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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】１階床面には薪ストーブが設置してあり、該薪
ストーブの煙突を分岐させて２本の煙突を中段部内に所
定間隔をもって配管してある簡易ハウスを提供する。
【解決手段】四周を鉄骨柱１２を介して取り付けた断熱
壁１３に囲まれており、１階床面２１と天井面２２との
間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部１５を備
えた簡易ハウス１１であって、１階床面には薪ストーブ
２３が設置してあり、該薪ストーブの煙突２４は防火ダ
ンパ２５ａ、２５ｂによって冬は開き、夏は閉じるよう
にするとともに、防火ダンパから先を分岐させて２本の
煙突２４を前記中段部内に所定間隔をもって配管してあ
ることにより、冬は防火ダンパを開いて前記中段部を暖
房し、かつ薪ストーブによって簡易ハウス内を均等かつ
効率よく暖房するようにしてあることを特徴とする脱着
可能な薪ストーブを内蔵した移動式簡易ハウス。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
四周を鉄骨柱を介して取り付けた断熱壁に囲まれており、１階床面に蓄熱材からなる熱伝
導壁で構成した床部と、１階床面と天井面との間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中
段部を備えた簡易ハウスであって、１階床面には薪ストーブが設置してあり、該薪ストー
ブの煙突は第１の防火ダンパによって冬は開き夏は閉じるようにするとともに、前記第１
の防火ダンパの手前には排煙用ダクトが配設してあって、第２の防火ダンパによって夏は
開き冬は閉じるようにしてあり、第１の防火ダンパから先を分岐させて２本の煙突を前記
床部もしくは前記中段部内に所定間隔をもって配管してあることにより、冬は第１の防火
ダンパを開くとともに第２の防火ダンパを閉じて前記床部もしくは前記中段部を暖房し、
かつ薪ストーブによって簡易ハウス内を均等かつ効率よく暖房するとともに、夏は第１の
防火ダンパを閉じるとともに第２の防火ダンパを開いて前記床部もしくは前記中段部、お
よび簡易ハウス内を温度上昇させないようにしたことを特徴とする脱着可能な薪ストーブ
を内蔵した移動式簡易ハウス。
【請求項２】
四周を鉄骨柱を介して取り付けた断熱壁に囲まれており、１階床面に蓄熱材からなる熱伝
導壁で構成した床部と、１階床面と天井面との間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中
段部を備えた簡易ハウスであって、１階床面には薪ストーブが設置してあり、該薪ストー
ブの煙突は中間位置において分岐させて２本の煙突を前記床部もしくは前記中段部内に所
定間隔をもって配管してあることにより、冬は前記床部もしくは前記中段部を暖房し、か
つ薪ストーブによって簡易ハウス内を均等かつ効率よく暖房するとともに、夏は薪ストー
ブから煙突を外して前記床部もしくは前記中段部、および簡易ハウス内を温度上昇させな
いようにしたことを特徴とする脱着可能な薪ストーブを内蔵した移動式簡易ハウス。
【請求項３】
前記蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した前記床部もしくは前記中段部が、パーライトもし
くはパーミキュライト、軽量コンクリートからなる蓄熱材を充填してなり、かつ蓄熱材か
らなる熱伝導壁で構成した前記床部もしくは前記中段部の上には空気層を介して床材が配
設されていることを特徴とする請求項１または２に記載の脱着可能な薪ストーブを内蔵し
た移動式簡易ハウス。
【請求項４】
前記パーライトもしくはパーミキュライトからなる蓄熱材が、パーライトもしくはパーミ
キュライトからなる鉱石を高温で焼成して蓄熱材からなる熱伝導壁を構成してなることを
特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の薪ストーブを内蔵した簡易ハウス。
 
 

 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、非常に廉価で燃焼効率が良く、持運び脱着可能な薪を用いたストーブを利用し
て、小屋やプレハブ等の簡易ハウスを効率的に暖房することを可能とした脱着可能な薪を
