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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加熱物を下方から加熱する加熱部を設けたコンロであって、
　前記被加熱物からの煮こぼれを検出する検出部を、平板状の天板に、前記加熱部を囲繞
するように配置して設け、
　前記検出部における煮こぼれの発生を判定する判定手段を設け、
　前記検出部として、電気導通状態を検出する一対の電極を複数対設け、前記判定手段が
、前記電気導通状態になっている電極の対の数の増加に基づき、煮こぼれの発生を判定す
るコンロ。
【請求項２】
　前記検出部が、前記加熱部を連続的に囲繞する環状に形成してある請求項１記載のコン
ロ。
【請求項３】
　被加熱物を下方から加熱する加熱部を設けたコンロであって、
　前記被加熱物からの煮こぼれを検出する検出部を、平板状の天板に、前記加熱部を囲繞
するように配置して設け、
　前記検出部における煮こぼれの発生を判定する判定手段を設け、
　前記検出部として、煮こぼれを検出する複数のセンサを設け、前記判定手段が、煮こぼ
れを検出するセンサの増加に基づき、煮こぼれの発生を判定するコンロ。
【請求項４】
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　前記判定手段による煮こぼれ発生の判定に基づき、前記被加熱物の煮こぼれ状態を報知
する報知部を設けてある請求項１～３のいずれか一項に記載のコンロ。
【請求項５】
　前記判定手段による煮こぼれ発生の判定に基づき、前記加熱部の加熱力を低下させる加
熱制御部を設けてある請求項１～４のいずれか一項に記載のコンロ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被加熱物を下方から加熱する加熱部を設けたコンロに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このようなコンロは、通常、五徳を設ける等して、鍋、フライパン等の被加熱物を前記
加熱部の上方を覆って載置可能に形成してあり、前記加熱部は、バーナや電気ヒータ等に
より、その被加熱物を下方から加熱する構成になっている。
【０００３】
　汁物を煮込む鍋等を前記被加熱物として加熱する場合等、加熱により煮汁が沸騰すると
、急激に泡を吹き、鍋等の外に煮汁があふれる事がある（本発明では、このような現象を
煮こぼれと総称するものとする）。このような場合、煮こぼれした煮汁が、前記加熱部に
達して、前記燃料の燃焼を消火してしまったり、煮こぼれに伴ってあふれ出た煮汁が焦げ
付いたりしてコンロを汚し、衛生性を低下させたり、焦げ付きにより加熱状態を悪化させ
ることがある。また、被加熱物においても水分が不足して適切な加熱状態を維持できなく
なるおそれもある（以下このような状況を加熱不良と総称する）。
【０００４】
　そこで、上述の不都合を回避するために、煮こぼれによる煮汁を汁受け皿で受け、その
煮汁を前記汁受け皿の一部に設けた一対の電極により検知して、煮こぼれの発生を知るこ
とができるコンロが提案されている（特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】実開昭５６－７５６１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の構成のコンロによると、前記電極は汁受け皿の一部に設けてあるだけなので、電
極の逆側に煮汁が煮こぼれたとしても、その煮汁が流動して前記電極側にまで達するとは
限らず、また、流動したとしても煮こぼれてから電極に達するまでに時間を要することに
なり、煮こぼれの検知が遅延するという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は上記実状に鑑み、煮こぼれを即座に検知して、更には、加熱不
良等の原因となるのを抑制することのできるコンロを提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のコンロの特徴構成は、
　被加熱物を下方から加熱する加熱部を設け、前記被加熱物からの煮こぼれを検出する検
出部を、平板状の天板に、前記加熱部を囲繞するように配置して設け、前記検出部におけ
