
ベイクハート & ウォームハート

薪ストーブ

本機の試運転は、必ずヘタス登録技術者が行ってください。

保証書の有効性を確認するためには、保証書の返却が必要です。
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ベイクハートとウォームハート
操作説明書

序章

このたびは、ESSEのクッキングストーブをお買い上げいただきありがとうございま
す。この製品を安全に楽しくお使いいただくために、以下の説明をよくお読みくだ
さい。ESSEクッキングストーブは、正しく設置・操作していただくことで、いつま
でも安心してお使いいただけます。1854年の創業以来、ESSEをご愛用いただいてい
るお客様には、その暖かさと快適さ、そしてオーブンで調理された料理の美味しさ
に心から満足していただけるものと確信しています。

クッキングストーブを使用する前に

表面を保護するためのプラスチックフィルムが剥がされていることを確認してくだ
さい（例：オーブンドアの内側）。ホットプレートは錆びないように工場で塗装さ
れていますので、湿った布で拭いた後、ティータオルやキッチンロールで乾燥させ
てください。

クックストーブを使い始めたばかりの頃は、カチカチと音がしたり、煙が出たりす
ることがあります。これは、初期の膨張と材料の硬化プロセスの一部であり、正常
な現象です。
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クッキングストーブ

図1 ベイクハート クッキングストーブ

図 2 ウォームハート クッキングストーブ 

図1と図2は、調理用ストーブとその制御装置を示しています。大きなガラス製の防
火扉から火を入れ、燃料を補給し、空にします。

クッキングストーブの内部には、空気の供給を調整したり、ドアを操作したりする
ための多目的操作ツールが入っています。また、使用者の手を保護するための手袋
も用意されています。(図3)
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図3 操作ツールとグローブ 

図 4 フィルターコントロール 

また、クッキングストーブには、図4に示すコントロールで制御されるフィルターシ
ステムが搭載されています。このボスを引き抜くとフィルターが外れ、ボスを押し
込むとフィルターが固定されます。

警告 
手すりの上にタオルを置かない、ペットや子供を近づけない、機器の近くにある
カーテンがずれても発火しないようにするなどの配慮が必要です。使用中は表面

が熱くなります。
本機と同じ部屋に換気扇を設置してはいけません。
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火をつけてコントロールする

火をつける前に、すべてのバーミキュライト・ブリックが正しい位置にあることを
確認します。
エアコントロールを右手の位置に動かしてオープンポジションにし、フィルターが
外れていることを確認します。

図 5 エアーコントロールがオープンの状態

焚き口を開け、2本の丸太を焚き口の底面に沿って並べ、その間に空間を作ります。

図 6 焚き火台に並べられた薪
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空間に着火剤を置き、少量の薪で囲みます。

図 7着火剤と薪の位置

3本目の丸太を他の丸太と垂直に空間の上に置く。

図8 最終的な薪の配置

火をつける準備ができたら、あとはライターに火をつけるだけです。

火をつけた後は、火が定着するまでドアを部分的に開けて空気の流れを良くしてお
きます。火が定着したら、防火扉を完全に閉めることができます。すすがレンガを
焼き切ったら、エアコントロールを閉じた位置に移動させることができます。火災
が発生したら、エアコントロールを左に動かして風量を減らすことができます。こ
れでフィルターを作動させることができます。
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警告 
クッキングストーブが作動しているときは、すべてのハンドルが熱くなるの
で、ドアの開閉には付属の操作ツールまたは手袋を使用してください。 (図 3)

ストーブの燃焼速度は、燃料を追加する速度とエアコントロールの使用によって調
節することができます。通常の使用では、公称の熱出力を得るために、1時間あたり
2kgの燃料を投入することができます。

注意 
この機器は焼却炉ではありませんので、よく乾燥した木材のみを使用してくださ
い。石炭やその他の固形燃料（処理済み木材など）を燃やすことはできません。

クックストーブを主に部屋の暖房に使用する場合は、ホットプレートからの熱が部
屋に放射されるように、ボルスターの蓋を上げた状態にしておくことをお勧めしま
す。
クックストーブに燃料を補給する際には、図6のように薪を前から後ろに向けて置
くことをお勧めします。これが最もきれいな燃焼につながります。
初めてクックストーブで本格的な火をつける前に、まず3つの小さな火をつけて、
水分を確実に追い出すことをお勧めします。