用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスに関する。
【背景技術】
【０００２】
小屋やプレハブ等の簡易ハウスは種々存在するが、簡易ハウスの暖房を行うための機構に
ついては、電気式エアコンあるいはガス式エアコンが種々販売されているが非常に効果で
あり、初期導入費用がかさむという難点があった。
他方、薪ストーブは非常に安価であるが、火災の危険や暖房効率の悪さ等の問題から簡易
ハウスの暖房を行うためにはほとんど利用されていない。
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【０００３】
従来、小屋やプレハブ等の簡易ハウスの暖房を行うための機構として、特開２００―２４
０９３１号公報 (特許文献１参照)の簡易ハウス・テント用煙突装置が提案されている。
【０００４】
これは、 簡易ハウスなど屋根部１にあけられた透孔２に嵌合する煙突装置において、煙
突３の直径は透孔２よりも小さく設定し、かつ、煙突３の上方には透孔２を通過する大き
さで煙突３とは排気通過部４を有しながら煙突３内に雨水の侵入を防ぐ防水フード５を取
付け、透孔２の内縁に接触もしくは少間隙を介して対応する筒体６を設け、該筒体６の上
端は縮径して全周を煙突３に接続し、煙突３は上方が簡易ハウスなどの屋内から透孔２を
貫通して筒体６の縮径部が屋根部１より上になるように押し上げ、下方が燃焼機Ａに固定
して設置する簡易ハウス・テント用煙突装置。 簡易ハウスなど屋根部１にあけられた透
孔２に嵌合する煙突装置において、煙突３の直径は透孔２よりも小さく設定し、かつ、煙
突３の上方には透孔２を通過する大きさで煙突３とは排気通過部４を有しながら煙突３内
に雨水の侵入を防ぐ防水フード５を取付け、透孔２の内縁に接触もしくは少間隙を介して
対応する筒体６を設け、該筒体６の上端は縮径して全周を煙突３に接続し、煙突３は上方
が簡易ハウスなどの屋内から透孔２を貫通して筒体６の縮径部が屋根部１より上になるよ
うに押し上げ、下方が燃焼機Ａに固定して設置する簡易ハウス・テント用煙突装置。 簡
易ハウスなど屋根部１にあけられた透孔２に嵌合する煙突装置において、煙突３の直径は
透孔２よりも小さく設定し、かつ、煙突３の上方には透孔２を通過する大きさで煙突３と
は排気通過部４を有しながら煙突３内に雨水の侵入を防ぐ防水フード５を取付け、透孔２
の内縁に接触もしくは少間隙を介して対応する筒体６を設け、該筒体６の上端は縮径して
全周を煙突３に接続し、煙突３は上方が簡易ハウスなどの屋内から透孔２を貫通して筒体
６の縮径部が屋根部１より上になるように押し上げ、下方が燃焼機Ａに固定して設置する
簡易ハウス・テント用煙突装置。簡易ハウスなどの屋根部にあけられた透孔に嵌合する煙
突装置において、煙突の直径は透孔よりも小さく設定し、かつ、煙突の上方には透孔を通
過する大きさで煙突とは排気通過部を有しながら煙突内に雨水の侵入を防ぐ防水フードを
取付け、透孔の内縁に接触もしくは少間隙を介して対応する筒体を設け、該筒体の上端は
縮径して全周を煙突に接続し、煙突は上方が簡易ハウスなどの屋内から透孔を貫通して筒
体の縮径部が屋根部より上になるように押し上げ、下方が燃焼機に固定して設置する簡易
ハウス・テント用煙突装置である。
【０００５】
この考案は煙突の構造を特定することによって、屋根部に透孔をあけても安全性能を高め
、雨水が侵入しにくい構造を提案するもので、筒体の働きによって屋根部の耐熱性を著し
く低下でき、透孔の付近の素材の選択の幅が拡り、テントなどの場合にはテントの素材を
選択することによって、特別な保護部材の使用を避けることができたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００―２４０９３１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
前記の従来手段は、燃焼機に煙突装置を固定し、このテント等の簡易ハウスなどの屋根部
にあけられた透孔に嵌合する煙突装置により、雨水が侵入しにくく、安全性の高い煙突の
構造を提案するものであったが、所定の骨格や壁面、床面を有する簡易ハウスの構造に適
合した薪を用いたストーブを内蔵した簡易ハウスを可能とすることは喫緊の課題であった
のである。
【０００８】
本考案は、上述の問題を解決するため、２階の構造を有する簡易ハウスであって、１階床
