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(57)【要約】
【課題】輻射熱を放出する外筒の前面部の温度が過度に
上昇することを抑制できる暖房装置を提供する。
【解決手段】暖房装置１００は、燃焼を行うバーナ部２
と、バーナ部２の上方に配置された外筒３と、外筒３の
後方に配置され、前方に向けて送風する対流用ファン５
とを備えている。外筒３は、平板状を呈する前面部３１
１を有している。そして、外筒３の上方に、対流用ファ
ン５から送られる空気を前面部３１１の表面に当たるよ
うに導くガイド部材９が設けられている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼を行うバーナ部と、
　前記バーナ部の上方に配置された外筒と、
　前記外筒の後方に配置され、前方に向けて送風する対流用ファンと、を備え、
　前記外筒は、平板状を呈する前面部を有し、
　前記外筒の上方に、前記対流用ファンから送られる空気を前記前面部の表面に当たるよ
うに導くガイド部材が設けられている
　ことを特徴とする暖房装置。
【請求項２】
　前記ガイド部材は、
　正面視して左右に延びる帯状の水平な第１板部と、
　前記第１板部の前端縁から下方に延びる帯状の第２板部と、を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の暖房装置。
【請求項３】
　前記ガイド部材は、
　前記第２板部の下端縁から後方に延びる帯状の第３板部をさらに有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の暖房装置。
【請求項４】
　前記外筒の上方に、後方から前方に延びる水平空間が形成されており、
　前記ガイド部材は、前記水平空間の前方に配置されている
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の暖房装置。
【請求項５】
　前記外筒の上方に、水平方向に沿って上仕切板が設置されており、
　前記上仕切板は、該上仕切板の長手方向の両端部よりも上方に位置するように一段高く
形成された中央部を有しており、
　前記水平空間は、前記外筒と前記上仕切板との間に形成されている
　ことを特徴とする請求項４に記載の暖房装置。
【請求項６】
　前記上仕切板は、前記中央部の後端縁から後方に行くほど高くなるように斜め上方に延
びている傾斜部を有している
　ことを特徴とする請求項５に記載の暖房装置。
【請求項７】
　前記対流用ファンは、ボス部と、該ボス部の外周面にそれぞれ設けられた複数枚の羽根
と、を有し、
　前記ガイド部材の上下方向の中心を通る水平方向に沿う中心線は、前記羽根の内径と外
径との中央値の径を持つ円の上端よりも上方に位置している
　ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の暖房装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、暖房装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バーナ部で発生した燃焼ガスを放熱器に導いて該放熱器の前面部を加熱し、該前面部か
ら輻射熱を放出することで、室内の暖房を行う暖房装置が提案されている（例えば、特許
文献１参照）。この暖房装置では、放熱器は前後幅が薄い扁平箱状に形成されており、該
放熱器の幅広の前面部が装置の前側に配置されている。そして、バーナ部が、放熱器の背
面部に、該放熱器の前面部に向かって対向するように設置されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－４１５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の暖房装置では、放熱器（外筒）の前面部が過度に加
熱されてしまうおそれがある。そして、放熱器（外筒）の前面部の温度が過度に上昇する
と、体の中に入ってじんわりと温まらせる遠赤外線の輻射量が減少し、体の表面をじりじ
りと熱くする近赤外線の輻射量が増加してしまう。また、放熱器（外筒）の前面部が赤熱
してしまうので外観上からも好ましくない。
【０００５】
　本発明は、前記した事情に鑑みてなされたものであり、輻射熱を放出する外筒の前面部
の温度が過度に上昇することを抑制できる暖房装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明に係る暖房装置は、燃焼を行うバーナ部と、前記バ
ーナ部の上方に配置された外筒と、前記外筒の後方に配置され、前方に向けて送風する対
