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(57)【要約】
【課題】効率よく輻射熱を放出することができる暖房装
置を提供することを課題とする。
【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の上方に配置されてバーナ部２で発生し
た燃焼ガスによって加熱される外筒３と、を備えている
。外筒３は、平板状を呈する前面部３１１と、前面部３
１１の後方に位置する背面部３２１と、を有している。
外筒３の左右側方には、空間Ｓ１を介して側方仕切板１
７１がそれぞれ設けられ、左右の側方仕切板１７１の前
端部には、平面視して、外筒３側の端縁を背面部３２１
側に潜り込ませるようにして、後から前へ斜めに拡開し
た傾斜部１８ａを有する化粧板１８を備えている。
【選択図】図８
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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て前記バーナ部で発生した燃焼ガスによって加熱される
外筒と、を備え、
　前記外筒は、
　平板状を呈する前面部と、
　前記前面部の後方に位置する背面部と、を有し、
　前記外筒の左右側方には、空間を介して側方仕切板がそれぞれ設けられ、
　左右の前記側方仕切板の前端部には、平面視して、外筒側の端縁を前記背面部側に潜り
込ませるようにして、後から前へ斜めに拡開した傾斜部を有する輻射板を備えている
　ことを特徴とする暖房装置。
【請求項２】
　前記背面部の後側には、前記空間を介して対流用ファンが配置され、
　前記外筒の外周部に形成されたフランジ部と、前記輻射板との間には、前記外筒の輻射
熱と、前記対流用ファンからの風とを熱交換させた温風が吹き出される縦長吹出部が形成
されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の暖房装置。
【請求項３】
　前記輻射板は、
　前記外筒側の前端部に形成されて前記対流用ファンからの風を前方に流すためのガイド
部と、
　前記ガイド部と前記側方仕切板との間に形成された中空部と、
　を有している
　ことを特徴とする請求項２に記載の暖房装置。
【請求項４】
　前記背面部は、
　平面視して半円状、または、円弧状に形成されると共に、側面視して裾広がりに傾斜し
ている
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の暖房装置。
【請求項５】
　前記輻射板は、本体ケースの前側左右両端部に、上下方向に延設されている
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項４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（３０）で発生した燃焼炎（Ａ２）を熱交換器（２０）内に放出して熱交換器（
２０）の前面パネル（２１）を加熱し、その前面パネル（２１）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）。
【０００３】
　特許文献１に記載の暖房装置の熱交換器（２０）は、前後幅が薄い扁平箱状に形成され
ており、熱交換器（２０）の幅広の前面パネル（２１）が装置の略前側全体に亘って配置
されている。熱交換器（２０）内に放出された燃焼炎（Ａ２）の排ガスは、熱交換器（２
０）の上部の排ガス出口（２４）から補助熱交換器（５０）を介在して排気筒（６０）か
ら排気される。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００１－４１５８２号公報（図２及び図４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の暖房装置では、バーナ（３０）で発生した燃焼炎（Ａ２）が中空の
箱状に形成された熱交換器（２０）内に噴出されるため、熱交換器（２０）全体が加熱さ
れる。このため、熱交換器（２０）は、前面パネル（２１）だけではなく、熱交換器（２
０）の後面側からも輻射熱を放出して無駄にキャビネット（１０）内全体を加熱している
。また、キャビネット（１０）内は、バーナ（３０）及び補助熱交換器（５０）によって
も加熱されて、熱気がこもり、内部温度が上昇するという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、前記した問題を解決し、効率よく輻射熱を放出することができる暖房装置を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するため、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て前記バーナ部で発生した燃焼ガスによって加熱される外筒と、を
備え、前記外筒は、平板状を呈する前面部と、前記前面部の後方に位置する背面部と、を
有し、前記外筒の左右側方には、空間を介して側方仕切板がそれぞれ設けられ、左右の前
記側方仕切板の前端部には、平面視して、外筒側の端縁を前記背面部側に潜り込ませるよ
うにして、後から前へ斜めに拡開した（横断面視してハの字状に配置された）傾斜部を有