面には脱着可能に薪を用いたストーブが設置してあり、２階床面には薪を用いたストーブ
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の煙突を分岐させて２本の煙突を中段部内に所定間隔をもって配管してあることにより、
冬は防火ダンパを開いて前記中段部を暖房し、かつ薪を用いたストーブによって簡易ハウ
ス内を均等かつ効率よく暖房するとともに、夏は防火ダンパを閉じて前記中段部および簡
易ハウス内を温度上昇させないようにしてある耐久性と安全の高い薪を用いたストーブを
内蔵した簡易ハウスを提供することをその目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
請求項１の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、四周を鉄骨柱
を介して取り付けた断熱壁に囲まれており、１階床面に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成し
た床部と、１階床面と天井面との間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部を備えた
簡易ハウスであって、１階床面には薪を用いたストーブが設置してあり、該薪を用いたス
トーブの煙突は第１の防火ダンパによって冬は開き夏は閉じるようにするとともに、前記
第１の防火ダンパの手前には排煙用ダクトが配設してあって、第２の防火ダンパによって
夏は開き冬は閉じるようにしてあり、第１の防火ダンパから先を分岐させて２本の煙突を
前記床部もしくは前記中段部内に所定間隔をもって配管してあることにより、冬は第１の
防火ダンパを開くとともに第２の防火ダンパを閉じて前記床部もしくは前記中段部を暖房
し、かつ薪を用いたストーブによって簡易ハウス内を均等かつ効率よく暖房するとともに
、夏は第１の防火ダンパを閉じるとともに第２の防火ダンパを開いて前記床部もしくは前
記中段部、および簡易ハウス内を温度上昇させないようにしたことを特徴とするものであ
る。
【００１０】
請求項２の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、四周を鉄骨柱
を介して取り付けた断熱壁に囲まれており、１階床面に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成し
た床部と、１階床面と天井面との間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部を備えた
簡易ハウスであって、１階床面には薪を用いたストーブが設置してあり、該薪を用いたス
トーブの煙突は中間位置において分岐させて２本の煙突を前記床部もしくは前記中段部内
に所定間隔をもって配管してあることにより、冬は前記床部もしくは前記中段部を暖房し
、かつ薪を用いたストーブによって簡易ハウス内を均等かつ効率よく暖房するとともに、
夏は薪を用いたストーブから煙突を外して前記床部もしくは前記中段部、および簡易ハウ
ス内を温度上昇させないようにしたことを特徴とするものである。
【００１１】
請求項３の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、前記蓄熱材か
らなる熱伝導壁で構成した前記床部もしくは前記中段部が、パーライトもしくはパーミキ
ュライト、軽量コンクリートからなる蓄熱材を充填してなり、かつ蓄熱材からなる熱伝導
壁で構成した前記床部もしくは前記中段部の上には空気層を介して床材が配設されている
ことを特徴とするものである。
【００１２】
請求項４の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、前記パーライ
トもしくはパーミキュライトからなる蓄熱材が、パーライトもしくはパーミキュライトか
らなる鉱石を高温で焼成して蓄熱材からなる熱伝導壁を構成してなることを特徴とするも
のである。
【考案の効果】
【００１３】
本考案の請求項１の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、四周
を鉄骨柱を介して取り付けた断熱壁に囲まれており、１階床面に蓄熱材からなる熱伝導壁
で構成した床部と、１階床面と天井面との間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部