流用ファンと、を備えている。前記外筒は、平板状を呈する前面部を有している。そして
、前記外筒の上方に、前記対流用ファンから送られる空気を前記前面部の表面に当たるよ
うに導くガイド部材が設けられている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、輻射熱を放出する外筒の前面部の温度が過度に上昇することを抑制で
きる暖房装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る暖房装置を示す外観斜視図である。
【図２】暖房装置のガード体等の正面側の部材を省略した斜視図である。
【図３】暖房装置の縦断面図である。
【図４】外筒およびバーナ部の支持構造を示す斜視図である。
【図５】外筒およびバーナ部の支持構造を示す分解斜視図である。
【図６】外筒の後側部材を前方から見た斜視図である。
【図７】外筒の後側部材を後方から見た斜視図である。
【図８】外筒、接続部材、バーナ部および熱交換器の断面斜視図である。
【図９】外筒および接続部材の断面斜視図である。
【図１０】外筒および接続部材の分解断面斜視図である。
【図１１】外筒、仕切板および対流用ファンを模式的に示す部分断面平面図である。
【図１２】外筒、上仕切板およびガイド部材の断面斜視図である。
【図１３】外筒、上仕切板およびガイド部材の側断面図である。
【図１４】ガイド部材の組付け方法を説明するための側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。
　なお、各図において、共通する構成要素や同種の構成要素については、同一の符号を付
し、それらの重複する説明を適宜省略する。
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る暖房装置１００を示す外観斜視図である。説明の便
宜上、暖房装置１００における前後左右上下の方向を図１に示すように設定する。
【００１１】
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　図１に示すように、本発明の一実施形態に係る暖房装置１００は、該暖房装置１００の
構成部品を内蔵する筐体をなす本体ケース１を備えている。本体ケース１の上面の手前側
には、暖房運転の開始や暖房運転における火力等の設定が可能なボタンを複数備えた操作
部１１が設けられている。また、本体ケース１の前面の上側には、通常の暖房運転時に設
定温度や室内温度を表示し、異常発生時に所定のエラーコードを表示して使用者に異常内
容を報知する表示部１２が設けられている。
【００１２】
　本体ケース１の前面の左右には、温風を室内に吹き出す縦長吹出部１３がそれぞれ設け
られている。また、本体ケース１の正面には、使用者が高熱部分に直接触れることを防止
するガード体１４が取り付けられている。
【００１３】
　図２は、図１に示される暖房装置１００のガード体１４等の正面側（前側）の部材を省
略した斜視図である。図３は、図１に示される暖房装置１００の縦断面図である。
【００１４】
　図３に示すように、暖房装置１００は、バーナ部２と、外筒３と、熱交換器４と、対流
用ファン５と、燃油供給部６と、空気供給部７（図１参照）とを備えている。
【００１５】
　バーナ部２は、本体ケース１内の下部に配置されており、燃焼を行う。バーナ部２は、
空気供給部７に備わる燃焼用ファン（図示せず）によって室内から吸引されて供給される
空気と、燃油供給部６から供給される燃油とを予混合して燃焼させるものである。
【００１６】
　外筒３は、バーナ部２の上方に配置されている。外筒３の下部は、バーナ部２の外周上
部を囲んでいる。外筒３は、筒状を呈する金属製部材であり、バーナ部２で発生した炎や
燃焼ガスが通過する。外筒３は、扁平な箱状を呈する箱状部３１と、箱状部３１の後方に
連設されたドーム部３２とを有している。ドーム部３２は、箱状部３１に連通している。
【００１７】
　図２に示すように、外筒３の箱状部３１は、平板状を呈する前面部３１１を有している
。平板状には、略平坦な板形状が含まれる。外筒３の前面部３１１の下部には、耐熱ガラ
ス３１４が取り付けられている。
【００１８】
　本体ケース１内の外筒３の上方には、上仕切板１９が水平方向に沿って設置されている
。上仕切板１９は、該上仕切板１９の長手方向の両端部よりも上方に位置するように一段
高く形成された中央部１９１を有している。中央部１９１は、外筒３の直上に位置してい
る。また、上仕切板１９は、中央部１９１の後端縁から後方に行くほど高くなるように斜
め上方に延びている傾斜部１９２を有している。
【００１９】