する輻射板を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、効率よく輻射熱を放出することが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】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る暖房装置の一例を示す斜視図である。
【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】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ断面斜視図である。
【図４】暖房装置の縦断面図である。
【図５】暖房装置の要部分解斜視図である。
【図６】外筒、化粧板（輻射板）、仕切板及び対流ファンの斜視図である。
【図７】外筒、化粧板、仕切板及び対流ファンの断面斜視図である。
【図８】外筒、化粧板、仕切板及び対流ファンの横断面図である。
【図９】仕切板の拡大斜視図である。
【図１０】化粧板及び仕切板の拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１～図１０を参照して、本発明の実施形態に係る暖房装置１００を説明する。
　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。
【００１１】
　図１に示すように、暖房装置１００は、種類、構造、形状、吸排気方式等は特に限定さ
れない。以下、暖房装置１００の一例として、ＦＦ式ストーブを例に挙げて説明する。暖
房装置１００は、本体ケース１と、バーナ部２（図３参照）と、外筒３と、熱交換器４（
図３参照）と、対流用ファン５と、燃油供給部６（図３参照）と、空気供給部７と、仕切
板１７（図５参照）と、化粧板１８（輻射板）と、を備えている。
【００１２】
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　本体ケース１は、暖房装置１００の構成部品を内蔵する筐体を成す機器本体である。本
体ケース１は、下皿１０の上面に取り付けられている。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１
１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。
【００１３】
　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。
【００１４】
　図３及び図４に示すように、バーナ部２は、燃焼を行う箇所である。バーナ部２は、本
体ケース１内の下部に配置されている。バーナ部２は、空気供給部７（図１参照）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。
【００１５】
　外筒３は、バーナ部２で発生した燃焼ガスによって加熱される部材である。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。図５に示すように、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及び後側部材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。図４に示すように、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。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。外筒３の左右側方には、空間Ｓ１を介して側方仕切板１７１（図６～図８
参照）がそれぞれ設けられている。
【００１６】
　図２及び図３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が取り付けられた窓部が形成されている。
【００１７】
　図４または図５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２３
とが、背面部３２１を貫通して配置されている。点火プラグ２２及びフレームロッド２３
は、後仕切板１７２（後側遮熱板）の支持板設置孔１７２ｈに挿着された支持板１７７に
保持されている。その支持板１７７は、さらに、背面部３２１にねじ止めされている。
【００１８】
　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。
【００１９】
　図５に示すように、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３１２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。
【００２０】
　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。
【００２１】
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　図４または図８に示すように、背面部３２１の後側には、空間Ｓ１を介して対流用ファ
ン５が配置されている。背面部３２１は、平面視して半円状、または、円弧状に形成され
ると共に、側面視して裾広がりに傾斜している。
【００２２】
　図５に示すように、後側部材３４の後側フランジ部３２３は、前側部材３３の前側フラ
ンジ部３１３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及び
後側フランジ部３２３とは、箱状部３１（図４参照）を構成している。後側部材３４の背
