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(57)【要約】
本発明はガスレンジのバーナー装置に関し、その構成は
、上部面に設けられる複数の炎孔、外側面に設けられる
複数の第１開口、および内側面に設けられる複数の第２
開口を含み、前記外側面と前記内側面との間に内部空間
が設けられ、下部面がガス供給部と連結されて前記内部
空間へガスが供給されるバーナーボディと、前記バーナ
ーボディの内部に前記バーナーボディの周りに沿って対
応して備えられ、前記バーナーボディの下部面から上部
面に行くほど前記内部空間が狭くなるように設けられる
ガイドとを含んでなる。本発明によれば、ガスの供給が
効率よく行われるうえ、外部からの空気流入が容易であ
るから、補助動力なしでもバーナー装置の燃焼効率を向
上させることができ、これによりガスレンジの熱効率を
向上させることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上部面に設けられる複数の炎孔、外側面に設けられる複数の第１開口、および内側面に設
けられる複数の第２開口を含み、前記外側面と前記内側面との間に内部空間が設けられ、
下部面がガス供給部と連結されて前記内部空間へガスが供給されるバーナーボディと、
前記バーナーボディの内部に前記バーナーボディの周りに沿って対応して備えられ、前記
バーナーボディの下部面から上部面に行くほど前記内部空間が狭くなるように設けられる
ガイドとを含んでなることを特徴とするガスレンジのバーナー装置。
【請求項２】
　前記バーナーボディの下部に取り付けられ、外側面に設けられる複数の第３開口と、内
側面に設けられる複数の第４開口と、下部面に設けられるガス注入口とを含む支持台をさ
らに含むことを特徴とする請求項１に記載のガスレンジのバーナー装置。
【請求項３】
前記第３開口および前記第４開口を介して前記バーナーボディの外部から前記内部空間へ
空気が流入することを特徴とする請求項２に記載のガスレンジのバーナー装置。
【請求項４】
前記炎孔は前記バーナーボディの上部面から上方に突出していることを特徴とする、請求
項１に記載のガスレンジのバーナー装置。
【請求項５】
前記バーナーボディの下部に取り付けられ、
前記バーナーボディの外側面に連結される送風機の外側面と、前記バーナーボディの内側
面に連結される送風機の内側面と、複数のファンと、モーターとを含む送風機をさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載のガスレンジのバーナー装置。
【請求項６】
　前記第１開口および前記第２開口を介して前記バーナーボディの外部から前記内部空間
へ空気が流入することを特徴とする請求項１に記載のガスレンジのバーナー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ガスレンジのバーナー装置に係り、さらに詳しくは、燃焼効率を向上させるこ
とによりガスレンジの熱効率を向上させることができるガスレンジのバーナー装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
一般的に、ガスレンジは、プロパンガス（ＬＰ）または都市ガスなどと空気とを混合して
燃焼させることにより、飲食物などの調理物または調理物入りの加熱溶液を加熱する。こ
のようなガスレンジは、その携帯性と簡便性により、使用者および使用範囲が日増しに増
加する趨勢である。
ところが、このようなガスレンジは、バーナーに形成された全ての複数の炎孔からガスが
噴出しないから、バーナーの燃焼効率が低下するという問題点がある。
【０００３】
この種のガスレンジは、ガスの燃焼のために、必ず周辺空気から自然に供給される酸素が
必須的である。もし周辺空気から十分な酸素の供給を受けない場合、ガスが十分に燃焼し
ない現象、すなわち不完全燃焼現象が起こり、煤などの異物或いはその他人体に害悪を及
ぼす不完全燃焼ガスを発生させる。また、バーナーが十分な熱を発生させず、火力が低下
するため、ガスレンジの熱効率が大幅低下するという問題点もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は、上述した問題点を解決するために提案されたもので、その目的は、燃焼効率を
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向上させることにより、ガスレンジの熱効率を向上させることができる、ガスレンジのバ
ーナー装置を提供することにある。
【０００５】
本発明の他の目的は、バーナーボディの内部空間に備えられるガイドによりバーナーボデ
ィの下部面から上部面に行くほど内部空間が狭くなり、ガスの噴出が益々強くなれる、ガ
スレンジのバーナー装置を提供することにある。
本発明の別の目的は、ガスがバーナー装置の全ての炎孔から噴出できる、ガスレンジのバ
