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(57)【要約】
【課題】オーブンバーナを断続的に燃焼させてオーブン
調理を行う際にユーザに違和感や不安感を与えることを
防止して、分岐弁の開弁故障を早期に検知することがで
きるガス調理器を提供する。
【解決手段】ガスコンロ１は、コンロバーナ２が燃焼停
止状態であるときに、第２運転スイッチ５によるオーブ
ンバーナ４の運転開始の指示に応じて加熱制御部５１に
よりオーブン調理制御が開始され、オーブンバーナ４の
初期点火処理が行われたときに、第１点火電極３９を作
動させて、第１炎検出部４０によりコンロバーナ２の燃
焼炎が検出された場合に、所定の弁故障対応処理を行う
第１弁故障対応処理を実行し、オーブンバーナ４の点消
火処理が行われたときには、前記第１弁故障対応処理を
実行しない弁故障判定部５２を備える。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天面に露出して設けられ、主ガス供給路から分岐した第１ガス分岐路に接続されたコン
ロバーナと、
　オーブン庫内に設けられ、前記主ガス供給路から分岐した第２ガス分岐路に接続された
オーブンバーナと、
　前記主ガス供給路を開閉する元弁と、
　前記第１ガス分岐路を開閉する第１分岐弁と、
　前記第２ガス分岐路を開閉する第２分岐弁と、
　前記コンロバーナに点火するための第１点火電極と、
　前記オーブンバーナに点火するための第２点火電極と、
　前記コンロバーナの燃焼炎を検出する第１炎検出部と、
　前記オーブンバーナの燃焼炎を検出する第２炎検出部と、
　前記コンロバーナの燃焼運転の開始と停止を指示する第１運転スイッチと、
　前記オーブンバーナの燃焼運転の開始と停止を指示する第２運転スイッチと、
　前記第２運転スイッチにより前記オーブンバーナの運転開始が指示されたときには、前
記元弁及び前記第２分岐弁と前記第２点火電極の作動を制御して前記オーブンバーナに点
火する初期点火処理を行い、その後前記第２分岐弁と前記第２点火電極の作動を制御し、
前記オーブン庫内が所定温度範囲に維持されるように前記オーブンバーナの点火及び消火
を繰り返す点消火処理を行うことにより前記オーブンバーナを断続的に燃焼させるオーブ
ン調理制御を行う加熱制御部と、
　前記第２運転スイッチによる前記オーブンバーナの運転開始の指示に応じて前記加熱制
御部により前記オーブンバーナの前記初期点火処理が行われたときには、前記第１点火電
極を作動させて、前記第１炎検出部により前記コンロバーナの燃焼炎が検出された場合に
、所定の弁故障対応処理を行う第１弁故障対応処理を実行し、前記加熱制御部により前記
オーブンバーナの前記点消火処理が行われたときには、前記第１弁故障対応処理を実行し
ない弁故障判定部と
を備えたことを特徴とするガス調理器。
【請求項２】
　請求項１に記載のガス調理器において、
　前記コンロバーナを複数備え、
　各コンロバーナに対して、前記第１ガス分岐路と、前記第１分岐弁と、前記第１点火電
極と、前記第１炎検出部とが、個別に備えられ、
　前記弁故障判定部は、前記第１運転スイッチによる前記複数のコンロバーナのうちのい
ずれかの運転開始の指示に応じて、該運転開始が指示されたコンロバーナ用の前記第１分
岐弁と前記第１点火電極の作動を制御して前記コンロバーナの点火処理が行われたときに
、他のコンロバーナ用の第１点火電極を作動させ、燃焼停止状態である他のコンロバーナ
用の第１炎検出部によって燃焼炎が検出された場合に、所定の弁故障対応処理を行う第２
弁故障対応処理を実行し、
　前記複数のコンロバーナのうちの少なくとも一つが燃焼状態であるときには、前記第２
運転スイッチによる前記オーブンバーナの運転開始の指示に応じて前記加熱制御部により
前記オーブンバーナの前記初期点火処理が行われたときに前記第１弁故障対応処理を実行
