる炊飯同時蒸しメニューと、温度センサを有し、
　前記炊飯同時蒸しメニュー選定時、前記温度センサの検知信号に基づいて前記加熱手段
により発生する蒸気は、前記蒸し具の孔の無い底部以外の箇所から前記蒸し具内に流れ込
むとともに、前記側部加熱手段により発生する熱は、前記蒸し具の側部に加えられること
により自動的に蒸し料理を行なうことを特徴とする炊飯器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、特に蒸し具との同時料理が可能な炊飯器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、炊飯器に蒸し具を取付け、炊飯と蒸し料理を同時に行うものとして、図１０のも
のが知られている。
【０００３】
　一般に炊飯器は、内鍋内に水及び米等を入れ、内鍋の下方に設ける加熱手段により炊飯
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を行なうものであり、その炊飯中に水が沸騰し蒸気が発生する。図１０のものは内鍋ａ内
で発生する蒸気を利用して炊飯と同時に食材を蒸すものである。
【０００４】
　図に示すように内鍋ａの上方には、蒸し具ｂが取り付けられる。蒸し具ｂは、その全体
に多数の孔を有する皿状の部材であり、その上端外周にはフランジ状の懸架部ｃを有して
おり、この懸架部ｃを内鍋ａの上端外周に形成されるフランジ部ｄに懸架することにより
内鍋ａの上方に取り付けられる。
【０００５】
　そして、内鍋ａ内で発生する蒸気により蒸し具ｂ内に入れる食材の蒸しが行われる。こ
の際、同時に内鍋ａ内の米の炊飯も行われる。そして、炊飯後には、蒸し具ｂの下方の内
鍋ａ内でご飯ｅができ、蒸し具ｂ内で例えば容器に入れた煮物ｆ等及び皮をむいた根菜ｇ
等からなる蒸し料理ができることになる（特許文献１参照）。
【０００６】
　上記従来例のものは、白米等を炊飯するための通常の加熱制御で炊飯と蒸しの同時料理
を行うものである。ところで、蒸し料理には十分な蒸気が必要であるが、白米等を炊飯す
るための通常の加熱制御で炊飯と蒸しの同時料理を行なった場合、蒸す食材によっては蒸
気及び熱が不足し十分な蒸しが行われない場合があることが判明した。また、上記従来例
のものは、内鍋内の内容物の調理と蒸し具内の内容物の蒸し料理とを同時に行うメニュー
を有していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３３３６３１３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本願発明の目的は、炊飯同時蒸しメニューを有し、炊飯同時蒸しメニュー選定時に蒸し
具に適した蒸し料理を自動的に行うことができる炊飯器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するため、本発明は以下の構成を採用する。
【００１０】
　本願発明は、内鍋と、前記内鍋を加熱する加熱手段と、前記内鍋の側部を加熱する側部
加熱手段と、前記加熱手段と前記側部加熱手段を制御する制御装置と、前記内鍋内に収容
される有底無孔の蒸し具を有する炊飯器であって、前記制御装置を動作させる炊飯同時蒸
しメニューと、温度センサを有し、前記炊飯同時蒸しメニュー選定時、前記温度センサの
検知信号に基づいて前記加熱手段により発生する蒸気は、前記蒸し具の孔の無い底部以外
の箇所から前記蒸し具内に流れ込むとともに、前記側部加熱手段により発生する熱は、前
記蒸し具の側部に加えられることにより自動的に蒸し料理を行なうことを特徴とする。な
お、昇温工程は、少なくとも水が蒸発する現象を含む工程であり、所謂炊き上げ工程を含
んでもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本願発明は、内鍋内の内容物の調理と蒸し具内の内容物の蒸し料理とを同時に行う炊飯
同時蒸しメニューの選定時、センサの検知信号に基づいて蒸し具に適した蒸し料理を自動