る煮こぼれの発生を判定する判定手段を設け、
　前記検出部として、電気導通状態を検出する一対の電極を複数対設け、前記判定手段が
、前記電気導通状態になっている電極の対の数の増加に基づき、煮こぼれの発生を判定す
る点にある。
【０００９】
　つまり、加熱部を囲繞するように検出部を配置して設けてあるから、前記加熱部の周り
で、いずれの方向に煮こぼれが発生したとしても、煮こぼれた煮汁は容易かつ即座に検出
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部に達し、煮こぼれを検知することができ、この検知結果に基づいて前記判定手段により
煮こぼれの発生を知ることができ、加熱不良を抑制することができる。
　また、一対の電極を設けた検出部は、通常状態で、前記電極間が非導通状態（ＯＦＦ）
で、一対の電極間にわたって煮こぼれの煮汁が存在したときに、前記電極間が電気導通状
態（ＯＮ）となるから、前記電気導通状態に基づき煮こぼれの有無を知ることができる。
そのため、簡単な構成で煮こぼれを検知可能な検出部を実現することができる。
　先述のように、電気導通状態の変化から、一対の電極間にわたって煮汁が存在するのを
検知することができるが、前記コンロ使用開始時に、すでに電極間にわたって異物が存在
し、電気導通状態である場合、煮こぼれがあっても電気導通状態にあまり差が生じないこ
とが考えられる。このような場合、電極を複数対設けることによって、各電極の対毎に、
電気導通状態の変化を捉えることができる。
　前記異物としては、煮こぼれをふき取った際にコンロ上に残った水滴や、スプーン、フ
ォーク等の食器、調理器具類が考えられる、前記コンロの使用中には前記水滴が蒸発して
、前記電極間の電気導通状態を、ＯＮ状態からＯＦＦ状態にしてしまったり、コンロ使用
者がスプーン等を移動させて、前記電極間の電気導通状態を、ＯＮ状態からＯＦＦ状態に
してしまったりすることがある。しかし、このような状況の変化に伴って、ＯＮ状態の電
極が減少することはあっても、増加することは考えにくい。そのため、前記判定手段では
、ＯＮ状態の電極の数の増加をもって煮こぼれと判定することにより、ほぼ確実に煮こぼ
れの発生を捉えることができるようになる。
　従って、さらに確実かつ迅速に煮こぼれを検知することができ、加熱不良の原因となる
のを抑制することができた。
　また、前記検出部が、前記加熱部を連続的に囲繞する環状に形成してあることが好まし
く、このような構成によると、前記加熱部の周りで、煮こぼれた煮汁が前記加熱部の放射
方向に移動するのをもれなく検知することができ、煮こぼれ検知の確実性を増すことがで
きる。
【００１０】
　本発明のコンロの別の特徴構成は、
　被加熱物を下方から加熱する加熱部を設け、前記被加熱物からの煮こぼれを検出する検
出部を、平板状の天板に、前記加熱部を囲繞するように配置して設け、前記検出部におけ
る煮こぼれの発生を判定する判定手段を設け、
　前記検出部として、煮こぼれを検出する複数のセンサを設け、前記判定手段が、煮こぼ
れを検出するセンサの増加に基づき、煮こぼれの発生を判定する点にある。
　つまり、加熱部を囲繞するように検出部を配置して設けてあるから、前記加熱部の周り
で、いずれの方向に煮こぼれが発生したとしても、煮こぼれた煮汁は容易かつ即座に検出
部に達し、煮こぼれを検知することができ、この検知結果に基づいて前記判定手段により
煮こぼれの発生を知ることができ、加熱不良を抑制することができる。
【００１１】
　また、前記判定手段による煮こぼれ発生の判定に基づき、前記被加熱物の煮こぼれ状態
を報知する報知部を設けてあることが好ましい。
【００１２】
　このような報知部を設けてあれば、コンロ使用者は、前記煮こぼれ状態を容易に把握し
て、被加熱物の加熱不良等に対処することができる。
【００１３】
　前記報知部としては、警報音等を鳴動させて、周辺にいるコンロ使用者に注意を促すも
のの他、煮こぼれ状況をコンロにＬＥＤ等で表示するもの、集中管理システムに通報する
もの等を採用することができる。
【００１４】
　さらに、前記判定手段による煮こぼれ発生の判定に基づき、前記加熱部の加熱力を低下
させる加熱制御部を設けてあってもよい。
【００１５】
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　このような構成を採用すると、煮こぼれの発生の後は、前記加熱部の火力を低下させた