しないことを特徴とするガス調理器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のバーナを備えるガス調理器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数のバーナ（コンロバーナとグリルバーナ等）を備えるガス調理器が提案
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されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載されたガス調理器においては、元弁の下流側で分岐して並列に接続さ
れた複数のガス供給路の下流側に、各ガス供給路を開閉する分岐弁を介してコンロバーナ
及びグリルバーナが接続されている。各バーナには、点火プラグと、燃焼炎を検知するた
めの火炎検知センサとが設けられている。各点火プラグの作動は、コントローラによって
制御され、一つのバーナに点火する際でも全ての点火プラグが作動して、各バーナに対し
て火花放電を生じさせる構成となっている。
【０００４】
　前記ガス調理器では、いずれか一つのバーナについて点火操作がなされたときに、元弁
と当該バーナの分岐弁を開弁して全ての点火プラグを作動させることにより、当該バーナ
に点火する。
【０００５】
　このとき、当該バーナ以外のバーナであって燃焼停止状態であるバーナについては、そ
の分岐弁が閉弁制御されているので、該分岐弁が正常に動作していれば点火されることは
ない。
【０００６】
　そのため、燃焼停止状態であるバーナの火炎検知センサが燃焼炎を検知した場合（この
場合は、分岐弁の開弁故障が生じていると想定される）には、直ちに元弁を閉弁させると
ともにエラー報知してガス調理器の作動を停止する。前記ガス調理器によれば、各バーナ
の分岐弁の開弁故障を早期に検知することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４９６５５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、複数のバーナを備えたガス調理器として、オーブン調理機能を有するものが
提案されている。オーブン調理を行うための構成としては、オーブン庫内の温度を所定範
囲に維持するために、オーブン庫内を加熱するオーブンバーナを断続的に燃焼させる、す
なわち、オーブンバーナの点火及び消火を繰り返して行う構成が考えられる。そして、こ
のようなガス調理器においても、特許文献１記載のガス調理器のように、各バーナの分岐
弁の開弁故障を早期に検知することが望まれる。
【０００９】
　そこで、コンロバーナとオーブンバーナとを備え、該オーブンバーナを断続的に燃焼さ
せるガス調理器において、いずれか一つのバーナの点火処理がなされたときに、全ての点
火プラグを作動させて他の分岐弁の開弁故障を検知することが考えられる。
【００１０】
　しかしながら、バーナの点火処理の際に全ての点火プラグを作動させる構成とした場合
には、オーブン庫内の温度を所定範囲に維持するためにオーブンバーナを断続的に燃焼さ
せるときに、オーブンバーナが点火される度に天面に露出した全てのコンロバーナの点火
プラグが作動する。このとき、点火操作がなされていないコンロバーナの点火プラグに火
花放電が生じるので、ユーザに違和感や、故障したのではないかと不安感を与えるという
不都合がある。
【００１１】
　本発明はかかる背景に鑑みてなされたものであり、オーブンバーナを断続的に燃焼させ
てオーブン調理を行う際にユーザに違和感や不安感を与えることを防止して、分岐弁の開
弁故障を早期に検知することができるガス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】
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【００１２】