薪ストーブの注意点

薪は、火床の上から燃焼用の空気を供給することで最も効率よく燃焼します。この
空気は、木材が加熱されたときに発生する揮発性ガスの燃焼に必要な酸素を供給
し、効率を高め、煙突での熱の浪費を抑えます。

クッキングストーブのエアーコントロールを開いた状態で運転すると、焚き口で燃
える薪に酸素が供給されます。クッキングストーブは、使用中のほとんどの時間、
エアコントロールを閉じた状態で使用するのが理想的です。火が弱まっているよう
に見える場合は、エアコントロールを少しだけ開けて、短時間で火を復活させるこ
とができます。
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クッキングストーブの性能を最大限に引き出すために、クッキングストーブ上部の
煙道に薪ストーブ温度計を取り付けることをお勧めします。これにより、クッキン
グストーブから出る煙道ガスの温度をモニターすることができます。

115oC以下
これは木質ガスの凝縮点以下であり、煙突にタールが溜まったり、防火扉のガラス
が汚れたり、燃料の燃焼効率が悪くなる原因となります。

115oC – 260oC 

クッキングストーブを最も安全かつ効率的に作動させるためには、煙道ガスがこの
温度帯にある必要があります。

260oC 以上
暑すぎる。煙突に熱がこもります。過剰な熱は、クッキングストーブを損傷した
り、既存の蓄積したタールに引火して煙突火災を引き起こす可能性があります。火
災が発生した場合は、本機の空気調節装置を閉じ、消防隊に連絡してください。

給油の必要性を最小限にするために、図9に示すようなおおよそのサイズに薪をカッ
トすることをお勧めします。

図 9 丸太のおおよその大きさ 
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長期間のシャットダウン

クッキングストーブを夏季など長時間使用しない場合や、常に使用するわけではな
いセカンドハウスに設置する場合は、結露や腐食による損傷を防ぐための注意が必
要です。

まず、調理用コンロを完全に洗浄し、灰をすべて取り除きます。その後、オーブン
とホットプレートに亜麻仁油を軽く塗って、表面が湿気で傷むのを防いでくださ
い。エアコントロールをオープンにして（図5）、ドアを少しだけ開け、ボルスター
の蓋を上げたままにして換気を行います。

薪と薪ストーブのプロセス

薪の乾燥と保管方法
伐採されたばかりで、まだ樹液や水分が残っている木材を「グリーンウッド」と呼
びます。

グリーンウッドは、細胞内に50％以上の水分を含んでいることがあるため、一般的
に燃焼効率が悪くなります。火がつきにくかったり、くすぶったり、熱が出なかっ
たり、煙突に通常よりも多くのクレオソートが溜まってしまうこともあります。

そのためには、木材の含水率を20％以下にまで乾燥させることが必要です。その名
の通り、木材は乾燥させながら1シーズンほど保管する必要がありますが、使う直前
ではなく、今のうちに木材を切っておくことで、乾燥を早めることができます。
木は、木の根から葉へと水を運ぶための微細な管の束で構成されています。この管
は、木が枯れた後も何年も水を蓄えています。そのため、薪を燃やす前に半年以上
の長さに切っておくことが重要なのです。管の端が最終的に開いているので、水は
わずかな距離を移動するだけで蒸発します。 木を割ることで、
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太陽や風にさらされる面積を増やすこともできますが、何よりも木を短く切ること
が大切です。

薪の良し悪しを見分ける方法は以下の通りです。十分に熟成された薪は、一般的に
端が黒ずんでいて、ヒビや割れが見られ、比較的軽く、2本を打ち合わせると「ガツ
ン」と明確な音がします。一方、グリーンウッドは非常に重く、端が新鮮に見え、
叩くと「ドスン」と鈍い音がする傾向があります。

また、木材を適切に保管することも大切です。薪を地面から離して、長い丸太の上
に積むなど、工夫して保管します。小屋やシェルターの側面が開いている場所は、
空気が丸太の周りを循環して乾燥させることができるので、理想的な保管場所で
す。風通しの悪い場所や、ビニールシートを外さずに置いておくと、乾燥・蒸発が
妨げられ、カビや腐敗の原因になります。タープが唯一の選択肢である場合は、天
気の良い日にはこまめにタープを外して薪を乾燥させます。そして、再び元に戻す
ことを忘れないでください。乾燥した薪は、雨や雪、露にさらされると大量の水分
を吸収してしまい、腐ったり、良い火を熾すことができなくなってしまいます。