面部３２１は、ドーム部３２（図４参照）を構成している。
【００２３】
　図７及び図８に示すように、外筒３の外周部に形成された前側フランジ部３１３及び後
側フランジ部３２３と、化粧板１８との間には、外筒３の輻射熱と、対流用ファン５から
の風とを熱交換させた温風が吹き出される縦長吹出部１３が形成されている。
【００２４】
　図４に示すように、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。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、熱交換器４は、ドーム部３２
の上方に配置されている。また、熱交換器４は、対流用ファン５の前方に配置されている
。
【００２５】
　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。
【００２６】
　図４に示すように、対流用ファン５は、外筒３及び熱交換器４の後方に配置されて、前
方に向けて送風する対流用送風機である。対流用ファン５は、モータ５１と、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。対流用ファン５は、本体ケース１の後部上側に配置さ
れている。外筒３と対流用ファン５との間には、外筒３から対流用ファン５に向けて放出
される放射熱ａ１を抑制する後仕切板１７２が設けられている。
【００２７】
　図４及び図５に示すように、バーナ部２と外筒３との間には、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。
【００２８】
　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
８１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。
【００２９】
　図３または図５に示すように、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。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。
【００３０】
　図４または図５に示すように、支持脚１６は、水平板１５と同様に、平面視してコ字状
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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。
【００３１】
　図５に示すように、外筒３の周囲には、該外筒３の左右両側及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上に設置されて支持されている。仕切板１
７は、外筒３の左右両側にそれぞれ配置された側方仕切板１７１，１７１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。
【００３２】
　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。図４に示すように、後仕切板１７２は、外筒３の背面部３
２１全体を空間Ｓ１を介して覆うように配置されると共に、対流用ファン５の羽根５４の
下側外周部５４ａに対向配置されて、羽根５４によって送風された空気を空間Ｓ１側（矢
印ｇ方向）及び下方向（矢印ｄ方向）にそれぞれ分流して導くように形成されている。こ
のため、対流用ファン５から送られた上側及び中央部に空気（矢印ｂ）は、開口部１７３
を通って熱交換器４及び外筒３に当たるようになっている。また、対流用ファン５から送
られた下側の空気（矢印ｃ）は、後仕切板１７２に当たって下方向（矢印ｄ，ｋ方向）に
流れる。
【００３３】
　図９及び図１０に示すように、後仕切板１７２は、上側垂直部１７２ａと、傾斜部１７
２ｂと、下側垂直部１７２ｃと、スリット１７２ｄと、突出片１７２ｅと、段差部１７２
ｆと、フランジ部１７２ｇと、支持板設置孔１７２ｈと、を有している。
【００３４】
　図４に示すように、上側垂直部１７２ａは、羽根５４の下側外周部５４ａの前方に対向
配置されて、羽根５４の下側外周部５４ａによって前方（矢印ｃ方向）に流された風を下
方向（矢印ｄ，ｋ方向）に流すための箇所である。上側垂直部１７２ａは、羽根５４の下
側外周部５４ａに沿って上方向に延設された矩形の平板部分である。
【００３５】
　傾斜部１７２ｂは、上側垂直部１７２ａの下端部から後方向に傾斜した箇所である。傾
斜部１７２ｂは、外筒３の背面部３２１に略沿って形成されている。
　下側垂直部１７２ｃは、傾斜部１７２ｂの下側に形成された箇所である。下側垂直部１
７２ｃは、本体ケース１の後側内壁１ａの前側に、通気路１ｂを介して対向して垂直に配
置された矩形の平板から成る。
【００３６】
　図９及び図１０に示すように、スリット１７２ｄは、切り曲げ加工によって形成された
通気孔である。スリット１７２ｄは、切り曲げ加工を施すことで外筒３側に切り起こされ
た突出片１７２ｅを突出形成することで、形成される。スリット１７２ｄは、左右方向に
細長い貫通孔から成る。
　突出片１７２ｅは、スリット１７２ｄの下端から前側斜め上方向に突設された左右方向
に細長い片から成る。
【００３７】
　図９及び図１０に示すように、段差部１７２ｆは、下側垂直部１７２ｃの左右両端部を
それぞれ段差状（平面視してコ字状）に折り曲げて形成された箇所である。段差部１７２