　本発明は上記目的を達成するためになされたものであり、本発明のガス調理器は、
　天面に露出して設けられ、主ガス供給路から分岐した第１ガス分岐路に接続されたコン
ロバーナと、
　オーブン庫内に設けられ、前記主ガス供給路から分岐した第２ガス分岐路に接続された
オーブンバーナと、
　前記主ガス供給路を開閉する元弁と、
　前記第１ガス分岐路を開閉する第１分岐弁と、
　前記第２ガス分岐路を開閉する第２分岐弁と、
　前記コンロバーナに点火するための第１点火電極と、
　前記オーブンバーナに点火するための第２点火電極と、
　前記コンロバーナの燃焼炎を検出する第１炎検出部と、
　前記オーブンバーナの燃焼炎を検出する第２炎検出部と、
　前記コンロバーナの燃焼運転の開始と停止を指示する第１運転スイッチと、
　前記オーブンバーナの燃焼運転の開始と停止を指示する第２運転スイッチと、
　前記第２運転スイッチにより前記オーブンバーナの運転開始が指示されたときには、前
記元弁及び前記第２分岐弁と前記第２点火電極の作動を制御して前記オーブンバーナに点
火する初期点火処理を行い、その後前記第２分岐弁と前記第２点火電極の作動を制御し、
前記オーブン庫内が所定温度範囲に維持されるように前記オーブンバーナの点火及び消火
を繰り返す点消火処理を行うことにより前記オーブンバーナを断続的に燃焼させるオーブ
ン調理制御を行う加熱制御部と、
　前記第２運転スイッチによる前記オーブンバーナの運転開始の指示に応じて前記加熱制
御部により前記オーブンバーナの前記初期点火処理が行われたときには、前記第１点火電
極を作動させて、前記第１炎検出部により前記コンロバーナの燃焼炎が検出された場合に
、所定の弁故障対応処理を行う第１弁故障対応処理を実行し、前記加熱制御部により前記
オーブンバーナの前記点消火処理が行われたときには、前記第１弁故障対応処理を実行し
ない弁故障判定部と
を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　本発明のガス調理器において、加熱制御部は、第２運転スイッチによりオーブンバーナ
の運転開始が指示されたときには、元弁及び第２分岐弁と第２点火電極の作動を制御して
オーブンバーナに点火する初期点火処理を行い、その後、オーブン庫内が所定温度範囲に
維持されるようにオーブンバーナを断続的に燃焼させる、すなわちオーブンバーナの点火
及び消火を繰り返す点消火処理を行うことによりオーブン調理制御を行う。
【００１４】
　弁故障判定部は、前記第２運転スイッチによるオーブンバーナの運転開始の指示に応じ
て加熱制御部によりオーブンバーナの初期点火処理が行われたときに、第１弁故障対応処
理を実行する。
【００１５】
　第１弁故障対応処理において、弁故障判定部は、第１点火電極を作動させて、第１炎検
出部によりコンロバーナの燃焼炎が検出された場合に、所定の弁故障対応処理を行う。第
１弁故障対応処理によれば、第１分岐弁の開弁故障を検知することができる。
【００１６】
　また、弁故障判定部は、前記加熱制御部により前記オーブンバーナの前記点消火処理が
行われたときには、前記第１弁故障対応処理を実行しない。このため、前記オーブンバー
ナの前記点消火処理の際に、コンロバーナの点火プラグに火花放電が生じることがない。
【００１７】
　したがって、本発明のガス調理器によれば、オーブンバーナを断続的に燃焼させてオー
ブン調理を行う際にユーザに違和感や不安感を与えることを防止して、各コンロバーナの
第１分岐弁の開弁故障を早期に検知することができる。
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【００１８】
　また、本発明のガス調理器において、前記コンロバーナを複数備え、各コンロバーナに
対して、前記第１ガス分岐路と、前記第１分岐弁と、前記第１点火電極と、前記第１炎検
出部とが、個別に備えられ、前記弁故障判定部は、前記第１運転スイッチによる前記複数