的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】蒸し具付き炊飯器の断面図
【図２】蒸し具の拡大断面図
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【図３】蒸し具の外部材の平面図
【図４】蒸し具の内部材の平面図
【図５】蒸し台の断面図（Ａ）、及び平面図（Ｂ）
【図６】操作パネルの正面図
【図７】炊飯器の制御装置のシステムブロック図
【図８】炊飯工程から保温工程に到るタイムチャート図
【図９】昇温工程のフローチャート図
【図１０】従来の蒸し具付き炊飯器の内鍋の断面図
【実施例】
【００１３】
　図１は内鍋に蒸し具をセットした状態を示す炊飯器の断面図であり、図２に蒸し具の拡
大断面図を示し、図３～図５に外部材、内部材及び蒸し台をそれぞれ示す。
【００１４】
　炊飯器１は、炊飯器本体２及び蓋体３から構成される。炊飯器本体２は、内鍋４をセッ
ト可能な合成樹脂製の有底筒状の内ケース５と、外装筐体である合成樹脂製の外ケース６
と、肩部材６ａを有し、内ケース５と肩部材６ａはビス等により結合され、外ケース６と
肩部材６ａは無理嵌め等により結合される。
【００１５】
　前記内ケース５の外周面には、底部及び底部から側面にかけてのコーナー部にそれぞれ
ワークコイルからなる底部コイル７及びコーナーコイル８が設けられ、更に側部には保温
用加熱手段である保温ヒータ１１が設けられ、それぞれ公知の制御装置により適正な炊飯
及び保温制御が行われる。なお、保温ヒータ１１による加熱方式はＩＨ式及び高周波式等
であってもよい。
【００１６】
　前記底部コイル７及びコーナーコイル８は、コイル台９に載置される。該コイル台９の
中央部には、上下方向に貫通した貫通孔９ａを有し、該貫通孔９ａには、内鍋４のセット
状態を検知するリードスイッチ及び内鍋４の温度を検知するサーミスタが内設される温度
センサ１０が設けられる。
【００１７】
　前記温度センサ１０には、スプリングが内蔵され、内鍋４がセットされていない状態で
は、その先端部が内ケース５の底部より上方に突出する。温度センサ１０は、内鍋４がセ
ットされた状態では内鍋４の底部外面に当接した状態で下方に押し下げられ前記リードス
イッチにより作動状態になるが、内鍋４がセットされないと作動しない安全装置としての
機能をも有している。
【００１８】
　前記内鍋４は、前記底部コイル７及びコーナーコイル８により内部に誘起される渦電流
によって自己発熱が可能なステンレス鋼等の鉄系金属から形成され、該内鍋４を前記内ケ
ース５内にセットすることにより、前記温度センサ１０がオンし、前記底部コイル７及び
コーナーコイル８等に通電され、炊飯用のスイッチが入れられると前記渦電流に起因した
ジュール熱により内鍋４が加熱され、内部に入れたご飯等の内容物がムラなく加熱され、
効率よく炊きあげられる。
【００１９】
　一方、前記蓋体３は、合成樹脂製の蓋板１２と、前記蓋体３の下面を構成すべく前記蓋
板１２に対してビス１４により固定される熱良導体からなる放熱板１３とを有し、蓋板１
２と放熱板１３との間には、中空部１５が形成され必要に応じ断熱材が封入される。また
、放熱板１３の外周端には環状のシール材１３ａが設けられており、蓋体３の閉蓋時、シ
ール材１３ａが内鍋４或いは後記蒸し具の外部材３１に当接し、蒸気等の外部への逃げを
防止する。
【００２０】
　前記放熱板１３の上面には通電時に抵抗熱を発生する電熱ヒータからなる蓋用加熱手段
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である蓋ヒータ１６が取り付けられ、制御装置により制御され、凝縮液滴を速かに蒸発さ
せて御飯の白ボケを防止する。なお、蓋ヒータ１６による加熱方式もＩＨ式及び高周波式
等であってもよい。
【００２１】
　前記蓋板１２の中央部には、円筒状の開口１７が形成されており、この開口１７には、