ｆは、図４に示す下側垂直部１７２ｃと、本体ケース１の後側内壁１ａとの間に通気路１
ｂをするために折り曲げ形成されている。
【００３８】
　図９及び図１０に示すように、フランジ部１７２ｇは、左右の段差部１７２ｆの左右両
端部に形成された略矩形の鍔部である。左右のフランジ部１７２ｇは、左右の側方仕切板
１７１の連結フランジ部（図５参照）にそれぞれ固定されている。
　支持板設置孔１７２ｈは、前記した支持板１７７（図３参照）が挿着される貫通孔であ
る。支持板設置孔１７２ｈは、下側垂直部１７２ｃの中央部に形成されている。
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【００３９】
　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。
　図７及び図８に示すように、左右の前記側方仕切板１７１の前端部には、平面視して、
外筒３側の端縁を背面部３２１側に潜り込ませるようにして、後から前へ斜めに拡開した
傾斜部１８ａを有する化粧板１８を備えている。
【００４０】
　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及び前側仕切板１７６の前面には、化
粧板１８が取り付けられている。図２に示す縦長吹出部１３は、外筒３の前面部３１１と
、化粧板１８との間に形成されている。
【００４１】
　化粧板１８は、外筒３側の前端部に形成されて対流用ファン５からの風を前方に流すた
めのガイド部１８ｂと、ガイド部１８ｂと側方仕切板１７１との間に形成された中空部１
８ｃと、中空部１８ｃを形成するための凸部１８ｄと、化粧板１８の左右外側に形成され
たフランジ部１８ｅと、を有している。
　図２に示すように、化粧板１８は、本体ケース１の前側左右両端部に、上下方向に延設
されている。
【００４２】
　図３に示すように、外筒３の上方には、上仕切板１９の前端部に連結されたガイド部材
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。
【００４３】
≪暖房装置の作用≫
　次に、各図を参照して本発明の実施形態に係る暖房装置１００の作用を説明する。
【００４４】
　図１に示す操作部１１において運転スイッチがオン操作されると、図４に示すバーナ部
２は予熱を開始し、燃油供給部６、空気供給部７（図１参照）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】
　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上昇し、背面部３
２１に沿って上方向に流れる。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（図７及び図８に示す矢印ａ２）が放出されると共に、外筒３の背面部
３２１から後方及び左右方向に向けて輻射熱（図７及び図８に示す矢印ａ１）が空間Ｓ１
内に放出される。このため、図７及び図８に示すように、空間Ｓ１に配置されている側方
仕切板１７１及び化粧板１８は、輻射熱（矢印ａ１）に加熱される。加熱された化粧板１
８は、前側に輻射熱（矢印ａ３）を放出して室内を暖める。
【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。図４、図７あるいは図８に示すように、対流用ファン５
によって取り込まれて、前側に送り出された上側の空気（矢印ｂ）は、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。
【００４７】
　また、図４に示す対流用ファン５によって取り込まれて、対流用ファン５の前側に送り
出された下側の空気（矢印ｃ）は、後仕切板１７２の上側垂直部１７２ａに当たって案内
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されて、上側垂直部１７２ａに沿って下方向（矢印ｄ，ｋ方向）に流れる。さらに空気は
、傾斜部１７２ｂに当たり、その空気の一部が傾斜部１７２ｂに当たった抵抗で傾斜部１
７２ｂを上ってスリット１７２ｄ内に入り込んだ後、突出片１７２ｅにガイドされて、空
間Ｓ１をドーム部３２の背面部３２１に沿って上方向（矢印ｇ方向）に流れる。
【００４８】
　これにより、後仕切板１７２の前側の空間Ｓ１が温度上昇するのを抑制することができ
る。このため、外筒３の背面部３２１の輻射熱によって、対流用ファン５の手前側にある
後仕切板１７２が加熱されるのを抑制することができる。
【００４９】
　また、前記傾斜部１７２ｂに当たった空気は、傾斜部１７２ｂに案内されて下側（矢印
ｅ，ｋ方向）に流れ、下側垂直部１７２ｃと、本体ケース１の後側内壁１ａとの間の通気
路１ｂを通って、バーナ部２の下方（矢印ｆ方向）に流れた後、下側吹出部（図示省略）
から本体ケース１外へ流れる。
　このようにして、室内の暖房が行われる。
【００５０】
　以上のように、本発明の実施形態に係る暖房装置１００は、図６～図８に示すように、
燃焼を行うバーナ部２と、バーナ部２の上方に配置されてバーナ部２で発生した燃焼ガス
によって加熱される外筒３と、を備え、外筒３は、平板状を呈する前面部３１１と、前面
部３１１の後方に位置する背面部３２１と、を有し、外筒３の左右側方には、空間Ｓ１を
介して側方仕切板１７１がそれぞれ設けられ、左右の側方仕切板１７１の前端部には、平
面視して、外筒３側の端縁を背面部３２１側に潜り込ませるようにして、後から前へ斜め