薪を貯める際には、保管状況や樹種によっても異なりますが、4～5年で劣化が始ま
ることを覚えておいてください。

どのような木材が良いのでしょうか？
硬い」木材と「柔らかい」木材の違いは、その細胞や繊維の密度です。

一般的には、落葉樹（秋に葉を落とすもの）が広葉樹、常緑樹（松、モミ、カラマ
ツなど）が針葉樹と考えられています。しかし、一般論には当然ながら多くの例外
があります。常緑樹の中には、落葉樹よりも硬いものもあります。例えば、白樺は
全くと言っていいほど硬くありません。このように、木の種類によって密度には幅
があり、中程度の密度の木も含めて、硬いか柔らかいかの分類ができないことを理
解しておく必要があります。

薪は重量ではなく体積で販売されることが多い。薪が適度に乾燥していると仮定す
ると、良質な広葉樹の1平方メートルの重量は以下のようになります。
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広葉樹は針葉樹の1平方メートルの2倍になります。つまり、同じ体積の広葉樹は、
同じ体積の針葉樹よりも、より多くの物質を含んでいるため、より多くの燃料を燃
やすことができるのです。

(通常、広葉樹の価格が針葉樹の価格の2倍になることはありません。なぜなら、広
葉樹は準備に同じだけの労力を要するからです。つまり、広葉樹を満載したトレー
ラーが、同じサイズの針葉樹を満載したトレーラーよりも高い場合、より高価なオ
プションが最も経済的である可能性があります)。

他にも、硬い薪を使うことで、炊飯器への薪の投入回数が少なくて済むことや、燃
えている薪で作った炭団が一晩で燃えやすくなるというメリットもあります。

しかし、理想的なのは、硬い木と柔らかい木の両方を蓄えておくことです。なぜな
ら、柔らかい木には明確な利点があるからです。柔らかい木にも利点があります。
燃えにくい広葉樹よりも簡単に火がつき、柔らかい木が乾燥していれば、より熱
く、より強い火を起こすことができます。また、ソフトウッドが乾燥していれば、
より熱く、より強い火を起こすことができます。この熱い火によって生じるドラフ
ト（空気の流れ）が、煙突内の空気をより速く移動させます。

燃焼プロセスに関する反対側の注意事項を読めば、煙という形での汚染が少なく、
煙突でのクレオソートの凝縮も少ないことが理解できるでしょう。

密度の高い広葉樹は、火をつけたばかりの頃は燻りやすいので、排ガスの温度はか
なり低くなります。

松やカラマツなどの針葉樹は樹脂や松やにを多く含むため、オークなどの広葉樹に
比べてクレオソートが煙突に付着しやすいという誤解があります。しかし、これは
必ずしも正しいことではありません。問題なのは松やにではなく、松やにに含まれ
る水分なのです。木材に含まれる水分が蒸発すると、松やにはハイオク燃料になり
ます。針葉樹は乾燥すると非常に高温で燃える。

また、乾燥の問題もあります。木材を購入する場合、通常は購入した年の冬に伐採
されたものを使用します。硬い木は軟らかい木よりも完全に乾くまでに時間がかか
る傾向があります。

前年の冬に伐採した針葉樹は、適切に保管すれば翌年の秋には燃やせるようになり
ますが、広葉樹の多くはそれよりも少し時間がかかります。例えば、オーク材は乾
燥に非常に時間がかかるため、2年間放置するのが理想的です。また、乾燥済みの木
材や窯で乾燥させた木材を購入することもできます。
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要約すると、来年の燃料供給のために今年購入するのは常に賢明であり、針葉樹と
広葉樹の両方を持っていると非常に便利であるということです。柔らかい木を使っ
て良い火を起こすことができます。また、しばらく料理をしないでおきたいときに
は、早く燃える木に遅く燃える木を加えることで、（クッカーのコントロールに加
えて）火をさらにコントロールすることができます。また、燃焼速度の遅い広葉樹
の薪に、燃焼速度の速い針葉樹の薪を加えることで、放置されていた火をすぐに復
活させることもできます。