　図３に示すように、ドーム部３２は、前面部３１１の後方に位置する背面部３２１を有
している。背面部３２１の後方下部には、バーナヘッド２１（図５参照）の炎孔から放出
される気化した燃油に着火する点火プラグ２２と、炎の状態を監視するフレームロッド２
３とが、背面部３２１を貫通して取り付けられている。
【００２０】
　ドーム部３２は、箱状部３１の下側寄りに設けられている。つまり、箱状部３１におけ
るドーム部３２の下端よりも下方に位置する部分は、箱状部３１におけるドーム部３２の
上端よりも上方に位置する部分よりも、上下方向の寸法が小さい。
【００２１】
　熱交換器４は、バーナ部２で発生した燃焼ガスと、本体ケース１の背面に取り付けられ
た対流用ファン５から送られる空気とを熱交換する。対流用ファン５は、外筒３の後方に
配置されており、前方に向けて送風する。対流用ファン５は、モータ５１の回転軸５２に
接続されるボス部５３と、該ボス部５３の外周面にそれぞれ設けられた複数枚の羽根５４
とを有している。熱交換器４は、外筒３の箱状部３１の後方上部に接続されている。また
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、熱交換器４は、ドーム部３２の上方に配置されている（図８も参照）。
【００２２】
　熱交換器４は、左右にそれぞれ配置された一対の箱状のヘッダ部４１，４１（ここでは
右側のヘッダ部４１は図示せず）と、左右一対のヘッダ部４１，４１の間に配置され両者
を連通するパイプ部４２とを有している。ここでは、右側のヘッダ部４１が外筒３の箱状
部３１に連通しており、左側のヘッダ部４１が排気管４３に連通している。バーナ部２で
発生した燃焼ガスは、外筒３内を上昇して熱交換器４に流入するようになっている。
【００２３】
　図４は、外筒３およびバーナ部２の支持構造を示す斜視図である。図５は、外筒３およ
びバーナ部２の支持構造を示す分解斜視図である。図６は、外筒３の後側部材３４を前方
から見た斜視図である。図７は、外筒３の後側部材３４を後方から見た斜視図である。
【００２４】
　図４、図５に示すように、バーナ部２と外筒３との間に、接続部材８が介装されている
。接続部材８は、外筒３の底部３２４に接続されている。バーナ部２に設けられた水平な
取付用板部２６は、接続部材８の下仕切板８２の下面側に、シール部材２４を間に挟んで
取り付けられている。接続部材８は、暖房装置１００の本体ケース１内の下部に水平に設
置された水平板１５の上に取り付けられている。水平板１５は、本体ケース１の底面上に
設置された支持脚１６の上に取り付けられている。
【００２５】
　水平板１５は、平面視してコ字状（四角張ったＵ字状）を呈している。すなわち、水平
板１５は、中央部の前方に切欠部１５１が形成されており、左右に一対の平面部１５２，
１５２を有している。バーナ部２は、平面視して水平板１５の切欠部１５１内に位置して
いる。接続部材８の左右の端部が、一対の平面部１５２，１５２の上にそれぞれ載置され
て支持されている。支持脚１６は、水平板１５と同様に平面視してコ字状を呈しており、
水平板１５を安定して支持することができる。
【００２６】
　外筒３は、前側部材３３と、後側部材３４とを備えている。前側部材３３および後側部
材３４は、例えば、鋼板等の金属板にプレス加工を施すことによって、それぞれ製作され
得る。
【００２７】
　前側部材３３は、前面部３１１と、前面部３１１の外周縁から後方に延びる周壁部３１
２と、周壁部３１２の後端縁から鉛直面に沿って広がって延びる前側フランジ部３１３と
を有している。前面部３１１の下部には、耐熱ガラス３１４（図２参照）が取り付けられ
る窓部３１５が形成されている。
【００２８】
　図６、図７に示すように、後側部材３４は、背面部３２１と、背面部３２１の前端縁か
ら鉛直面に沿って広がって延びる後面部３２２と、後面部３２２の外周に設けられた後側
フランジ部３２３とを有している。後側部材３４の後側フランジ部３２３は、前側部材３
３の前側フランジ部３１３（図４参照）に接合される。ここで、前側部材３３と、後側部
材３４の後面部３２２および後側フランジ部３２３とは、箱状部３１（図３参照）を構成
している。後側部材３４の背面部３２１は、ドーム部３２（図３参照）を構成している。
【００２９】
　背面部３２１は、後方に向けて膨出しており、ドーム形状が鉛直面で二分割されたうち
の一方である半ドーム形状を呈している。ドーム形状とは、丸（円）屋根の形状を含む形
状をいい、丸（円）屋根には略半球形状を呈する屋根が含まれる。背面部３２１と後面部
３２２とは、適当な曲率半径を有する滑らかな曲面で接続されていることが好ましい。背