り加熱部を停止させたりすることにより、さらに煮こぼれが継続するのを抑制することが
できる。そのため、コンロ使用者が、煮こぼれの発見に伴って、即座に対処できないよう
なときに、自動的に簡易な対処を行い、状況の悪化を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施例をガスコンロを例に、図面に基づいて説明する。
【００２３】
　〔参考の実施形態〕
　本発明のガスコンロは、図１、２に示すように、加熱部１としてブンゼン式のバーナ１
１が使用されている。こうしたガスコンロは、図１に示すような外観で、構造が比較的簡
単で、とろ火から強火まで火力調節の範囲が広く、調理に様々な使い方で幅広く使用され
る。例えば、平板状の天板３上に、バーナ１１のバーナヘッド１２が露出されており、バ
ーナヘッド１２の炎口１６から燃料ガスを噴出して火炎を形成し、鍋等の被加熱物を加熱
可能に構成してある。そして、その天板３上に、被加熱物４を支持する五徳５が載置され
ている。
【００２４】
　前記バーナ１１は、流量調整弁１３、ガス遮断弁１４を介してガス供給管１５に接続さ
れている。
【００２５】
　前記天板３には前記被加熱物４からの煮こぼれを検出する検出部６を設け、前記検出部
６は、前記加熱部１を全周にわたって連続的に囲繞するように配置してある。
　具体的には、図１、２に示すように、前記検出部６は、前記天板３の前記加熱部の周り
に同心円状にプリント配線された一対の電極６１、６２を備え、前記電極６１、６２間の
電気導通状態の変化を検出可能に形成してある。前記検出部は、天板３において、煮こぼ
れの発生しやすい五徳５の脚部５１の間や、五徳５の外周側に配置することが好ましい。
【００２６】
　前記検出部６において、電気導通状態の変化が検出されると、その変化に基づき、制御
装置７における判定手段７１において、煮こぼれが発生しているかどうかの判定を行う。
つまり、煮こぼれによる煮汁４１が、前記電極６１、６２間にわたって落ちると、その煮
汁４１を介して前記電極６１、６２間が、電気非導通状態（ＯＦＦ）から電気導通状態（
ＯＮ）になるので、前記判定手段７１が、煮こぼれが発生したものと判定する。
【００２７】
　前記判定手段７１が、煮こぼれが発生したものと判定すると、前記制御装置７では、報
知部７２が、前記判定手段７１の判定結果に基づき、煮こぼれを知らせる警報音を発する
。また、煮こぼれの程度が大きい場合には、加熱制御部７３が、その煮こぼれ量に応じて
前記流量調整弁１３を絞り、前記加熱部１の火力を弱めたり、前記ガス遮断弁１４を閉じ
て、前記加熱部１を停止したりする。
【００２８】
　尚、同心円状に設けた前記電極６１，６２は一対に限らず、径の異なるものを複数対設
け、前記加熱部からの距離の異なる位置に配置してあっても良い。このように構成すると
、前記電極６１、６２は、前記加熱部１からの距離の異なる広い範囲に分散配置されるこ
とになるので、前記五徳５に配置される鍋が、様々な大きさのものであっても、確実に煮
こぼれを捉えて検知できることになる。
【００２９】
〔本発明の第１実施形態〕
　先の参考の実施形態では、前記電極６１、６２は、前記加熱部１を全周にわたって連続
的に囲繞する一対の電極６１、６２で形成したが、図３に示すように、複数対の電極６１
、６２を分散配置することによって前記加熱部１を囲繞するように形成しても良い。
【００３０】
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　このような場合、前記複数対の電極６１、６２の内、一対の電極６１、６２間にわたっ
てスプーン等の異物が置かれていた等の事情で、前記検出部６が使用開始時から、電気導
通状態（ＯＮ）にあったとしても、煮こぼれを検出することが可能となる。つまり、前記
判定手段７１がＯＮ状態になっている電極６１、６２の数の増加に基づき、煮こぼれの発
生を判定すると、他の電極６１、６２の対がＯＮ状態になることにより、その電極６１、
６２において煮こぼれによる液体が検出されたことがわかる。また、ＯＮ状態からＯＦＦ
状態になった電極６１、６２の対があっても、一旦ＯＮ状態の電極６１、６２数が減少し
た後、さらに増加したときは、煮こぼれがあったものと考えられるので、同様に前記判定