のコンロバーナのうちのいずれかの運転開始の指示に応じて、該運転開始が指示されたコ
ンロバーナ用の前記第１分岐弁と前記第１点火電極の作動を制御して前記コンロバーナの
点火処理が行われたときに、他のコンロバーナ用の第１点火電極を作動させ、燃焼停止状
態である他のコンロバーナ用の第１炎検出部によって燃焼炎が検出された場合に、所定の
弁故障対応処理を行う第２弁故障対応処理を実行し、前記複数のコンロバーナのうちの少
なくとも一つが燃焼状態であるときには、前記第２運転スイッチによる前記オーブンバー
ナの運転開始の指示に応じて前記加熱制御部により前記オーブンバーナの前記初期点火処
理が行われたときに前記第１弁故障対応処理を実行しないことが好ましい。
【００１９】
　コンロバーナを複数備える前記ガス調理器では、前記弁故障判定部は、第１運転スイッ
チによる複数のコンロバーナのうちのいずれかの運転開始の指示に応じて、該運転開始が
指示されたコンロバーナ用の第１分岐弁と第１点火電極の作動を制御してコンロバーナの
点火処理が行われたときに、第２弁故障対応処理を実行する。
【００２０】
　第２弁故障対応処理において、前記弁故障判定部は、他のコンロバーナ用の第１点火電
極を作動させ、燃焼停止状態である他のコンロバーナ用の第１炎検出部によって燃焼炎が
検出された場合には所定の弁故障対応処理を行う。第２弁故障対応処理によれば、燃焼停
止状態である他のコンロバーナの第１分岐弁の開弁故障を早期に検知することができる。
【００２１】
　また、前記弁故障判定部は、前記複数のコンロバーナのうちの少なくとも一つが燃焼状
態であるときには、前記第２運転スイッチによる前記オーブンバーナの運転開始の指示に
応じて前記加熱制御部によりオーブンバーナの初期点火処理が行われたときに、コンロバ
ーナに対する前記第１弁故障対応処理を実行しない。
【００２２】
　ここで、複数のコンロバーナのうちの少なくとも一つが燃焼状態であるときには、燃焼
状態であるコンロバーナの点火処理が行われたときに、前記第２弁故障対応処理によって
、燃焼停止状態である他のコンロバーナの第１分岐弁の開弁故障が生じていないことが保
証されているので、前記第１弁故障対応処理を実行しなくても、他のコンロバーナの第１
分岐弁の開弁故障の検知の遅れによる問題が生じることはない。
【００２３】
　したがって、前記ガス調理器によれば、各コンロバーナの第１分岐弁の開弁故障を早期
に検知することができる上に、前記第１弁故障対応処理を実行する回数を減らして、ユー
ザに違和感や不安感を与えることをさらに抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】ガス調理器（ガスコンロ）の外観図。
【図２】ガスコンロの内部構成図。
【図３】オーブンバーナが点火操作されたときのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明のガス調理器であるガスコンロの実施形態について、図１～図３を参照して説明
する。本実施形態のガスコンロ１は、例えばビルトインタイプであり、コンロ本体の天面
に設けられた３個のコンロバーナ２（２Ｌ，２Ｒ，２Ｂ）と、コンロ本体の下部に設けら
れたオーブン３とを備えている。
【００２６】
　３個のコンロバーナ２のうちの２個はコンロ本体の前側の左右に配置され、残りの１個
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はコンロ本体の後側に配置されている。また、オーブン３は、オーブン庫内に配置された
オーブンバーナ４（図２参照）を備えている。
【００２７】
　なお、以下の説明では、３個のコンロバーナ２のうち、左側に配置された中コンロバー
ナを左コンロバーナ２Ｌ、右側に配置された大コンロバーナを右コンロバーナ２Ｒ、後側
に配置された小コンロバーナを後コンロバーナ２Ｂともいう。また、左コンロバーナ２Ｌ