を備えた簡易ハウスであって、１階床面には薪を用いたストーブが設置してあり、該薪を
用いたストーブの煙突は第１の防火ダンパによって冬は開き夏は閉じるようにするととも
に、前記第１の防火ダンパの手前には排煙用ダクトが配設してあって、第２の防火ダンパ
によって夏は開き冬は閉じるようにしてあり、第１の防火ダンパから先を分岐させて２本
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の煙突を前記床部もしくは前記中段部内に所定間隔をもって配管してあることにより、冬
は第１の防火ダンパを開くとともに第２の防火ダンパを閉じて前記床部もしくは前記中段
部を暖房し、かつ薪を用いたストーブによって簡易ハウス内を均等かつ効率よく暖房する
とともに、夏は第１の防火ダンパを閉じるとともに第２の防火ダンパを開いて前記床部も
しくは前記中段部、および簡易ハウス内を温度上昇させないようにしたものである。
また、薪を用いたストーブを利用した場合は一般的に煙突の掃除が必須であるが、本考案
の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスにおいて使用している薪を
用いたストーブの煙突構造は単純であり、したがって掃除等の維持管理・メンテナンスが
非常にしやすいものとなっている。
【００１４】
請求項２の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、四周を鉄骨柱
を介して取り付けた断熱壁に囲まれており、１階床面に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成し
た床部と、１階床面と天井面との間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部を備えた
簡易ハウスであって、１階床面には薪を用いたストーブが設置してあり、該薪を用いたス
トーブの煙突は中間位置において分岐させて２本の煙突を前記床部もしくは前記中段部内
に所定間隔をもって配管してあることにより、冬は前記床部もしくは前記中段部を暖房し
、かつ薪を用いたストーブによって簡易ハウス内を均等かつ効率よく暖房するとともに、
夏は薪を用いたストーブから煙突を外して前記床部もしくは前記中段部、および簡易ハウ
ス内を温度上昇させないようにしたものである。
また、薪を用いたストーブに連結する煙突を夏用煙突と冬用煙突の２系列に設置するよう
にしてもよい。
したがって薪を用いたストーブの場所を自在に移して利用することができ、簡単に煙突を
分解あるいは連結して季節に応じて便宜に利用することが可能となった。
【００１５】
請求項３の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、前記蓄熱材か
らなる熱伝導壁で構成した前記床部もしくは前記中段部が、パーライトもしくはパーミキ
ュライト、軽量コンクリート等からなる蓄熱材を充填してなり、かつ蓄熱材からなる熱伝
導壁で構成した中段部の上には空気層を介して床材が配設されており、前記二又の脚部の
強度には何の問題もなく、長期間にわたって無理なく使用することができる。
【００１６】
請求項４の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、請求項３の脱
着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、前記パーライトもしくはパ
ーミキュライトからなる蓄熱材が、パーライトもしくはパーミキュライトからなる鉱石を
高温で焼成して蓄熱材からなる熱伝導壁を構成したものであって、非常に安価でかつ効率
よく暖房することができるというメリットがある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本考案の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスの１実施例
を示す概略正面図である。
【図２】その概略上面図である。
【図３】薪ストーブの概略正面図である。
【図４】本考案の薪ストーブを内蔵した簡易ハウスの室内に設けた中段部の構成を示すも
のであり、（ａ）は蓄熱材充填前の概略断面図、（ｂ）は蓄熱材充填後の概略断面図、（
ｃ）はその配管中央断面である。
【図５】（ａ），（ｂ）は簡易ハウスの中段部の接続構造を示す概略断面図である。