内部にボール弁１８を有し、蓋板１２に対し着脱自在な筒状体１９が設けられる。またそ
の上面には蒸気口２０が設けられ、内鍋４内の蒸気圧が所定以上になると蒸気は、矢印で
示すように筒状体１９内に進入しボール弁１８を押し上げ蒸気口２０から大気に排出され
る。
【００２２】
　前記炊飯器本体２の後端部上部には、蓋体３を開閉自在にする回動自在なヒンジ部材２
１が設けられ、蓋体３は炊飯器本体２に対し開閉自在にされている。
【００２３】
　前記炊飯器本体２の外ケース６の前面側上部には操作パネル２２が設けられる。該操作
パネル２２には、図６に示すように、各種の操作スイッチ２３、即ち、炊飯スイッチ２３
ａ、保温スイッチ２３ｂ、白米、早炊き、無洗米等の各種メニューを設定するメニュース
イッチ２３ｃ、時間を設定するタイマースイッチ２３ｄ、設定を取り消す取消しスイッチ
２３ｅ及び本実施例で用いられる炊飯同時蒸しスイッチ２３ｆ、並びに液晶表示部２４が
配設され、更に、操作パネル２２には、各種スイッチ２３及び液晶表示部２４等が取り付
けられるマイコン基板２５が設けられる。
【００２４】
　また、前記マイコン基板２５の後方側には、前記底部コイル７及びコーナーコイル８、
保温ヒータ１１、蓋ヒータ１６等を駆動制御するＩＧＢＴやヒータ駆動回路、ＣＰＵ、ダ
イオードブリッジよりなる整流回路及び平滑回路等の制御装置を備えた制御基板２６が立
設状態で設けられる。
【００２５】
　図１乃至図４に外部材３１と内部材４０が別体の蒸し具３０を示す。蒸し具３０は、そ
れぞれ別体の外部材３１と内部材４０とを有する。
【００２６】
　前記外部材３１は、略垂直な側壁部３２及び水平な底壁部３３を有する断面皿状の部材
であり、その上方には上部開口３４を有する。そして、側壁部３２の環状の上方端部には
、外方に円弧状に反った鍔状の懸架部３５が形成されており、その大きさは、内鍋４内に
挿入可能な大きさとされる。
【００２７】
　底壁部３３には、図２及び図３に示すように、その中央に１個の大径の中央開口３６と
、その外周に複数、例えば６個の外周開口３７（図３参照）が等間隔に設けられ、隣合う
外周開口３７の間には、側壁部３２と底壁部３３を連結する平面視細長い矩形状の連結部
３９が設けられる。
【００２８】
　また、底壁部３３の中央開口３６と外周開口３７との間には、環状の載置部３３ａを有
し、更に載置部３３ａの外周端には、高さが低い垂直状の環状壁３８が立設しており、図
２に示すように、載置部３３ａには内部材４０が載置され、環状壁３８には内部材４０が
底壁部３３の中央に位置決めされる。
【００２９】
　前記内部材４０は、略垂直な側壁部４１及び水平な底壁部４２を有する断面皿状の部材
であり、側壁部４１及び底壁部４２は無孔で、且つその上方には上部開口４３を有する。
そして、側壁部４１の環状の上方端部には、外方に円弧状に反った鍔部４４が形成されて
おり、その大きさは、外部材３１の環状壁３８内に挿入可能な大きさとされる。
【００３０】
　このように内部材４０は、上部開口４３以外は無孔であるため、例えば、煮物、プリン
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、酒蒸し等の液体の入った食材を内部材４０内に直接入れて料理することができ、また、
炊飯中に例えおねばが上昇したとしても上昇したおねばが食材に触れることはない。
【００３１】
　内部材４０を外部材３１内にセットする際には、鍔部４４を指で掴んで内部材４０を外
部材３１内にセットすることになる。内部材４０が外部材３１内にセットされると、図１
及び図２に示すように、内部材４０の底壁部４２の外周は、外部材３１の載置部３３ａに
載置され、その側壁部４１の下方は、外部材３１の環状壁３８内に挿入され水平方向の動
きが規制される。
【００３２】
　内部材４０内には蒸し台５０がセットされる。蒸し台５０は、図５に示すように複数の
開孔５１を有する円板状の部材であり、その底面には、複数、例えば３個の脚５２を有し
ており、その外径は、内部材４０の内径より小さい。