に関連する構成要素の参照符号に“Ｌ”を付加し、右コンロバーナ２Ｒに関連する構成要
素の参照符号に“Ｒ”を付加し、後コンロバーナ２Ｂに関連する構成要素の参照符号に“
Ｂ”を付加する。
【００２８】
　コンロ本体の前面には、左コンロバーナ２Ｌ用の点火・消火ボタン５Ｌ、右コンロバー
ナ２Ｒ用の点火・消火ボタン５Ｒ、後コンロバーナ２Ｂ用の点火・消火ボタン５Ｂ、及び
、オーブン３用の点火・消火ボタン６が配置されている。点火・消火ボタン５Ｌ，５Ｒ，
５Ｂは、本発明の第１運転スイッチに相当し、点火・消火ボタン６は、本発明の第２運転
スイッチに相当する。
【００２９】
　コンロ用の点火・消火ボタン５Ｌ，５Ｂ，５Ｒは、いずれも押し操作と回転操作が可能
な操作子であり、押し操作は対応するコンロバーナ２の点火又は消火を行うための操作で
ある。また、回転操作は対応するコンロバーナ２の火力調節（コンロバーナ２への燃料ガ
スの供給流量の調節）を行うための操作である。
【００３０】
　同様に、オーブン３用の点火・消火ボタン６も、押し操作と回転操作が可能な操作子で
あり、押し操作はオーブンバーナ４の点火又は消火を行うための操作であり、回転操作は
オーブンバーナ４の火力調節（オーブンバーナ４への燃料ガスの供給量の調節）を行うた
めの操作である。
【００３１】
　さらに、コンロ本体の前面には操作パネル７が設けられ、コンロ本体の天面には表示パ
ネル８が設けられている。操作パネル７は、ガスコンロ１の使用者が、コンロバーナ２Ｌ
，２Ｒ，２Ｂ及びオーブン３を用いた自動調理（各種調理モードによる一連の調理運転）
等に関する設定を行なうための操作パネルである。表示パネル８は、操作パネル７による
コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂ及びオーブン３の設定状況を表示する。
【００３２】
　図２を参照して、ガスコンロ１は、左コンロバーナ２Ｌ、右コンロバーナ２Ｒ、後コン
ロバーナ２Ｂにそれぞれ燃料ガスを供給する第１ガス分岐路３１（３１Ｌ，３１Ｒ，３１
Ｂ）と、オーブンバーナ４に燃料ガスを供給する第２ガス分岐路３２と、ガスコンロ１の
作動を制御するコントロールユニット５０とを、コンロ本体の内部に備えている。
【００３３】
　ガス分岐路３１，３２は、外部から燃料ガスが供給される主ガス供給路３３から分岐し
ており、主ガス供給路３３のガス分岐路３１，３２への分岐箇所の上流側には、主ガス供
給路３３を開閉する元電磁弁３４が設けられている。元電磁弁３４は、本発明の元弁に相
当する。
【００３４】
　第１ガス分岐路３１Ｌには、ステッピングモータ３５Ｌにより第１ガス分岐路３１Ｌを
開閉するセーフティバルブ３６Ｌと、該セーフティバルブ３６Ｌの下流側に設けられステ
ッピングモータ３５Ｌにより開閉して流量調整する流量調節弁３７Ｌとが設けられている
。セーフティバルブ３６Ｌは、本発明の第１分岐弁に相当する。
【００３５】
　また、第１ガス分岐路３１Ｌと同様に、第１ガス分岐路３１Ｒには、ステッピングモー
タ３５Ｒにより開閉するセーフティバルブ３６Ｒと流量調節弁３７Ｒとが設けられ、第１
ガス分岐路３１Ｂには、ステッピングモータ３５Ｂにより開閉するセーフティバルブ３６
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Ｂと流量調節弁３７Ｂとが設けられている。
【００３６】
　また、第２ガス分岐路３２には、第２ガス分岐路３２を開閉する電磁開閉弁３８が設け
られている。電磁開閉弁３８は、本発明の第２分岐弁に相当する。
【００３７】
　また、左コンロバーナ２Ｌには、左コンロバーナ２Ｌに点火するための点火電極３９Ｌ
と、左コンロバーナ２Ｌの燃焼状態を検出する熱電対４０Ｌとが設けられている。
【００３８】
　また、左コンロバーナ２Ｌと同様に、右コンロバーナ２Ｒには、右コンロバーナ２Ｒに
点火するための点火電極３９Ｒと、右コンロバーナ２Ｒの燃焼状態を検出する熱電対４０