ーナー装置を提供することにある。
本発明の別の目的は、外部からの空気流入が容易である、ガスレンジのバーナー装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために、本発明に係るガスレンジのバーナー装置は、上部面に設けら
れる複数の炎孔、外側面に設けられる複数の第１開口、および内側面に設けられる複数の
第２開口を含み、前記外側面と前記内側面との間に内部空間が設けられ、下部面がガス供
給部と連結されて前記内部空間へガスが供給されるバーナーボディと、前記バーナーボデ
ィの内部に前記バーナーボディの周りに沿って対応して備えられ、前記バーナーボディの
下部面から上部面に行くほど前記内部空間が狭くなるように設けられるガイドとを含んで
なることを特徴とする。
【０００７】
また、本発明に係るガスレンジのバーナー装置は、前記第１開口および前記第２開口を介
して前記バーナーボディの外部から前記内部空間へ空気が流入することを特徴とする。
【０００８】
また、本発明に係るガスレンジのバーナー装置は、前記バーナーボディの下部に取り付け
られるもので、外側面に設けられる複数の第３開口と、内側面に設けられる複数の第４開
口と、下部面に設けられるガス注入口とを含む支持台をさらに含むことを特徴とする。
【０００９】
また、本発明に係るガスレンジのバーナー装置は、前記第３開口および前記第４開口を介
して前記バーナーボディの外部から前記内部空間へ空気が流入することを特徴とする。
また、本発明に係るガスレンジのバーナー装置の前記炎孔は、前記バーナーボディの上面
から上方に突出していることを特徴とする。
【００１０】
また、本発明に係るガスレンジのバーナー装置は、前記バーナーボディの下部に取り付け
られるもので、前記バーナーボディの外側面に連結される送風機の外側面と、前記バーナ
ーボディの内側面に連結される送風機の内側面と、複数のファンと、モーターとを含む送
風機をさらに含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、ガスの供給が効率よく行われるうえ、外部からの空気流入が容易である
から、補助動力なしでもバーナー装置の燃焼効率を向上させることができるとともに、不
完全燃焼による煤などの異物とその他人体に害悪を及ぼす不完全燃焼ガスの減少およびガ
スレンジの熱効率の向上を図ることができる。
【００１２】
本発明は添付図面に示した実施例を参考として説明されるが、これらの実施例は例示的な
ものに過ぎず、当該分野における通常の知識を有する者であれば、これらから多様な変形
および均等な実施が可能であることを理解することができるであろう。よって、本発明の
真正な保護範囲は添付された請求の範囲によって定められるべきであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施例に係るガスレンジのバーナー装置を示す側面図である。
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【図２】本発明の一実施例に係るガスレンジのバーナー装置を示す分解図である。
【図３】本発明の一実施例に係るガスレンジのバーナー装置の炎孔部分を示す拡大図であ
る。
【図４】本発明の他の実施例に係るガスレンジのバーナー装置を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施例に係るガスレンジのバーナー装置
について詳細に説明する。
図１は本発明の一実施例に係るガスレンジのバーナー装置を示す側面図、図２は本発明の
一実施例に係るガスレンジのバーナー装置を示す分解図である。
【００１５】
図１および図２を参照すると、本発明に係るガスレンジのバーナー装置１００は、バーナ
ーボディ(burner body)１０とガイド(guide)５０から構成される。
【００１６】
バーナーボディ１０は、上部面１１に設けられる複数の炎孔２１、外側面１５に設けられ
る複数の第１開口２３、および内側面１７に設けられる複数の第２開口２５を含む。バー
ナーボディ１０は、上部面１１の外周面が内周面より大きい形態であって、外周面と内周
面との間の上部面１１に複数の炎孔２１が設けられる。ここで、図面には３つの炎孔２１
が内周面と外周面との間の上部面１１に沿って設けられているが、これに限定されない。
【００１７】
炎孔２１は、図１および図２に示すように、バーナーボディ１０の上部面１１に沿って設
けられてもよく、上部面１１から上方に突出している形状に設けられてもよい。図３は本
発明の一実施例に係るガスレンジのバーナー装置の炎孔部分を示す拡大図である。図３に
示すように、炎孔２１はバーナーボディ１０の上部面１１から突出するように設けられる
。特に、外周面および内周面の部分に設けられた炎孔２１は、上面１１の傾斜部分から突
出するように設けられてもよい。このような形態は、炎孔２１を介して噴出するガスの流