【００３３】
　この蒸し台５０を内部材４０内にセットすると、図１及び図２に示すように、蒸し台５
０と内部材４０との間に脚５２の高さの空間５３ができるようになり、蒸し時に、食材か
ら出る汁や油等は、開孔５１より蒸し台５０と内部材４０との間の空間５３に落ちる。そ
のため、食材を美味しく且つヘルシーに蒸すことができるようになる。
【００３４】
　外部材３１内に内部材４０をセットし、内部材４０内に蒸し台５０をセットした蒸し具
３０を炊飯器１の内鍋４内にセットすると、図１に示すように、外部材３１の懸架部３５
は、内鍋４の上方端部の環状のフランジ部４ａに係合して懸架される。
【００３５】
　なお、蒸し具３０の高さは、内鍋４の高さの略半分或いは半分以下とされており、蒸し
具３０の下方の内鍋４内で同時に炊飯を行うことになる。この場合、内鍋４内の炊飯可能
な容量が半減するため、炊飯量も少なくなり、例えば１合乃至２合程度になる。
【００３６】
　蓋体３を閉蓋すると、蓋体３下面のシール材１３ａは、外部材３１の懸架部３５の内周
面に当接し、蒸気の外部への逃げを防止する。そして、炊飯が行われると、昇温工程中に
内鍋４内で水が沸騰して蒸気が発生し、発生した蒸気は、図１で矢印で示すように上昇し
、外部材３１の外周開口３７より外部材３１内を介して内部材４０内に進入し、内部材４
０内の食材を蒸す。そして、蒸気が所定圧以上になると、ボール弁１８が開放され、余剰
蒸気は蒸気口２０より外部に排出される。
【００３７】
　なお、内部材４０の上部開口４３に複数の孔を有するキャップを設けてもよく、また、
外部材３１の環状壁３８を上方に伸ばして内部材４０の側壁部４１にし、外部材３１の中
央開口３６がない底壁部３３を内部材４０の底壁部４２として内部材４０と外部材３１と
を一体形成した一体型蒸し具を用いてもよい。
【００３８】
　内部材４０と外部材３１とが別々の別体型蒸し具は、内部材で煮物、プリン、酒蒸し等
の液体の入った食材を料理する場合、内部材を取り外しての準備、並びに蒸し後の取り出
しが容易であるとともに、洗浄がし易い等の利点がある。それに対し、一体型蒸し具は、
別体型に比べて、軽量であり、また部品点数が少なく、更には生産コストが安くなる等の
利点がある。
【００３９】
　次に、炊飯及び保温制御用のマイコン制御装置１００を中心とするワークコイル及び保
温ヒータ、蓋ヒータ等の制御回路部の概略を図７に示す。図中、符号６０が炊飯・保温制
御用のマイコン制御ユニット（ＣＰＵ）であり、該マイコン制御ユニット６０は、マイク
ロコンピュータを中心とし、例えば温度検知回路部、ワークコイル駆動回路部、発振回路
部、リセット回路部、保温ヒータ及び蓋ヒータ駆動回路部、電源回路部、液晶表示部、操
作スイッチ等を各々備えている。
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【００４０】
　前記内鍋４の底壁部に当接する温度センサ１０に対応して設けられる温度検知回路６１
には、温度センサ１０による鍋温度検知信号が入力される。また、前記ワークコイル駆動
回路部は、例えばパルス幅変調回路６２、同期トリガー回路６３、ＩＧＢＴ駆動回路６４
、ＩＧＢＴ６５、共振コンデンサ６６によって形成されている。
【００４１】
　そして、ワークコイル駆動回路部には、家庭用ＡＣ電源６８が前記ワークコイル駆動用
のダイオードブリッジを内蔵した整流回路６７及び平滑回路６９を介して電気的に接続さ
れており、底部コイル７及びコーナーコイル８は、マイコン制御ユニット６０により、炊
飯及び保温工程に適した出力値及び同出力値でのＯＮデューティ比（例えばｎ／１６秒）
により、炊飯及び保温制御が行われる。
【００４２】
　また、保温ヒータ１１は保温ヒータ駆動回路７０に電気的に接続され、蓋ヒータ１６は
蓋ヒータ駆動回路７１に電気的に接続されており、それぞれ所望の出力とデューティ比で
ＯＮ，ＯＦＦ駆動される。さらに、マイコン制御ユニット６０には、各種操作スイッチ２