Ｒとが設けられ、後コンロバーナ２Ｂには、後コンロバーナ２Ｂに点火するための点火電
極３９Ｂと、後コンロバーナ２Ｂの燃焼状態を検出する熱電対４０Ｂとが設けられている
。
【００３９】
　また、オーブン３には、オーブンバーナ４に点火するための点火電極４１と、オーブン
バーナ４の燃焼状態を検出する熱電対４２と、オーブン３庫内に熱風を吹き出すとともに
熱風を循環させるファン４３とが設けられている。
【００４０】
　各点火電極３９Ｌ，３９Ｒ，３９Ｂは、コントロールユニット５０からの入力信号によ
り作動するイグナイタ４４によって駆動され、点火電極４１は、コントロールユニット５
０からの入力信号により作動するイグナイタ４５によって駆動される。また、各熱電対４
０Ｌ，４０Ｒ，４０Ｂは、コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂの燃焼炎を検出する本発明の第
１炎検出部として機能し、熱電対４２は、オーブンバーナ４の燃焼炎を検出する本発明の
第２炎検出部として機能する。
【００４１】
　コントロールユニット５０は、図示しないＣＰＵ，メモリ等により構成された電子回路
ユニットであり、メモリに保持されたガスコンロ１の制御用プログラムを実行することに
よって、ガスコンロ１の作動を制御する機能を果し、加熱制御部５１及び弁故障判定部５
２として機能する。
【００４２】
　コントロールユニット５０には、コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂ用の点火・消火ボタン
５Ｌ，５Ｒ，５Ｂの操作信号、オーブン３用の点火・消火ボタン６の操作信号、操作パネ
ル７の操作信号、熱電対４０Ｌ，４０Ｒ，４０Ｂ，４２の検出信号等が入力される。
【００４３】
　また、コントロールユニット５０から出力される制御信号によって、表示パネル８、元
電磁弁３４、ステッピングモータ３５Ｌ，３５Ｒ，３５Ｂ、電磁開閉弁３８、ファン４３
、イグナイタ４４，４５等の作動が制御される。
【００４４】
　次に、コンロバーナ２の点火操作がなされたときの加熱制御部５１及び弁故障判定部５
２の作動について説明する。なお、左コンロバーナ２Ｌの点火操作がなされたときについ
て説明するが、右コンロバーナ２Ｒ及び後コンロバーナ２Ｂにおいても同様である。
【００４５】
　右コンロバーナ２Ｒ及び後コンロバーナ２Ｂが消火状態であるときに点火・消火ボタン
５Ｌにより左コンロバーナ２Ｌの点火操作がなされたとき、加熱制御部５１は、元電磁弁
３４及びステッピングモータ３５Ｌを作動して、元電磁弁３４、セーフティバルブ３６Ｌ
及び流量調節弁３７Ｌを開弁する。これにより、燃料ガスが、主ガス供給路３３及び第１
ガス分岐路３１Ｌを介して左コンロバーナ２Ｌに供給される。
【００４６】
　次に、加熱制御部５１は、イグナイタ４４を介して点火電極３９Ｌを駆動する。また、
弁故障判定部５２は、イグナイタ４４を介して点火電極３９Ｒ，３９Ｂを駆動する。これ
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により、点火電極３９Ｌ，３９Ｒ，３９Ｂからコンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂに対して火
花放電が生じる。
【００４７】
　このとき、左コンロバーナ２Ｌでは、燃料ガスが供給状態であるので着火する。一方、
点火操作がなされていない右コンロバーナ２Ｒ及び後コンロバーナ２Ｂについては、セー
フティバルブ３６Ｒ，３６Ｂが閉弁制御されているので着火されないはずであるが、セー
フティバルブ３６Ｒ，３６Ｂに開弁故障が生じていると、燃料ガスが供給されて着火する
。このとき、熱電対４０Ｌ，４０Ｒ，４０Ｂにより、コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂの燃
焼炎が検出される。
【００４８】