薪を燃やす工程
薪が燃えるときに何が起こるかを理解することで、より環境に優しい薪の燃やし
方、煙突のメンテナンスの軽減、薪の有効利用が可能になります。薪を燃やすプロ
セスには3つの段階があります。

蒸発
クッカーに火をつけると、最初は薪に残っている水分を煮出すために大量のエネル
ギーが必要になります。薪に含まれる余分な水分を追い出すためにエネルギーを使
うことは、効率的できれいな燃焼に必要なエネルギーを調理器から奪うことになり
ます。また、水分を蒸発させるために無駄になるエネルギーの多くは、ホットプ
レートやオーブンを加熱するためのエネルギーです。これは木とお金と労力の無駄
遣いです。水分があると、火の「消し忘れ」が多くなり、火の通りが悪くなり、ク
レオソートが多く発生し、汚染されてしまいます。

排出量について
炎の熱が強まると、木材から廃棄物のガス（煙）が出てきます。

燃焼しなかった煙は、公害として大気中に放出されたり、煙突内で凝縮されてクレ
オソートの蓄積の原因となります。煙突の中の空気が温まるには時間がかかりま
す。まだ寒いときには、熱い息が冷たい窓や鏡に結露するのと同じような効果が得
られます。そのため、燃焼の副産物（ガス状の煙）が調理器から出て、比較的温度
の低い煙突に流れ込むと、結露が発生します。

その結果、煙突の内壁に付着した残留物を「クレオソート」と呼びます。クレオ
ソートは、煙の中に含まれる未燃焼の可燃性微粒子によって形成されます。外観は
黒または茶色です。クレオソートには、カサカサとした薄片状のもの、タール状の
もの、水滴のようにベタベタしたもの、
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光沢があって固まったものなどがあります。1つの煙突システムですべての形態が発
生することがよくあります。

使用している薪が水を含んでいたり、緑色だったりすると、火がくすぶってしま
い、煙突を十分に暖めることができません。湿った薪はシステム全体を冷やしてし
まい、効率が悪くなります。対照的に、乾燥した薪の場合は、火が熱いので煙道も
熱くなり、煙道が熱くなれば、煙突に詰まるクレオソートの量も格段に減ります。

薪から出るガスや粒子を燃やすために、クッカーの火箱は非常に高い温度で作動す
るように設計されているため、大気汚染が少なくなっています。

チャコール（より細かい形の灰）
タールやガスがほとんど燃焼した後、残った物質がチャコール（より細かい形の
灰）です。炭と灰の熱いベッドは、大きな木を燃やすときの燃焼プロセスを促進し
ます。最初は小さな火から始めて、燃え盛る炎の層を作ります。炭の層ができて調
理器が温まってきたら、徐々に大きな薪を加えていきます。良い炭層を作るには時
間がかかりますが、努力する価値は十分にあります。余分な灰は定期的に排出し、
常に次の火をつけるための灰の層を残しておきます。木が燃えると、熱量を含んだ
揮発性のガスが発生します。

注意 
上記の文章は、あくまでも目安です。クッキングストーブの理想的な操作方法
は、設置ごとに異なる多くの要因によって決まります。お使いのクッキングス
トーブの最適な操作方法を知るには、経験を積むことが唯一の方法です。

クックストーブを使った料理

オーブンとホットプレートは、火によって直接加熱されます。オーブンとホットプ
レートを温めるためには、6ページに記載されているように火を灯す必要がありま
す。

ホットプレートの温度は、内側から順に上がっていきます。伝導で熱が伝わるた
め、機械加工されたベースパンは必須です。

ホットプレートの上で直接調理することも可能です。ホットプレートを使用しない
ときは、調理温度を保つためにボルスターの蓋を下げておくことができます。
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オーブンの温度を上げるには、小さめの丸太や乾燥した丸太を使って燃料を補給
し、エアコントロールを使って燃料の燃焼速度を上げ、希望の温度に調節します。

クッカーにはワイヤー製の棚が装備されており、焚き口のサイドレンガの上に好み
の高さにセットして、燠火の上で調理することができます。Bakeheartオーブンの棚
は、不用意に引き出されるのを防ぐために、両端に引き抜き防止のストッパーが付
いています。棚を取り外すには、ストッパーに達するまで手前に引き、手前を持ち
上げてオーブンから引き抜きます。再装着は逆の手順で行います。棚板がまっすぐ
に引き出せる場合は、裏表が逆になっています。