３、液晶表示部２４、ブザー等の報知部７２、リセット回路７３及びクロック基準制御信
号形成用の発振回路７４が電気的に接続される。
【００４３】
　次に上述のマイコン制御ユニット６０を使用して行われる炊飯及び保温制御について、
図８のタイムチャートを参照して説明する。
【００４４】
　炊飯工程では、底部コイル７及びコーナーコイル８の出力を所定値に上げることにより
、まずお米に水を吸水させる吸水工程でお米に充分な吸水が行われる。
【００４５】
　吸水工程でお米に充分な吸水が行われると、出力を急激に上げ、水を蒸発させてお米を
一気に炊き上げる昇温工程が行われる。この昇温工程において、例えば所定時間内の温度
上昇率に基づいて内鍋内の米量の合数が判定され、その米量の合数に基づいて以後の沸騰
維持時間が決定される。
【００４６】
　この昇温工程では、水が沸騰し蒸気が発生する。即ち、昇温工程は、少なくとも蒸気が
発生する工程である。蒸し料理は、この蒸気を利用して後記の制御が行われる。なお、昇
温工程を昇温工程と炊き上げ工程に分けるものもあるが、その場合、炊き上げ工程は本願
発明の昇温工程に含んでもよい。
【００４７】
　昇温工程が終わると蒸らし工程が行われ、炊き上がったご飯を充分蒸らし、ご飯を最適
な状態にして炊飯工程を終了して、保温工程に移ることになる。
【００４８】
　蒸し制御について説明する。上述したように、昇温工程では、水が沸騰し蒸気が発生す
る。通常の昇温工程（炊飯専用である例えば、白米、早炊き、おこわ等の昇温工程）は、
お米を一気に炊き上げるために高出力の電力で行われる。そのため蒸気は短い時間で急激
に発生するが、蒸気が発生する時間は短くなり、蒸し料理を行う場合、食材によっては十
分な蒸し料理が行われない場合が生じる。
【００４９】
　本願発明は、図６で示すように専用の炊飯同時蒸しメニューを設け、このメニューが選
択されると、通常の昇温工程での単位時間当たりの加熱量を小さくする、例えばワークコ
イルの出力またはヒータ式の場合を含み通電時間のデューティ比を小さくするものである
。なお、この制御は、昇温工程の全ての工程で行ってもよいし、一部の工程で行ってもよ
い。そして一部の場合は昇温工程時の所定時間後又は所定温度後の蒸気がより多く発生す
る時期に行なうとよい。また、このメニューは、白米、早炊き、無洗米、玄米、炊き込み
、おかゆのどのコースでも行うことができる。
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【００５０】
　昇温工程での単位時間当たりの加熱量を小さくすることにより、蒸気の発生を緩やかに
して蒸気の発生時間を長くすることができるようになる。その結果、蒸し料理を行うため
の十分な蒸気を確保することができるようになり、炊飯とともに適正な蒸し料理を行うこ
とができるようになる。なお、その場合、炊飯時間は長くなる。
【００５１】
　炊飯同時蒸しメニューが選択された場合、前記保温ヒータ１１及び蓋ヒータ１６のいず
れか一方または両方による単位時間当たりの加熱量を大きくするとよい。このようにする
ことにより、蒸し具３０内の食材の側部または／及び上方から熱を加えることができるよ
うになり、より適正な蒸し料理が行える。
【００５２】
　ところで、蒸すための食材は、例えば、蒸し野菜、肉類、ゆで卵及びしっかりめのプリ
ン等、蒸し時により多くの蒸気を必要とする食材と、茶碗蒸し、柔らかめのプリン、蒸し
チーズケーキ及びアサリの酒蒸し等、蒸し時に蒸気が少なめでよい食材とのように各種あ
るため、炊飯同時蒸しメニューに更に強弱メニューを備える。
【００５３】
　強弱メニューは、炊飯同時蒸しメニューを複数、例えば２段階に分けるものであり、上
記蒸し時により多くの蒸気を必要とする食材を料理する場合（強メニューを選択）、上記
蒸し時に蒸気が少なめでよい食材を料理する場合（弱メニューを選択）に比べて単位時間
当たりの加熱量を大きく変更し調整する、例えばワークコイルの出力またはヒータ式の場
合を含み通電時間のデューティ比を大きく変更し調整するものである（詳細については後