　そこで、弁故障判定部５２は、燃焼停止状態に制御された右コンロバーナ２Ｒ又は後コ
ンロバーナ２Ｂにおいて燃焼炎が検出された場合には、セーフティバルブ３６Ｒ又は３６
Ｂに開弁故障が生じていると判断して、異常停止処理を実行する。異常停止処理では、直
ちに、元電磁弁３４、セーフティバルブ３６Ｌ及び流量調節弁３７Ｌを閉弁し、エラーを
報知して、ガスコンロ１の作動を停止する。これは、本発明の第２弁故障対応処理に相当
する。
【００４９】
　一方、弁故障判定部５２において、燃焼停止状態に制御された右コンロバーナ２Ｒ及び
後コンロバーナ２Ｂにおいて燃焼炎が検出されなかった場合には、セーフティバルブ３６
Ｒ及び３６Ｂに開弁故障が生じていないことが保障されたと判断して、加熱制御部５１は
、コンロバーナ２Ｌによる加熱調理を開始する。
【００５０】
　次に、図３に示したフローチャートに従って、オーブン３が点火操作されたときの加熱
制御部５１及び弁故障判定部５２による処理について説明する。
【００５１】
　加熱制御部５１は、ＳＴＥＰ１で、点火・消火ボタン６によりオーブンバーナ４の燃焼
運転の開始が指示されると、ＳＴＥＰ２に進む。
【００５２】
　ＳＴＥＰ２では、熱電対４０Ｌ，４０Ｒ，４０Ｂの検出信号により、全てのコンロバー
ナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂが燃焼停止状態であるか否かを判定し、全てのコンロバーナ２Ｌ，２
Ｒ，２Ｂが燃焼停止状態であればＳＴＥＰ３に進み、１つでも燃焼状態であればＳＴＥＰ
２１に進む。前記燃焼停止状態であるか否かの判定は、例えば、点火・消火ボタン５Ｌ，
５Ｒ，５Ｂにより燃焼運転の開始が指示されているか否か、すなわちＯＮであるかＯＦＦ
であるかによって判定する。
【００５３】
　ＳＴＥＰ３では、加熱制御部５１は、元電磁弁３４及び電磁開閉弁３８を開弁する。こ
れにより、燃料ガスが、主ガス供給路３３及び第２ガス分岐路３２を介してオーブンバー
ナ４に供給される。次に、加熱制御部５１は、イグナイタ４５を介して点火電極４１を駆
動する。また、弁故障判定部５２は、イグナイタ４４を介して点火電極３９Ｌ，３９Ｒ，
３９Ｂを駆動する。そして、ＳＴＥＰ４に進む。
【００５４】
　ＳＴＥＰ３により、点火電極４１，３９Ｌ，３９Ｒ，３９Ｂからオーブンバーナ４及び
コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂに対して火花放電が生じる。
【００５５】
　このとき、オーブンバーナ４には燃料ガスが供給されているのでオーブンバーナ４が着
火する。すなわち、加熱制御部５１は、ＳＴＥＰ３で、オーブンバーナ４の初期点火処理
を行う。一方、コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂについては、燃焼停止状態に制御されてい
るにもかかわらず着火した場合には、セーフティバルブ３６Ｌ，３６Ｒ，３６Ｂに開弁故
障が生じていると想定される。
【００５６】
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　ここで、弁故障判定部５２は、ＳＴＥＰ４で、いずれかのコンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２
Ｂで燃焼炎が検出されたか否かを判別し、燃焼炎が検出された場合にはＳＴＥＰ５に進み
、検出されなかった場合にはＳＴＥＰ６に進む。
【００５７】
　ＳＴＥＰ５で、弁故障判定部５２は、異常停止処理として、直ちに、元電磁弁３４、電
磁開閉弁３８を閉弁し、エラーを報知して、ガスコンロ１の作動を停止する処理を行う。
これは、本発明の第１弁故障対応処理に相当する。
【００５８】
　一方、ＳＴＥＰ６では、加熱制御部５１は、オーブン調理制御を行う。オーブン調理制
御では、オーブン３庫内の温度が点火・消火ボタン６で設定された温度に対して所定の範