【図６】簡易ハウスの中段部の製作工程を示す第１段階の概略透視斜視図である。
【図７】簡易ハウスの中段部の製作工程を示す中間段階の概略透視斜視図である。
【図８】簡易ハウスの中段部の製作工程を示す最終段階の概略透視斜視図である。
【図９】薪ストーブを床部に設置した状態を示す概略正面図である。
【図１０】本考案の薪ストーブを内蔵した簡易ハウスにおいて薪を用いたストーブとして
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適用可能なロケットストーブの概略図である。
【図１１】簡易ハウスに取り付ける煙突の不適合な例を示す概略透視斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１８】
以下図面に基いて本考案の薪を用いたストーブを内蔵した簡易ハウスの実施例を具体的に
説明する。
【００１９】
図１は本考案の脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移動式簡易ハウスの概略正面図
であり、図２はその上面から見た概略透視図である。
この図１および図２において、１１は鉄骨製の柱体１２を四隅に備え、各柱体１２間には
断熱性の壁材１３を配設してあり、前記各柱体１２の上端には屋根材１４が、また中間位
置には中段部１５がそれぞれ配設されている脱着可能な薪を用いたストーブを内蔵した移
動式簡易ハウスである。図において、２１は１階床面である。
すなわち、前記簡易ハウス１１は、四周を鉄骨製の柱体１２を介して取り付けた断熱性の
壁材１３に囲まれており１階床面２１と天井面２２との間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構
成した中段部１５を備えた簡易ハウスであって、１階床面２１には薪ストーブ２３が設置
してあり、該薪ストーブ２３の上部に取り付けた煙突２４は第１の防火ダンパ２５ａによ
って冬は開き、夏は閉じるようにするとともに、第１の防火ダンパ２５ａから先を分岐さ
せて２本の煙突分岐部２６，２６を前記中段部１５内に所定間隔をもって配管してあるた
め、冬は第１の防火ダンパ２５ａを開いて前記中段部１５を暖房し、かつ薪ストーブ２３
によって簡易ハウス１１内を均等かつ効率よく暖房するとともに、夏は第１の防火ダンパ
２５ａを閉じて前記中段部１５および簡易ハウス１１内を温度上昇させないようにしてあ
る。
すなわち、前記煙突２４上部の前記第１の防火ダンパ２５ａ手前には排煙用ダクト２７が
配設してあり、冬において薪ストーブ２３の燃焼時に過度の温度上昇が起きた場合には第
２の防火ダンパ２５ｂを開いて排煙用ダクト２７から排煙し、また夏には第１の防火ダン
パ２５ａを閉じて第２の防火ダンパ２５ｂを開き、前記中段部１５および簡易ハウス１１
内を温度上昇させないようにしてある。
図１および図２において、１８は前記中段部１５と１階床面２１との間に設けた棚部であ
り、物の置き場所として用いることができるほか、人が腰かけ等として利用することもで
きる。
【００２０】
前記薪ストーブ２３は、図３に示すようにほぼ平板状の中空本体２３ａを備え、そしてそ
の側面には点検用の開閉扉２３ｂが設置されている。また前記平板状の中空本体２３ａ内
には燃焼用の薪３１を搭載するロストル３２が所定の高さに内蔵してあり、効率的に薪３
１を燃焼させるようにしてある。３３は平板状の中空本体２３ａ上面の適所に立設して上
面を開口した薪投入口である。
以上の構造を有する薪ストーブ２３は、図３に示す前記平板状の中空本体２３ａの上部に
設置した煙突２４に、図１に示すように第１の防火ダンパ２５ａが取り付けてあり、第１
の防火ダンパ２５ａから先を分岐させて、図２に示すように２本の煙突分岐部２６，２６
を前記中段部１５内に所定間隔をもって配管してある。その上で前記第１の防火ダンパ２
５ａを冬は開き、夏は閉じるようにするとともに、薪ストーブ２３の燃焼時に過度の温度
上昇が起きた場合には第２の防火ダンパ２５ｂを開いて排煙用ダクト２７から排煙するの
である。
【００２１】
図４は、本考案の簡易ハウス１１の室内に設けた中段部１５の構成を示すものである。
前記脱着可能な薪ストーブを内蔵した移動式簡易ハウス１１の室内に設けた中段部１５は
、図４（ａ）に示すように、底板１６の上に前記第１の防火ダンパ２５ａから先を分岐さ
せた２本の煙突分岐部２６，２６を所定間隔をもって配管してある。そして、図４（ｂ）