記フローチャート参照）。
【００５４】
　なお、強弱メニューの選択は主としてユーザーが選択することになるが、例えば、蒸し
台５０に重量センサ、或いは蓋体３に食材を識別可能なセンサを設ける等により自動で選
択されるようにしてもよい。
【００５５】
　炊飯同時蒸しメニューが行われる場合、上記したように炊飯量は少なくなり（例えば、
１、２合程度）、更に蒸し具３０及び蒸すための食材が内鍋４内に入れられているため、
内鍋４内の温度上昇率がゆっくりめになり、炊飯量を自動的に判定する合数判定が誤判断
される恐れが生じる。
【００５６】
　そのため、炊飯同時蒸しメニューの合数判定閾値を、例えば、１合と２合の２ランクと
する新たな合数判定閾値を設定し、その閾値に基づいて合数判定をするとよい。このよう
な新たな合数判定閾値を設けることにより、合数判定の誤判断を防止することができる。
【００５７】
　次に、昇温工程の制御を図９の吸水工程後の昇温工程の一例のフローチャートにより説
明する。まずステップＳ１で炊飯同時蒸しメニューであるかが判定される。この判定は手
動の場合ユーザーが炊飯同時蒸しスイッチ２３ｆを選択したかで行われる。ステップＳ１
で否定判定がなされるとステップＳ２に進み、蒸しなしの通常の昇温工程をスタートさせ
る。
【００５８】
　昇温工程がスタートするとステップＳ３、ステップＳ４、ステップＳ５に順次進み底部
コイル及びコーナーコイルであるワークコイル７、８を１００％の出力で且つデューティ
ー比１６／１６による高出力のＯＮ制御で制御し、保温ヒータ１１及び蓋ヒータ１６をオ
フする。なお、保温ヒータ１１及び蓋ヒータ１６を低出力でＯＮ制御してもよい。その後
、ステップＳ６に進み、１０分経過かを判定する。この時間は図示しないタイマのカウン
トにより検出する。
【００５９】
　ステップＳ６で否定判定がなされるとステップＳ３に戻り、同様なステップを繰り返す
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。ステップＳ６で１０分以上経過したと判定されるとステップＳ７、ステップＳ８、ステ
ップＳ９に順次進みワークコイル７、８を６０％の出力で且つデューティー比１４／１６
によるＯＮ制御で制御し、保温ヒータ１１及び蓋ヒータ１６をオフする。なお、保温ヒー
タ１１及び蓋ヒータ１６を低出力でＯＮ制御してもよい。その後、ステップＳ１０に進み
内鍋４の温度が１２０℃以上かを判定する。この温度は温度センサ１０により検出する。
【００６０】
　ステップＳ１０で否定判定がなされるとステップＳ７に戻り、同様なステップを繰り返
す。ステップＳ１０で１２０℃以上であると判定されると蒸らし工程に進む。
【００６１】
　ステップＳ１で炊飯同時蒸しメニューと判定されるとステップＳ１１に進み、炊飯同時
蒸しメニューの昇温工程をスタートさせる。昇温工程がスタートするとステップＳ１２、
ステップＳ１３、ステップＳ１４に順次進みワークコイル７、８を１００％の出力で且つ
デューティー比１６／１６による高出力のＯＮ制御で制御し、保温ヒータ１１及び蓋ヒー
タ１６をオフする。なお、保温ヒータ１１及び蓋ヒータ１６を低出力でＯＮ制御してもよ
い。その後、ステップＳ１５に進み、１０分経過かを判定する。この時間は図示しないタ
イマのカウントにより検出する。
【００６２】
　ステップＳ１５で否定判定がなされるとステップＳ１２に戻り、同様なステップを繰り
返す。ステップＳ１５で１０分以上経過したと判定されるとステップＳ１６に進み、強メ
ニューかどうかが判定される。
【００６３】
　ステップＳ１６で肯定判定がなされる、即ち、強メニューが選択されると、ステップＳ
１７、ステップＳ１８、ステップ１９に順次進みワークコイル７、８を６０％の出力で、
且つデューティー比１０／１６によるＯＮ制御で制御し、保温ヒータ１１及び蓋ヒータ１
６をデューティー比６／１６によるＯＮ制御で制御する。その後、ステップＳ２０に進み