路を上方に誘導することができ、これにより噴出するガスの量も多くなるという効果があ
るうえ、バーナーボディ１の上部面１１の傾斜部分に設けられる炎孔２１により、バーナ
ーボディ１０の上部に置かれた加熱容器から流下する調理物の汁などが炎孔２１内へ流れ
込むことを防止することができる。
【００１８】
バーナーボディ１０の外側面１５および内側面１７にそれぞれ設けられた第１および第２
開口２３、２５を介して、バーナーボディ１０の外部から内部空間ｓへ空気が流入する。
バーナーボディ１０の内部空間ｓに流入した空気は、ガスの燃焼に役立つ。バーナーボデ
ィ１０の外部から流入する空気の流入経路が図１の破線矢印で示される。第１および第２
開口２３、２５は、外側面１５と内側面１７にそれぞれ一つまたはそれ以上が設けられて
もよい。
【００１９】
バーナーボディ１０の下部面１３はガス供給部（図示せず）に連結される。バーナーボデ
ィ１０の外側面１５と内側面１７との間には内部空間ｓが設けられ、下部面１３から供給
されたガスが内部空間ｓへ流入する。ガスの流入経路が図１の実線矢印で示される。
【００２０】
ガイド５０は、バーナーボディ１０の内部空間ｓにバーナーボディ１０の周りに沿って対
応して備えられる。ガイド５０は、バーナー空間１０の下部面１３から上部面１１に行く
ほど内部空間ｓが狭くなるように設けられる。すなわち、図１に示すように、ガイド５０
により、バーナーボディ１０の内部空間ｓにおける、上部面１１側の空間の幅Ａ２、Ｂ２
が下部面１３側の空間の幅Ａ１、Ｂ１より狭くなる（Ａ２＜Ａ１、Ｂ２＜Ｂ１）。これに
より、バーナーボディ１０の下部面１３から流入するガスの速度は上部面１１側に行くほ
ど速くなり、第１および第２開口２３、２５を介しての空気流入はさらに容易になる。こ
のような原理は、ベルヌーイの定理(Bernoulli’s theorem)による。
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【００２１】
ベルヌーイの定理とは、流れる流体に対して流線(stream line)上での全体形態のエネル
ギーの和は常に一定であるという定理を意味する。すなわち、基準点に対する高さによる
位置エネルギー、流体の流れる速度による運動エネルギー、および圧力によるエネルギー
が分かるが、いずれか一箇所におけるこれら３つのエネルギーの和は他の箇所における３
つのエネルギーの和と同じであることを意味する。ここで、ベルヌーイの定理は、流体の
密度が変わらないという仮定の下で行われる。
【００２２】
ベルヌーイの定理によって、本実施例に係るガスレンジのバーナー装置１００において、
相対的に広い空間Ａ１、Ｂ１から流入するガスは、相対的に狭い空間Ａ２、Ｂ２へ流入し
ながら速度が速くなる。そして、速い速度で空気が流入することにより、第１および第２
開口２３、２５を介して空気が容易に流入できる。これにより、バーナーボディ１０の全
ての炎孔２１、例えばバーナーボディ１０の上部面１１の外周面側の炎孔２１にまでガス
が噴出できる。よって、バーナー装置１００の燃焼効率が向上でき、バーナー装置１００
付きのガスレンジの熱効率が向上できる。
【００２３】
本発明に係るガスレンジのバーナー装置１００は、支持部７０をさらに備えてもよい。支
持部７０はバーナーボディ１０の下部に取り付けられる。支持部７０は、ガイド５０の付
いたバーナーボディ１０に対して着脱可能に結合される。すなわち、支持部７０は、ガイ
ド５０の内側面に設けられた耐熱性Ｏリング４１、およびバーナーボディ１０の内側面１
７の内部面に設けられた耐熱性Ｏリング４１によって結合される。
【００２４】
ガイド５０の付いたバーナーボディ１０は、耐熱性Ｏリング４１による結合を通じて、支
持部７０に対してガイド５０の付いたバーナーボディ１０を容易に脱着することができ、
これにより掃除が容易になれるという効果がある。ここで、支持部７０はテーブルなどに
固定されていてもよい。一方、支持部７０とガイド５０の付いたバーナーボディ１０との
結合は、前述した耐熱性Ｏリング４１以外の他の部分によっても可能である。
【００２５】
支持部７０は、外側面に設けられる複数の第３開口３１、内側面に設けられる複数の第４
開口３３、および下部面に設けられるガス注入口３５を含む。ガス注入口３５はガス供給
部と連結される。これにより、ガス注入口３５を介してバーナーボディ１０の内部空間ｓ
へガスが注入される。
【００２６】
支持部７０の外側面と内側面にそれぞれ設けられた第３および第４開口３１、３３を介し
て、バーナーボディ１０の外部から内部空間ｓへ空気が流入する。バーナーボディ１０の
内部空間ｓへ流入した空気はガスの燃焼に役立つ。第３および第４開口３１、３３を介し
てバーナーボディ１０の外部から流入する空気の流入経路が図１の破線矢印で示される。
第３および第４開口３１、３３は支持部７０の外側面と内側面にそれぞれ一つまたはそれ