面部３２１の前端縁は、正面（前側）から見て、上部が先端に丸みを有する山形を呈して
おり、下部が水平な直線を呈している。
【００３０】
　背面部３２１は、半円の板状を呈する水平な底部３２４を有している。背面部３２１の
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底部３２４、すなわち外筒３の底部３２４には、バーナ部２の上方に位置する開口部３２
５が形成されている。開口部３２５は、バーナ部２と鉛直方向の同軸上に位置する。後面
部３２２の上部右側には、熱交換器４の右側のヘッダ部４１と接続する接続孔３２６が形
成されている。
【００３１】
　図８は、外筒３、接続部材８、バーナ部２および熱交換器４の断面斜視図である。図９
は、外筒３および接続部材８の断面斜視図である。図１０は、外筒３および接続部材８の
分解断面斜視図である。
【００３２】
　図８～図１０に示すように、外筒３の底部３２４は、底部側円筒部３２７と、底部側環
状部３２８とを有している。底部側円筒部３２７は、底部３２４の開口部３２５の内周縁
から上方に延びており、円筒状を呈している。底部側環状部３２８は、底部側円筒部３２
７の上端縁から径方向内側に延びており、環状を呈している。底部側円筒部３２７と底部
側環状部３２８とは、適当な曲率半径を有する滑らかな曲面で接続されていてもよい。
【００３３】
　図５に示すように、接続部材８は、首部８１と、下仕切板８２とを有している。首部８
１は、バーナ部２の径方向外側に配置されており、円筒状を呈している。下仕切板８２は
、首部８１の下端側から径方向外側に略水平に延びている。
【００３４】
　図９、図１０に示すように、接続部材８の首部８１は、首部側円筒部８１１と、首部側
環状部８１２とを有している。首部側円筒部８１１は円筒状を呈している。首部側環状部
８１２は、首部側円筒部８１１の上端縁から径方向内側に延びており、環状を呈している
。首部側円筒部８１１と首部側環状部８１２とは、適当な曲率半径を有する滑らかな曲面
で接続されていてもよい。
【００３５】
　接続部材８の首部側円筒部８１１の上部は、外筒３の底部３２４の底部側円筒部３２７
内に嵌合している。また、接続部材８の前記首部側環状部８１２は、外筒３の底部３２４
の底部側環状部３２８の下面に接触している。このようにして、接続部材８の首部８１の
上部が、外筒３の底部３２４に接続されている。
【００３６】
　図１１は、外筒３、仕切板１７および対流用ファン５を模式的に示す部分断面平面図で
ある。図１１では、外筒３のみが断面図で示されている。
　図１１に示すように、外筒３の周囲には、該外筒３の左右両側および後側を覆う仕切板
１７が設けられている。仕切板１７は、水平板１５（図５参照）上に設置されて支持され
ている。仕切板１７は、外筒３の左右両側にそれぞれ配置された側方仕切板１７１，１７
１と、外筒３の後方に配置された後仕切板１７２とを備えている。
【００３７】
　後仕切板１７２の上端縁は、側方仕切板１７１の上端縁よりも下方に位置している。つ
まり、左右両側の側方仕切板１７１，１７１の間における後仕切板１７２の上方には、開
口部１７３が形成されている。対流用ファン５から送られる空気は、開口部１７３を通っ
て熱交換器４および外筒３に当たるようになっている。
【００３８】
　側方仕切板１７１は、奥側仕切板１７４と、傾斜仕切板１７５と、前側仕切板１７６と
を備えている。奥側仕切板１７４は、後仕切板１７２の横方向（左右方向）の端縁から前
方に延びている。傾斜仕切板１７５は、奥側仕切板１７４の前端縁から前方に行くほど外
筒３から離れるように斜め前方に延びている。前側仕切板１７６は、傾斜仕切板１７５の
前端縁から横方向（左右方向）に延びている。傾斜仕切板１７５および前側仕切板１７６
の前面には、化粧板１８が取り付けられている。縦長吹出部１３は、外筒３の前面部３１
１と、傾斜仕切板１７５との間に形成されている。
【００３９】
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　図１、図３に示すように、外筒３の上方にガイド部材９が設けられている。ガイド部材
９は、対流用ファン５から送られる空気を前面部３１１の表面に当たるように導くもので
ある。ガイド部材９は、化粧板としても機能する。
【００４０】
　図３に示すように、外筒３の上方に、後方から前方に延びる水平空間３５が形成されて
いる。水平空間３５は、具体的には、外筒３と上仕切板１９との間に形成されている。ガ
イド部材９は、水平空間３５の前方に配置されている。ガイド部材９の上下方向の中心を
通る水平方向に沿う中心線９４は、対流用ファン５の羽根５４の内径（ボス部５３の外径