，（ｃ）に示すように、前記底板１６上に前記蓄熱材４１が充填されており、前記中空部
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１５は、この底板１６と蓄熱材４１からなる熱伝導壁で構成されている。前記蓄熱材４１
は、パーライトもしくはパーミキュライト、軽量コンクリート等を好適に用いることがで
きる。また、図４（ｂ），（ｃ）に示すように、前記熱伝導壁で構成された中段部１５の
前記蓄熱材４１が充填された中空内部の上部には、空気層４２を介して床材４３が配設し
てある。その上で、冬は前記第１の防火ダンパ２５ａを開いて前記中段部１５を暖房し、
かつ薪ストーブ２３によって簡易ハウス１１内を均等かつ効率よく暖房する。したがって
、前記蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部１５により非常に均一で効率的な暖房を
行うことができるようになったのである。
ちなみに、前記脱着可能な薪ストーブを内蔵した移動式簡易ハウス１１は、前記蓄熱材４
１が、パーライトもしくはパーミキュライトからなる鉱石を高温で焼成して粉砕してあり
、非常に効率よく熱伝導することができる熱伝導壁を構成したものとすることが望ましい
。
【００２２】
なお、前記蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部１５どうしの接続は、図５（ａ）に
示すような構造を採用してある。すなわち、前記中段部１５を構成する板状体１５ａの接
続部分１５ｂに、くの字状に屈曲させた凸部１５ｃと凹部１５ｄを形成し、この凸部１５
ｃと凹部１５ｄとを所定の隙間１５ｅを有するように接続してある。
したがって、前記蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部１５により前記中段部１５の
上下に温度が伝達しやすく、かつ前記中段部１５を構成する板状体１５ａの接続部分１５
ｂに、くの字状に屈曲させた凸部１５ｃと凹部１５ｄを形成し、この凸部１５ｃと凹部１
５ｄとを所定の隙間１５ｅを有するように接続してあって、夏は板状体１５ａの膨張によ
って凸部１５ｃと凹部１５ｄとの隙間１５ｅが狭まって遮温性が高まり、冬は前記中段部
１５の隙間１５ｅが拡大して上下に温度が伝達しやすくなっている。
なお、図５（ｂ）は一般的な建築物の接合に用いられるあり継の構造を示すものであり、
上述のような遮温性は得にくいものとなっている。
【００２３】
図６ないし図８は、前記中段部１５の製造過程を示すものであり、図６は前記中段部１５
の底板１６上に２本の煙突分岐部２６，２６を所定間隔をもって配設した状態を示すもの
である。
そして図７に示すように、前記蓄熱材４１を前記底板１６上に充填してあり、このように
して蓄熱材４１からなる熱伝導壁内に分岐させた２本の煙突分岐部２６，２６を所定間隔
をもって配設してある。
その上で図８に示すように、前記蓄熱材４１からなる熱伝導壁上に空気層４２を介して床
材４３を取り付けるのである。
その際、前記蓄熱材４１からなる熱伝導壁上に空気層４２を介して床材４３を取り付けて
あることにより、前記中段部１５の温度分布が均一になり、かつ暖房効率も大幅に向上す
るという利点があるのである。
【００２４】
図９は、本考案の脱着可能な薪ストーブを内蔵した移動式簡易ハウスの変形例を示すもの
であり、１階床面５２に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した床部５４と、１階床面５２と
天井面５３との間に蓄熱材からなる熱伝導壁で構成した中段部５５を備えた簡易ハウス５
１であって、１階床面５２には薪ストーブ５６が設置してあり、該薪ストーブ５６の煙突
５７は中間位置において分岐させて２本の煙突５７ａ，５７ｂを前記床部５４内に所定間
隔をもって配管してあることにより、冬は前記床部５４を暖房し、かつ薪ストーブ５６に
よって簡易ハウス５１内を均等かつ効率よく暖房するとともに、夏は薪ストーブ５６から
煙突５７を外して前記床部５４もしくは前記中段部５５、および簡易ハウス５１内を温度
上昇させないようにしたものである。
なお図２と同様に、分岐させた２本の煙突分岐部５７ａ，５７ｂを所定間隔でもって配設
してある。
【００２５】
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図１０は、本考案の脱着可能な薪ストーブを内蔵した移動式簡易ハウスにおいて、前記薪