、内鍋４の温度が１２０℃以上かを判定する。この温度は温度センサ１０により検出する
。
【００６４】
　ステップＳ２０で否定判定がなされるとステップＳ１７に戻り、同様なステップを繰り
返す。ステップＳ２０で１２０℃以上であると判定されると蒸らし工程に進む。
【００６５】
　ステップＳ１６で否定判定がなされる、即ち、弱メニューが選択されると、ステップＳ
２１、ステップＳ２２、ステップ２３に順次進みワークコイル７、８を６０％の出力で、
且つデューティー比８／１６によるＯＮ制御で制御し、保温ヒータ１１及び蓋ヒータ１６
をデューティー比４／１６によるＯＮ制御で制御する。その後、ステップＳ２４に進み、
内鍋４の温度が１２０℃以上かを判定する。この温度は温度センサ１０により検出する。
【００６６】
　ステップＳ２４で否定判定がなされるとステップＳ２１に戻り、同様なステップを繰り
返す。ステップＳ２４で１２０℃以上であると判定されると蒸らし工程に進む。
【００６７】
　なお、炊飯専用である例えば、白米、早炊き、おこわ等の蒸らし工程時、保温ヒータ１
１及び蓋ヒータ１６をＯＮ制御するが、炊飯同時蒸しメニュー時での蒸らし工程時に、保
温ヒータ１１及び蓋ヒータ１６を前記炊飯専用のものより、そのデューティー比をより高
めるとよい。そのような蒸らし制御により蒸し効率をより高めることができる。
【００６８】
　本願発明は、上記実施例の構成に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範
囲において適宜設計変更可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００６９】
　１…炊飯器　　　　　　　　　　　２…炊飯器本体
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　３…蓋体　　　　　　　　　　　　４…内鍋
　５…内ケース　　　　　　　　　　６…外ケース
　６ａ…肩部材　　　　　　　　　　７…底部コイル
　８…コーナーコイル　　　　　　　９…コイル台
　９ａ…貫通孔　　　　　　　　　　１０…温度センサ
　１１…保温ヒータ　　　　　　　　１２…蓋板
　１３…放熱板　　　　　　　　　　１３ａ…シール材
　１４…ビス　　　　　　　　　　　１５…中空部
　１６…蓋ヒータ　　　　　　　　　１７…開口
　１８…ボール弁　　　　　　　　　１９…筒状体
　２０…蒸気口　　　　　　　　　　２１…ヒンジ部材
　２２…操作パネル　　　　　　　　２３…各種操作スイッチ
　２３ａ…炊飯スイッチ　　　　　　２３ｂ…保温スイッチ
　２３ｃ…メニュースイッチ　　　　２３ｄ…タイマースイッチ
　２３ｅ…取消しスイッチ　　　　　２３ｆ…炊飯同時蒸しスイッチ
　２４…液晶表示部　　　　　　　　２５…マイコン基板
　２６…制御基板　　　　　　　　　３０…蒸し具
　３１…外部材　　　　　　　　　　３２…側壁部
　３３…底壁部　　　　　　　　　　３３ａ…載置部
　３４…上部開口　　　　　　　　　３５…懸架部
　３６…中央開口　　　　　　　　　３７…外周開口
　３８…環状壁　　　　　　　　　　３９…連結部
　４０…内部材　　　　　　　　　　４１…側壁部
　４２…底壁部　　　　　　　　　　４３…上部開口
　４４…鍔部　　　　　　　　　　　５０…蒸し台
　５１…開孔　　　　　　　　　　　５２…脚
　５３…空間　　　　　　　　　　　６０…マイコン制御ユニット
　６１…温度検知回路　　　　　　　６２…パルス幅変調回路
　６３…同期トリガー回路　　　　　６４…ＩＧＢＴ駆動回路
　６５…ＩＧＢＴ　　　　　　　　　６６…共振コンデンサ
　６７…整流回路　　　　　　　　　６８…家庭用ＡＣ電源
　６９…平滑回路　　　　　　　　　７０…保温ヒータ駆動回路
　７１…蓋ヒータ駆動回路　　　　　７２…報知部
　７３…リセット回路　　　　　　　７４…発振回路
　１００…マイコン制御装置
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