）と羽根５４の外径との中央値の径を持つ円の上端５５よりも上方に位置している。
【００４１】
　図１２は、外筒３、上仕切板１９およびガイド部材９の断面斜視図である。図１３は、
外筒３、上仕切板１９およびガイド部材９の側断面図である。図１４は、ガイド部材９の
組付け方法を説明するための側断面図である。
【００４２】
　図１２、図１３に示すように、ガイド部材９は、正面視して左右に延びる帯状の水平な
第１板部９１と、第１板部９１の前端縁から下方に延びる帯状の第２板部９２とを有して
いる。ガイド部材９の第２板部９２の下端縁は、外筒３の周壁部３１２の上面よりも僅か
に下方に位置している。また、ガイド部材９は、第２板部９２の左右の端縁から後方にそ
れぞれ延びる側面部９５と、側面部９５の後端縁から左右にそれぞれ延びる取付面部９６
とを有している。図１３に示すように、ガイド部材９は、第２板部９２の下端縁から後方
に延びる帯状の第３板部９３をさらに有していてもよい。第３板部９３の後端縁は、外筒
３の前面部３１１から前方に離間している。
【００４３】
　図１２～図１４に示すように、ガイド部材９の第１板部９１が、取付用孔９１１（図１
２参照）を用いたねじ締結によって、上仕切板１９の前方上面に取り付けられている。ま
た、ガイド部材９の取付面部９６が、取付用孔９６１（図１２参照）を用いたねじ締結に
よって、本体ケース１に取り付けられている。
【００４４】
　次に、本実施形態に係る暖房装置１００の動作について説明する。
　操作部１１において運転スイッチがオン操作されると、バーナ部２は予熱を開始し、燃
油供給部６、空気供給部７が駆動させられて、バーナ部２で燃油が燃焼させられる。
【００４５】
　図３に示すように、バーナ部２で発生した炎や燃焼ガスは、外筒３内で完全燃焼しなが
ら、矢印２５（図１１も参照）で示す方向に流れて上昇する。外筒３を通った燃焼ガスは
、熱交換器４に流入し、熱交換器４を通過した後、排気管４３を経て排気ガスとして屋外
に排気される。この際、外筒３は、バーナ部２で発生した炎や燃焼ガスによって加熱され
、外筒３の前面部３１１から前方に向けて輻射熱が放出される。
【００４６】
　そして、対流用ファン５の駆動が開始されると、対流用ファン５によって室内の空気が
本体ケース１内に取り込まれる。対流用ファン５によって取り込まれた空気は、図１１に
矢印５６ａで示す方向に流れて、加熱された外筒３や熱交換器４と熱交換して加熱され、
温風となって縦長吹出部１３から室内に吹き出される。
　このようにして、室内の暖房が行われる。
【００４７】
　対流用ファン５からの空気の一部は、図３の矢印５６ｂで示すように、外筒３の上方に
形成された水平空間３５を通って前方に送られた後、ガイド部材９によって下方へ導かれ
て流れる。また、対流用ファン５からの空気の一部は、矢印５６ｃで示すように、外筒３
の背面部３２１と後仕切板１７２との間を通り、外筒３の底部３２４と接続部材８の下仕
切板８２との間を通った後、本体ケース１外へ流れる。さらに、対流用ファン５からの空
気の一部は、後仕切板１７２の背面側を通り、暖房装置１００の本体ケース１内の下部に
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送られた後、本体ケース１外へ流れる。
【００４８】
　前記したように、本実施形態に係る暖房装置１００は、燃焼を行うバーナ部２と、バー
ナ部２の上方に配置された外筒３と、外筒３の後方に配置され、前方に向けて送風する対
流用ファン５とを備えている。外筒３は、平板状を呈する前面部３１１を有している。そ
して、外筒３の上方に、対流用ファン５から送られる空気を前面部３１１の表面に当たる
ように導くガイド部材９が設けられている。
【００４９】
　このような本実施形態では、対流用ファン５から送られた空気がガイド部材９によって
導かれて外筒３の前面部３１１の表面に当たるため、外筒３の前面部３１１を冷却するこ
とができる。これにより、輻射熱を放出する前面部３１１の過度な温度上昇を抑制するこ
とができる。
　すなわち、本実施形態によれば、輻射熱を放出する外筒３の前面部３１１の温度が過度
に上昇することを抑制できる暖房装置１００を提供することができる。
　したがって、遠赤外線の輻射量を増加させることができ、暖房感が向上する。
　また、外筒３の前面部３１１の赤熱状態を抑制できるため、外観上からも好ましいとと
もに、外筒の耐久性が向上する。
　さらに、対流用ファン５から送られた空気が外筒３の前面部３１１の表面に当たって熱
交換されることで、暖房装置１００の前方に流れる温風の温度が上昇するため、暖房感が
向上する。
【００５０】
　また、本実施形態では、ガイド部材９は、正面視して左右に延びる帯状の水平な第１板