ストーブと代替可能なロケットストーブ（通称）６６の概略図である。図において、前記
ロケットストーブ６６は、ヒートライザー部６７と、前記ヒートライザー部６７の外周に
設置された外装部６８から構成されている。
前記ヒートライザー部６７は、内部煙突６７ａと、前記内部煙突６７ａの下部に接続され
た焚き口兼吸気口６７ｂと、前記内部煙突６７ａの周囲を囲み断熱するための断熱材６７
ｃと、前記断熱材６７ｃの外周に設置された外壁部６７ｄからなり、前記焚き口兼吸気口
６７ｂにおいて、薪６９を燃焼させると、前記内部煙突６７ａの温度が上昇して、前記内
部煙突６７ａの内部に上昇気流が発生する仕組みとなっている。
【００２６】
また、前記ロケットストーブ６６において、前記外装部６８を前記ヒートライザー部６７
の外周を囲うように設置してあるので、前記ヒートライザー部６７の内部煙突６７ａ内に
おいて十分に熱された空気は、前記内部煙突６７ａ内に生じた上昇気流により、前記ヒー
トライザー部６７と前記外装部６８との間を通過して、前記外装部６８の下部に設けた排
気口６８ａから高温の熱風として送り出されるのである。
このとき、前記焚き口兼吸気口６７ｂにおいては、薪６９を立て掛けながら燃焼させるこ
とができるとともに、前記内部煙突６７ａ内に上昇気流を生じさせるに足る十分な吸気を
行うことができるようになっている。
なお、前記ロケットストーブ６６から排気される熱風の影響により、煙突配管等に結露が
生じやすいため、煙突配管等には断熱材を巻き付けておくとよい。この断熱材としては、
例えばイソフライト工業株式会社製のファイバー製品（製品名：イソフラックス）を好適
に用いることができる。
このように、本考案の移動式簡易ハウスにおいては、一般的な薪ストーブに代えて、前記
ロケットストーブ６６を適用することで、前記一般的な薪ストーブを適用した場合よりも
、さらに加温・保温効果が高く、利用が簡便で、効率的な移動式簡易ハウスを提供するこ
とができる。
【００２７】
図１１は、本考案の簡易ハウスに取り付ける煙突の不適合な例を示すものである。
すなわち、床部６１もしくは中段部６２内において２本に分岐させた煙突分岐部６３，６
３の間にさらにもう１本の煙突分岐部６４を所定間隔をもって配管した場合、中間煙突分
岐部６４のみが非常に高温となり、危険度が極めて高くなるという問題が生じたのである
。
またこのような例は、中間煙突分岐部６４を１本だけでなく２本以上に増やした場合でも
同様であり、その理由は詳らかではないが危険度の大幅な上昇は間違いないのである。
したがって、以上のように床部６１もしくは中段部６２内において分岐させる煙突分岐部
６３，６３は２本が最適であることが判明したのである。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
本考案の脱着可能な薪ストーブを内蔵した移動式簡易ハウスは、柱と梁を完全に固定（剛
接合）して筋交いを不要としたラーメン構造の簡易ハウスのためばかりでなく、その他の
種々の簡易ハウスにも好適に使用することができる。
なお、本考案の利用する薪ストーブも、暖房専用のみならず、薪ストーブクッキングが利
用可能な加熱プレートを上面に備えた薪ストーブを利用可能である。
【符号の説明】
【００２９】
１１　簡易ハウス
１２　柱体
１３　断熱性の壁材
１４　屋根材
１５　中段部
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１５ａ　板状体
１５ｂ　接続部分
１５ｃ　凸部
１５ｄ　凹部
１５ｅ　隙間
１６　底板
１８　棚部
２１　１階床面
２２　天井面
２３　薪ストーブ
２３ａ　平板状の中空本体
２３ｂ　点検用の開閉扉
２４　煙突
２５ａ　第１の防火ダンパ
２５ｂ　第２の防火ダンパ
２６，２６　煙突分岐部
２７　排煙用ダクト
３１　薪
３２　ロストル
３３　薪投入口
４１　蓄熱材
４２　空気層
４３　床材
５１　簡易ハウス
５２　１階床面
５３　天井面
５４　床部
５５　中段部
５６　薪ストーブ
５７　煙突
５７ａ，５７ｂ　煙突分岐部
６１　床部
６２　中段部
６３，６３　煙突分岐部
６４　煙突分岐部
６６　ロケットストーブ
６７　ヒートライザー部
６７ａ　内部煙突
６７ｂ　焚き口兼吸気口
６７ｃ　断熱材
６７ｄ　外壁部
６８　外装部
６８ａ　排気口
６９　薪
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