オーブンの温度は、ドアに付いている温度計で確認することができます。ただし、
温度計はドアに取り付けられているため、ドアを長時間開けたままにしておくと、
表示される温度が下がることに注意してください。ドアを閉めると、しばらくして
から文字盤が温度に戻ります。

警告 
ストーブの一部が光り始めたら、それは焚きすぎです。すぐ

に使用を中止し、冷ましてから使用してください。

長く薪を燃やす

この機器は、低速燃焼ストーブとして認定されていません。大量の薪を一度にクッ
キングストーブに入れると、内部の温度が下がります。温度が低すぎると、薪から
発生するガスが低すぎて燃焼しないため、大量の煙が発生し、ガラスを含むクッキ
ングストーブの内部が煤で覆われてしまいます。

不利な燃焼状態を避けるために、薪を追加する前に、エアコントロールをさらに開
いてクッキングストーブの温度を上げることをお勧めします。薪を積み込み、薪か
ら水分が出てクッキングストーブが効率よく作動する温度になるまでエアコント
ロールを開いたままにしておきます。その後、エアーコントロールとボルスターの
蓋を閉めて、クッキングストーブの温度を保持します。
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清掃・メンテナンス

お使いのレンジ調理器が正常に作動するかどうかは、接続されている煙突または煙
道の適切な性能（吸引力）に大きく依存します。以下のメンテナンスガイドライン
は、煙道のメンテナンスと清掃を定期的に行わなければ意味がありません。掃除の
頻度は、燃やす薪の質や含水率によって異なりますが、年1回の掃除をお勧めしま
す。煙道が部分的に詰まっていたり、汚れていたりすると、せっかく設置したクッ
カーが悲惨な状態になってしまうことがあります。

健全なドラフトは、12～25パスカルの間にあることが望ましい。この値を下回る
と、煙の出方が悪くなります。

お手入れの際は、火傷を防ぐため、必ず調理器に火がついておらず、十分に冷めて
から行ってください。時間と経験を重ねることで、お手入れの間隔をより正確に判
断できるようになります。薪の質や煙道の性能によっても異なります。最初の6ヶ月
間は、時間をかけてご自分のクッカーを知り、定期的に点検してください。

ガラスに付着した汚れを落とすには、専用の洗浄液を使用するか、新聞紙を湿らせ
て灰の中に通すとよいでしょう。研磨剤や化学的に強力な洗浄剤は、ガラスを弱め
たり、汚したりするので使用しないでください。

クローム部品が熱で青くなってしまった場合は、クロームクリーナーで修復するこ
とができます。

クッキングストーブを洗う際には、少量の灰を取り除き、最高の性能を発揮するた
めに底面に理想的な30mmの深さの灰を残してください。
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図 10 ホットプレートの下 

クックストーブの煙道を掃除するには、ホットプレートを取り外す必要がありま
す。ホットプレートを取り外すと、フィルターをホルダーから取り外して掃除する
ことができます。フィルターを掃除する際には、ビニール袋に入れて20秒ほど激し
く振って微粒子をキャッチすることをお勧めします。 ホットプレートにサビが発生
するのを防ぐため、使用しないときは鍋をクッカーの上に置かないでください。

煙道の掃除
適切な煙道のドラフトを維持し、クッキングストーブの性能低下を防ぐために、少
なくとも12ヶ月ごとに煙道を清掃することをお勧めします。お使いのクッカーの性
能を最大限に発揮させるためには、煙道の健全性と清潔さを保つことが重要です。
クッカーを設置した際、メインの煙道には点検ハッチが付いているはずです。これ
らのハッチは、点検や清掃のために煙道に定期的にアクセスできるように設計され
ています。
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保証の条件 

お買い上げいただいたESSEは、製造上の欠陥に起因する不具合について、ESSEス
ペシャリストが提供する2年間の保証を受けられます。

保証登録をしていただくと、ESSEは保証期間をご購入から5年間に延長いたしま
す。保証内容の登録は、必要事項を記入した保証書をご返送いただくか、オンラ
イン（www.esse.com）で登録を完了していただく必要があります。5年間の保証
を受けるためには、設置後1ヶ月以内に保証登録を行う必要があります。