囲内に維持されるように、オーブンバーナ４を断続的に燃焼させる。すなわち、電磁開閉
弁３８の開弁及び点火電極４１の作動によるオーブンバーナ４の点火処理と、電磁開閉弁
３８の閉弁によるオーブンバーナ４の消火処理とを繰り返すオーブンバーナ４の点消火処
理を行う。
【００５９】
　加熱制御部５１は、次のＳＴＥＰ７で、点火・消火ボタン６によりオーブンバーナ４の
燃焼運転の停止が指示されるまでオーブン調理制御（オーブンバーナ４の点消火処理）を
継続し、オーブンバーナ４の燃焼運転の停止が指示されたときにＳＴＥＰ８に進む。
【００６０】
　ＳＴＥＰ８で、加熱制御部５１は、電磁開閉弁３８を閉弁してオーブンバーナ４の消火
処理を行う。
【００６１】
　一方、ＳＴＥＰ２で、コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂのうち１つでも燃焼状態であれば
ＳＴＥＰ２１に進み、加熱制御部５１は、電磁開閉弁３８を開弁するとともに点火電極４
１を作動させてオーブンバーナ４の初期点火処理を行い、ＳＴＥＰ６に進む。この場合は
、弁故障判定部５２によるセーフティバルブ３６Ｌ，３６Ｒ，３６Ｂの開弁故障の検知は
行われない。なぜなら、コンロバーナ２が点火操作されたときに、セーフティバルブ３６
Ｌ，３６Ｒ，３６Ｂに開弁故障が生じていないと判定されているため、弁故障判定部５２
による開弁故障の検知を行わなくても検知の遅れによる問題が生じることがないためであ
る。
【００６２】
　本実施形態のガスコンロ１によれば、オーブン３が点火操作されてオーブンバーナ４の
初期点火処理が行われるときに、全てのコンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂが燃焼停止状態で
ある場合には、点火電極３９Ｌ，３９Ｒ，３９Ｂが作動し、各コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，
２Ｂのセーフティバルブ３６Ｌ，３６Ｒ，３６Ｂの開弁故障の有無が検査される。一方、
コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂのうち１つでも燃焼状態であれば点火電極３９Ｌ，３９Ｒ
，３９Ｂは作動しない。また、オーブン３のオーブン調理制御においてオーブンバーナ４
の点消火処理が行われるときには、点火電極３９Ｌ，３９Ｒ，３９Ｂは作動しない。
【００６３】
　したがって、本実施形態のガスコンロ１によれば、オーブンバーナ４を断続的に燃焼さ
せてオーブン調理を行う際に、各コンロバーナ２Ｌ，２Ｒ，２Ｂのセーフティバルブ３６
Ｌ，３６Ｒ，３６Ｂの開弁故障を早期に検知することができ、また、点火電極３９Ｌ，３
９Ｒ，３９Ｂの作動に伴って火花放電が生じる回数を減らして、ユーザに違和感や不安感
を与えることを防ぐことができる。
【００６４】
　なお、オーブンバーナ４は、オーブン調理専用に設けられるものであってもよく、グリ
ル調理と兼用されるものであってもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　１…ガスコンロ、２，２Ｌ，２Ｒ，２Ｂ…コンロバーナ、３…オーブン、４…オーブン
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バーナ、５Ｌ、５Ｒ，５Ｂ…第１運転スイッチ、６…第２運転スイッチ、３１Ｌ，３１Ｒ
，３１Ｂ…第１ガス分岐路、３２…第２ガス分岐路、３３…主ガス供給路、３４…元弁、
３６Ｌ，３６Ｒ，３６Ｂ…第１分岐弁、３８…第２分岐弁、３９Ｌ，３９Ｒ，３９Ｂ…第
１点火電極、４１…第２点火電極、４０Ｌ，４０Ｒ，４０Ｂ…第１炎検出部、４２…第２
炎検出部、５１…加熱制御部、５２…弁故障判定部。

【図１】 【図２】
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