に拡開した（横断面視してハの字状に配置された）傾斜部１８ａを有する化粧板１８（輻
射板）を備えている。
【００５１】
　かかる構成によれば、暖房装置１００は、図７及び図８に示すように、バーナ部２によ
って加熱される外筒３の左右側方にて側方仕切板１７１及び化粧板１８が配置されている
。このため、側方仕切板１７１及び化粧板１８は、外筒３の放射熱（矢印ａ１）によって
加熱される。加熱された化粧板１８は、左右の側方仕切板１７１の前端部にそれぞれ配置
されているので、前方に放射熱（矢印ａ３）を放出して室内を暖めることができる。その
化粧板１８は、斜めに拡開した傾斜部１８ａを有することで、化粧板１８自体からワイド
に輻射熱を放出することができる。
　このようにして、暖房装置１００は、外筒３から本体ケース１内の空間Ｓ１内に放出さ
れた放射熱（矢印ａ１）を、効率よく室内に放出して暖房することができる。
　また、化粧板１８は、側方仕切板１７１と外筒３との間に配置されているので、側方仕
切板１７１の前側部分に外筒３からの輻射熱（矢印ａ１）が直接当たって加熱されるのを
阻止する遮熱効果がある。このため、側方仕切板１７１の内側の温度が上昇するのを抑制
して、暖房装置１００内部の温度を下げることができる。
【００５２】
　また、図７及び図８に示すように、背面部３２１の後側には、空間Ｓ１を介して対流用
ファン５が配置され、外筒３の外周部に形成されたフランジ部（前側フランジ部３１３、
後側フランジ部３２３）と、化粧板１８（輻射板）との間には、外筒３の輻射熱（矢印ａ
１）と、対流用ファン５からの風とを熱交換させた温風（矢印ｂ）が吹き出される縦長吹
出部１３が形成されている。
【００５３】
　かかる構成によれば、暖房装置１００は、バーナ部２によって加熱される外筒３の外周
部に、対流用ファン５からの空気が流れる空間Ｓ１と、化粧板１８とが配置されているの
で、暖房感に寄与し難い外筒３の背面部３２１からの輻射熱（矢印ａ１）で、空間Ｓ１内
の空気と、化粧板１８とを加熱させることができる。加熱された空間Ｓ１内の空気は、対
流用ファン５からの空気によって縦長吹出部１３から室内に温風として吹き出されて室内
を暖めるので、より高い暖房感を得ることができる。また、輻射熱（矢印ａ１）で加熱さ
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れた化粧板１８は、前方に輻射熱（矢印ａ３）を放出して室内を暖めることができるので
、さらに、暖房感を向上させることができる。
【００５４】
　また、図７及び図８に示すように、化粧板１８（輻射板）は、外筒３側の前端部に形成
されて対流用ファン５からの風を前方に流すためのガイド部１８ｂと、ガイド部１８ｂと
側方仕切板１７１との間に形成された中空部１８ｃと、を有している。
【００５５】
　かかる構成によれば、化粧板１８は、ガイド部１８ｂを有することで、対流用ファン５
からの風を、暖房装置１００の前方の所望方向に流すことができる。化粧板１８は、中空
部１８ｃを有することで、ガイド部１８ｂの内側が所望以上に加熱されるのを抑制するこ
とができる。
【００５６】
　また、図７及び図８に示すように、背面部３２１は、平面視して半円状、または、円弧
状に形成されると共に、側面視して裾広がりに傾斜している。
【００５７】
　かかる構成によれば、背面部３２１は、平面視して半円状、または、円弧状に形成され
ていることで、対流ファン５によって送風された空気の流れが滑らかになって、温風を縦
長吹出部１３からスムーズに吹き出るようにすることができる。
【００５８】
　また、図２に示すように、化粧板１８（輻射板）は、本体ケース１の前側左右両端部に
、上下方向に延設されている。
【００５９】
　かかる構成によれば、化粧板１８は、本体ケース１の前側左右両端部に、上下方向に延
設されていることで、前側後左右方向にワイドに輻射熱（矢印ａ３）を放出して室内を暖
房することができる（図７及び図８参照）。
【００６０】
［変形例］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されること
なく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜に変更が可能である。
　前記実施形態では、暖房装置１００の一例としてＦＦ式ストーブを例に挙げて説明した
が、本発明はこれに限定されるものではない。本発明の暖房装置１００は、バーナ部２と
、外筒３と、側方仕切板１７１と、化粧板１８（遮熱板）を有するものであればよく、種
類、構造、形状等は特に限定されない。暖房装置１００は、そのほか、ＦＦ式以外のスト
ーブや、ファンヒータ等の暖房機器であってもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　　本体ケース
　２　　　バーナ部
　３　　　外筒
　４　　　熱交換器
　５　　　対流用ファン
　１３　　縦長吹出部
　１７　　仕切板
　１８　　化粧板（輻射板）
　１８ａ　傾斜部
　１８ｂ　ガイド部
　１８ｃ　中空部
　１００　暖房装置
　１７１　側方仕切板
　３１１　前面部
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　３１３，３２３　フランジ部
　３２１　背面部
　Ｓ１　　空間

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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