本機は、通常の家庭用としてのみ使用し、当社の指示に従い、正しく設置し、
サービスを受ける必要があります。

除外事項 

この保証は、次のような場合には適用されません。: 

o 取り付け
o 消耗品
o 調理器の通常の使用において、交換可能と思われる部品。これらの部品には、
すべての耐火レンガ、オーブン付属品、ホットプレート、ドアシール、ドアガラ
スが含まれます。

この保証は、最初の購入者に対してのみ有効であり、譲渡することはできません。

交換されたストーブや欠陥部品は、当社の所有物となります。
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カスタマーケア 

万が一、スペアパーツが必要になった場合は、エッセの販売店にご注文いただく
か、電話（01282 813235）またはウェブサイト（www.esse.com）からエッセにご
連絡ください。

製品にご不満がある場合は、お買い上げのESSE販売店にご連絡ください。その
際、以下の情報が必要となります。

o あなたの氏名、住所、郵便番号
o お客様の電話／連絡先の詳細
o 故障の詳細を明確かつ簡潔に記載してください。
o 本機のモデル番号とシリアル番号（背面パネルに記載）。
o ご購入日（保証サービスを受ける場合は、有効な購入領収書または保証書が必
要です。）

その後、正確に記入された保証書があるかどうかを確認しますが、ない場合は、
実施された作業が請求されることがあります。

お問い合わせの内容を確認させていただき、交換部品をお送りして販売店に装着
していただくか、技術者を派遣して検査・報告を行うか、技術者を派遣して修理
を行います。故障の原因が製造上の欠陥ではなく、誤用や正しく設置されていな
かったなど、他の原因による場合は、保証期間中であっても、訪問費用と必要な
新しい部品の費用を請求させていただきます。訪問時間は月曜から金曜の
08:30-17:00で、午前または午後のいずれかの時間帯で行います。

製品寿命が尽きた後にストーブを廃棄する場合は、以下の情報に従ってくださ
い。: 

o 正しく廃棄してください。すなわち、廃棄する部品を材料グルー
プに分けてください。

o 常に可能な限り持続可能な方法で、現在の環境保護、再処理・リ
サイクル、廃棄技術に沿った方法で廃棄する。
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安全性についてのメモ 

o 適切に設置、操作、メンテナンスされていれば、本機が住居内に煙を放出す
ることはありません。ただし、脱脂や再充填の際にガスが発生する場合があ
ります。

o 持続的な煙の放出は潜在的に危険であり、容認してはならない。煙が出続け
る場合は、ドアや窓を開けて部屋の換気をしてください。火を消すか、器具
から燃料を排出して安全に廃棄する。火が冷めたら、煙道や煙突が詰まって
いないか確認し、必要に応じて清掃してください。煙が出ている原因が特定
され、修正されるまでは、火を再点火しないでください。

o 必要に応じて専門家のアドバイスを受ける。
o 燃焼と換気のための適切な空気の供給が不可欠である。この目的のために設
けられた空気開口部を制限してはならない。

o 防火扉が開いている間に、子供や高齢者、病弱者が機器に近づく可能性があ
る場合は、BS 8423:2010 に準拠して製造されたファイアガードを使用してくだ
さい。また、子供たちには機器の上に座ったり立ったりしないように、ある
いは機器の上にある戸棚や棚などにアクセスするための「踏み台」として使
用しないように警告してください。

o 調理用コンロが稼働しているときは、その周辺でのエアゾールスプレーの使
用を避け、未開封の密閉容器は加熱しない。

o 揚げ物をするときには、注意を怠らないようにしてください。機器を放置せ
ず、緊急時に備えてファイアーブランケットなどの防火用具を用意してくだ
さい。

o クッキングストーブを操作するときは、付属のツールを使用し、これらの指
示に注意深く従ってください。

o 英国では、設置者は 1974 年労働安全衛生法に基づき、設置を行う人の安全を
確保する責任があります。

o ファイヤーセメントは腐食性があるので、使用後は手をよく洗わなければな
らないことに注意が必要です。

o 本製品は重いので、取り扱いには十分注意してください。
o 本機にはアスベスト製品は含まれていませんが、既存の設備にアスベストが
混入している可能性があるため、あらゆる予防措置を講じる必要がありま
す。
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o この説明書は、本機の設置の手引きとなるものですが、固体燃料機器の設置
に関する英国規格、特にBS8303とBS6461に準拠する責任を、設置者が免れる
ものではありません。この機器を設置する際には、国やヨーロッパの規格を
含むすべての地域の規制に準拠する必要があります。

o 英国以外の国では、設置者は、適用されるすべての地域、国、およびヨー
ロッパの規格に準拠する必要があります。
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ベイクハート & ウォームハート
設置方法