以上が設けられ得る。
【００２７】
前述したバーナーボディ１０とガイド５０は、それぞれ別個に備えてこれらを結合させる
ことによりバーナー装置１００として使用してもよく、一体型に構成してもよい。
以下、本発明の他の実施例に係るガスレンジのバーナー装置について説明する。図４は本
発明の他の実施例に係るガスレンジのバーナー装置を示す側面図である。
【００２８】
本実施例に係るガスレンジのバーナー装置２００は、前述した図１～図３を参照して説明
したガスレンジのバーナー装置１００と同一の構成を有し、これに加えて、送風機３００
をさらに備えたことを特徴とする。
【００２９】
送風機３００はバーナー装置２００のバーナーボディの下部に取り付けられる。送風機３
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００は、ファン３０１、モーター３０３、送風機の外側面３０５、送風機の内側面３０７
、および空気注入口３０９から構成される。ファン３０１は、円周上に同一の間隔で複数
配置され、モーター３０３によって回転運動する。モーター３０３およびファン３０１に
よってバーナー装置２００に強制的に空気が供給できる。モーター３０３およびファン３
０１を介して供給される空気は、送風機３００の空気注入口３０９を介してバーナーボデ
ィへ供給できる。送風機の外側面３０５はバーナーボディの外側面に連結され、送風機の
内側面３０７はバーナーボディの内側面、例えば支持部７０の内側面に連結される。
【００３０】
送風機３００を介して、バーナーボディの第２開口へ空気が強制流入し、支持部の第３お
よび第４開口へ空気が強制流入する。これにより、バーナー装置２００の燃焼効率がさら
に向上できる。
【００３１】
一方、図４はバーナーボディ、支持部および送風機３００が一体型に形成されたことを例
として示すが、これに限定されない。すなわち、図４には送風機の外側面とバーナーボデ
ィの外側面、および送風機の内側面と支持部の内側面が互いに連結されているものと示さ
れるが、これに限定されない。例えば、送風機３００に対して支持部の付いたバーナーボ
ディを結合させるか、或いは送風機３００に支持部を結合させてからバーナーボディを結
合させることにより、本実施例に係るガスレンジのバーナー装置２００を作ることができ
る。
【００３２】
また、本実施例に係るガスレンジのバーナー装置２００は、図４に示すように、バーナー
ボディの上部面に沿って炎孔が設けられてもよく、図３に示すような形態であってもよい
。すなわち、ガスレンジのバナー装置２００の炎孔はバナーボディの上部面から上方に突
出している形態であってもよい。
【００３３】
一方、本実施例に係るガスレンジのバーナー装置５００は、図１に示すように支持部をさ
らに含んでもよく、図４に示すように送風機をさらに含んでもよい。ここで、送風機は、
その外側面がバーナーボディ５１０の外側面の第１開口５２３を全て取り囲むように設け
られ、送風機を介しての空気が第１開口５２３を介して強く流入できるようにすることも
可能である。また、図３に示すような炎孔の形態を持ってもよい。
【００３４】
一方、本実施例に係るガスレンジのバーナー装置は、前述した形態に限定されず、本発明
の技術的中心思想を外れない範囲内で様々に変形実施できる。例えば、本実施例に係るガ
スレンジのバーナー装置は、長方形をしており、壁掛型ボイラーにも適用可能である。そ
して、本実施例では、ガスレンジのバーナー装置が円形をするものと説明したが、これに
限定されない。すなわち、円形以外の他の形状、例えば四角形、三角形、多角形などの形
状であってもよい。これについては本発明の属する技術分野に従事する者であれば容易に
分かるであろう。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明は、ガスレンジのバーナー装置に利用可能であり、さらに詳しくは、燃焼効率を
向上させることによりガスレンジの熱効率を向上させることができる、ガスレンジのバー
ナー装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００３６】
１００、２００：ガスレンジのバーナー装置
１０：バーナーボディ
１１：上部面
１３：下部面
１５：外側面
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１７：内側面
２１：炎孔
２３：第１開口
２５：第２開口 
３１：第３開口
３３：第４開口 
３５：ガス注入口
５０：ガイド
７０：支持部
３００：送風機
３０１：ファン
３０３：モーター
３０５：送風機の外側面
３０７：送風機の内側面
３０９：空気注入口
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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