手段７１が煮こぼれと判定する。
【００３１】
　その他の構成については参考の実施形態と同様とすることができる。また、この場合も
、電極として径の異なるものを複数対設け、前記加熱部からの距離の異なる位置に配置し
てあっても良い。このように構成すると、前記電極６１、６２は、前記加熱部１からの距
離の異なる広い範囲に分散配置されることになるので、前記五徳５に配置される鍋が、様
々な大きさのものであっても、確実に煮こぼれを捉えて検知できることになる。
【００３２】
〔本発明の第２実施形態〕
　先の参考の実施形態では、前記検出部６として、同心円状に設けられた一対の電極６１
、６２を採用したが、このような電極６１、６２を用いた検出部６に代え、図４に示すよ
うに、温度センサ６３を用いても良い。この場合、前記温度センサ６３は、たとえば、天
板３における五徳５の各脚部５１の間の中央部にそれぞれ分散配置され、前記加熱部１を
囲繞するように設けられる。
【００３３】
　この場合、煮こぼれが発生すると、煮こぼれによる水分が、加熱部１により加熱された
前記天板３に接触して気化する等して、前記天板３を急激に冷却するため、前記天板３に
おいて温度変化が生じる。そのため、前記温度センサ６３によっても煮こぼれを検知する
ことができ、前記検知部６として使用することができる。
【００３４】
　また、同様にして、温度センサ６３の他、静電容量センサ、光センサ等によっても煮こ
ぼれを検出することができ、これらのセンサを検出部として用いることができる。
【００３５】
　その他の構成については参考の実施形態と同様とすることができる。また、この場合も
、前記温度センサ６３等を更に多数設け、前記加熱部からの距離の異なる位置に配置して
あっても良い。このように構成すると、前記温度センサ６３等は、前記加熱部１からの距
離の異なる広い範囲に分散配置されることになるので、前記五徳５に配置される鍋が、様
々な大きさのものであっても、確実に煮こぼれを捉えて検知できることになる。
【００３６】
〔本発明の第３実施形態〕
　先の参考の実施形態では、電極６１、６２を前記加熱部１を囲繞する同心円状に設けた
が、これに限らず、図５に示すように、前記加熱部１から放射方向に沿う姿勢に電極６１
、６２の対を設けることもできる。このような構成によると、前記電極６１、６２は、前
記加熱部１からの距離の異なる広い範囲に分散配置されることになるので、前記五徳５に
配置される鍋が、様々な大きさのものであっても、確実に捉えて検知できることになる。
【００３８】
〔その他の実施例〕
　前記検出部６に電極を採用する場合、前記五徳５を、検出部６を構成する電極６１、６
２の一方とすることができる。このように構成してあると検出部６を設けるに当たり、前
記加熱部１を連続的に環状に囲繞する電極６１、６２の一つを五徳５で兼用することがで
きるので、検出部６の構成をより簡略化できる。
【００３９】
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　また、前記コンロとしては、ガスコンロの他に、固形燃料コンロ、電気コンロ等が採用
される。これらのコンロは、いずれも煮こぼれによる加熱不良が想定されるが、本発明に
より加熱不良の発生を迅速に検出して対処することができるようになる。
【００４０】
　また、報知部７２としては、警報音を発するのに代え、前記天板３上に設けられる表示
部にＬＥＤ等による表示を行うものや、インターネットを介してサービスセンターに通報
する集中管理システム等を採用しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　コンロの煮こぼれを迅速に検知することができるようになり、コンロ使用時の安全性、
清掃性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】ガスコンロの斜視図
【図２】ガスコンロの縦断側面図
【図３】本発明の第１実施形態におけるガスコンロの斜視図
【図４】本発明の第２実施形態におけるガスコンロの斜視図
【図５】本発明の第３実施形態におけるガスコンロの平面図
【符号の説明】
【００４３】
１　　加熱部
４　　被加熱物
６　　検出部
７１　判定手段

【図１】 【図２】
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