一般的な安全情報 

英国では、設置者は1974年労働安全衛生法（Health and Safety at Work Act 1974）に基
づき、設置を行う人の安全を確保する責任があります。ファイヤーセメントには腐
食性があるため、使用後は手をよく洗う必要があります。この機器は重いので、取
り扱いには注意が必要です。本機にはアスベスト製品は含まれていませんが、既存
の設備にアスベストが混入している可能性がありますので、万全の注意を払ってく
ださい。

この説明書は、本機を設置する際のガイドとなるものですが、固体燃料機器の設置
に関する英国規格、特にBS8303とBS6461に準拠する責任を、設置者が免れるもので
はありません。本機を設置する際には、国やヨーロッパの規格を含むすべての地域
の規制に準拠する必要があります。

英国以外の国では、設置者は適用されるすべての地域、国、ヨーロッパの規格に従
わなければなりません。隣接する可燃物は、本機が作動しているときに室温より
60℃上昇しないように、本機から十分に離してください。必要に応じて、隣接する
壁を熱の影響から保護する必要があります。可燃物からの距離は、ベイクハートの
場合は側面から400mm、背面から500mm、ウォームハートの場合は側面から
350mm、背面から400mmとなっています。また、Warmheart は装飾用の囲炉裏での
使用も認定されています。
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また、安全対策として、煙感知器、消火器や毛布などの適切な防火設備をキッチン
に設置することをお勧めします。また、建築規則のApproved Document Jに記載され
ているように、一酸化炭素検知器も設置してください。 

燃焼と換気のために十分な空気の供給が必要です。目的に応じた通気口が必要な場
合があります。この目的のために設けられた空気口は、制限されてはいけません。
外気導入キットをご用意しています。 

HETASの製品承認は、製造者の指示と現行の関連規格およびガイダンスに従って従
来通りに設置された場合にのみ、この機器をカバーします。ダクトによる燃焼空気
供給を利用して設置された場合は、建築規制で認められているように、機器の正し
い操作と適切な製造者の指示に対する責任は機器製造者が負います。

1993年大気汚染防止法と防煙地域 

大気汚染防止法に基づき、地方自治体はその管轄区域の全部または一部を防煙地域
として宣言することができる。指定された防煙地域にある建物の煙突、炉、固定式
ボイラーから煙を排出することは犯罪である。また、煙規制区域内で使用するため
に「未承認の燃料」を入手することも、「免除」された機器（煙規制区域内で一般
的に適用される規制から「免除」された機器）で使用する場合を除き、犯罪であ
る。

環境・食料・農村地域省（DEFRA）の国務長官は、同法に基づき、イングランドの
煙規制区域で使用する無煙燃料や免除される機器を認可する権限を有しています。
スコットランドとウェールズでは、この権限はそれらの国の分権行政機関の大臣に
委ねられている。北アイルランドでは、1981年に制定された「空気清浄化（北アイ
ルランド）令」が適用されます。

したがって、煙害防止地域で使用するために燃焼または入手した燃料が規則で「認
可」されていること、また、煙害防止地域で固形燃料を燃焼するための機器（「認
可」された燃料以外）が国務長官または行政機関の大臣によって作成され署名され
た命令によって免除されていることが必要である。
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大気汚染防止法の要件に関する詳細は、こちらをご覧ください： 

http://smokecontrol.defra.gov.uk/ 

地方自治体は1993年の大気汚染防止法の施行に責任を負っており、煙害防止地域の
指定や監督などを行っていますので、大気汚染防止法の詳細については地方自治体
にお問い合わせください。

"ESSEのベイクハートとウォームハート クッキングストーブは、乾燥した薪を燃やす
際の煙規制区域での使用に適していると推奨されています。" 