部９１と、第１板部９１の前端縁から下方に延びる帯状の第２板部９２とを有している（
図１２参照）。
　この構成では、対流用ファン５から送られた空気を、上方や前方に向かうことを抑制し
つつ、外筒３の前面部３１１の表面に当たるように下方に導くことができる。これにより
、外筒３の前面部３１１に対して空気がより効率的に当たるようになる。
【００５１】
　また、本実施形態では、ガイド部材９は、第２板部９２の下端縁から後方に延びる帯状
の第３板部９３をさらに有している（図１３参照）。
　この構成では、対流用ファン５から送られた空気を、外筒３の前面部３１１に、より向
かうように導くことができる。また、第２板部９２（図１２参照）の下端縁を正面側から
見えなくすることができ、外観上からも好ましい。
【００５２】
　また、本実施形態では、外筒３の上方に、後方から前方に延びる水平空間３５が形成さ
れており、ガイド部材９は、水平空間３５の前方に配置されている。
　この構成では、対流用ファン５から送られた空気の流れが弱められることなくガイド部
材９によって導かれて外筒３の前面部３１１の表面に当たる。このため、外筒３の前面部
３１１を効率的に冷却することができる。
【００５３】
　また、本実施形態では、外筒３の上方に、水平方向に沿って上仕切板１９が設置されて
いる。上仕切板１９は、該上仕切板１９の長手方向の両端部よりも上方に位置するように
一段高く形成された中央部１９１を有している。そして、水平空間３５は、外筒３と上仕
切板１９との間に形成されている。
　この構成では、対流用ファン５から送られた空気を、一段高く形成された中央部１９１
によって流路断面積を確保しつつ、外筒３と上仕切板１９との間の水平空間３５を通って
ガイド部材９に向けて送ることができる。
【００５４】
　また、本実施形態では、上仕切板１９は、中央部１９１の後端縁から後方に行くほど高
くなるように斜め上方に延びている傾斜部１９２を有している。
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　この構成では、対流用ファン５から送られた空気を、効果的に水平空間３５に導いて、
ガイド部材９に向けて送ることができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、対流用ファン５は、ボス部５３と、該ボス部５３の外周面にそ
れぞれ設けられた複数枚の羽根５４とを有している。また、ガイド部材９の上下方向の中
心を通る水平方向に沿う中心線９４は、羽根５４の内径と外径との中央値の径を持つ円の
上端５５よりも上方に位置している。
　この構成では、ガイド部材９は、羽根５４の上部において強い風を生じさせる径方向外
側部分に対向するようになる。したがって、対流用ファン５から送られた強い風をガイド
部材９によって導いて外筒３の前面部３１１の表面に当てることができる。このため、外
筒３の前面部３１１をより効率的に冷却することができる。
【００５６】
　以上、本発明について、実施形態に基づいて説明したが、本発明は、前記実施形態に記
載した構成に限定されるものではない。本発明は、前記実施形態に記載した構成を適宜組
み合わせ乃至選択することを含め、その趣旨を逸脱しない範囲において適宜その構成を変
更することができるものである。また、前記実施形態の構成の一部について、追加、削除
、置換をすることができる。
【００５７】
　例えば、ガイド部材９は、外筒３の上部に設けられた取付用ブラケットに取り付けられ
てもよい。このように構成すれば、外筒３とガイド部材９との相互の位置関係がより正確
になるため、対流用ファン５から送られた空気を外筒３の前面部３１１の表面に、より正
確に当てることができる。この場合、取付用ブラケットは、空気の流れを極力阻害しない
小型の形状に形成されることが好ましい。
　また、ガイド部材９によって、外筒３と上仕切板１９との間の水平空間３５を通る空気
のみならず、上仕切板１９の上側を通る空気も、前面部３１１の表面に当たるように導か
れるように構成されてもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１９　　上仕切板
　１９１　中央部
　１９２　傾斜部
　２　　　バーナ部
　３　　　外筒
　３１１　前面部
　３５　　水平空間
　５　　　対流用ファン
　５３　　ボス部
　５４　　羽根
　５５　　上端
　９　　　ガイド部材
　９１　　第１板部
　９２　　第２板部
　９３　　第３板部
　９４　　中心線
　１００　暖房装置
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