テクニカル情報 

公称熱出力 5.0kW 
最低限の煙突 
風量 

12Pa 

正味効率 77.3% シーズン毎の効率 67.3% 

ERPの格付け A エネルギー指数 102 

燃焼用空気の 
必要条件 

29m3/h 
平均燃焼ガス 
温度 

253oC 

機器の重量 
ベイクハート: 
ウォームハート: 

192 kg 
154 kg 

煙道ガスのマスフロー 5.4g/s 

平均 NOX 82 Nmg/m3 平均CO 0.08% 

粉塵 排出量 23 Nmg/m3 平均 CnHm 54 Nmg/m3 

煙突と煙道の情報 

調理器具が正常に作動するかどうかは、接続される煙突の適切な性能にかかってい
ます。以下の煙突のガイドラインに従ってください。: 

o BS EN 15287-1:2007 design, installation and commissioning of chimneysに記載され
ている要件を満たしている必要があります。

o 内部の断面積が320cm2（直径200mm）以上であること（煙道ライナーを使
用する場合は、直径150mm（6''）で、薪を燃やすのに適した材質であるこ
と）。炊飯器に接続するためには、直径150mmの煙道が必要です。
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o 煙突の中に空洞があると、安定した煙道の流れを妨げてしまうので、避けな
ければなりません。器具の煙道は、煙突の狭部を越えて通るようにしてくだ
さい。

o 煙突が圧力ゾーンで終端しないように、屋根の高さから少なくとも1mの高さ
で終端する。

o 本機を独立型の機器として設置する場合は、煙突のどの部分も支えてはいけ
ません。

o ひび割れ、激しい曲げ、空洞、障害物がないこと。
o この1台の機器にのみ接続されます。
o 新しい煙突は、地域の規制に従ったものでなければなりません。
o 雨の侵入を防ぐために、煙突にキャップを付ける必要があります。
o 煙突の状態を確認し、落ちているススを除去するために、煙道や煙突へのア
クセスポイントが必要です。

o 外部の煙突は熱損失を防ぐために断熱しなければならない。
o 本機と同じ部屋に換気扇を設置しないでください。
o 調理器の上部から煙突までの高さが4.6m以上であること。
o 煙突には点検用のハッチを取り付けることをお勧めします。
o ツインウォール断熱煙道を使用するには、シングルウォールスターターとシ
ングル-ツインウォールアダプターが必要になります。ツインウォールの煙道
を使用するには、ストーブを壁から離す必要があります。

注意 
本機を接続する煙突や煙道は、設置する前に掃除をして健全性を確認する必要が
あります。必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、改善策を講じる必要
があります。煙突が直火で使用されていたと思われる場合、密閉された機器から
の高い煙道ガス温度により、しっかりと付着していた堆積物が緩み、結果として
煙道が閉塞する危険性があります。そのため、設置後1ヶ月以内に煙突掃除をす

ることをお勧めします。

煙道のドラフト 

煙突は、機器を設置する前にスモークマッチを使ってチェックすることができま
す。煙突から煙が出ない場合は、煙突の点検が必要です。
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このテストはあくまでも目安であり、機器を設置して火をつけ、煙道を暖めれば、
一見貧弱な煙道も改善される可能性があります。機器を設置したら、以下の方法で
煙道の状態を確認してください。

器具の燃焼速度が最小の時と最大の時の2回、煙道の風量を測定する必要がありま
す。煙道検査用の穴は、煙道安定剤を使用する前に、できるだけ機器の近くで煙道
に開けなければなりません。

最小限を示す。本機に点火し、煙道を十分に暖める必要があります。エアコント
ロールを閉じ、ファイアボックスのドアが完全に閉じていることを確認してくださ
い。燃焼速度が安定するのを待ちます。最低限必要なのは12パスカル[Pa] (0.05'' w.g.)

です。

最大値を示す。これでエアコントロールを開いて、機器が最大の割合で燃焼するこ
とができます。煙道のドラフトを読み取ります。

理想的には、12Pa、0.12mm（0.05'' w.g.）から25Pa、2.5mm（0.1'' w.g.）の範囲で煙
道のドラフトを読み取る必要があります。この範囲を大きく逸脱している場合は、
改善の必要性があります。煙突が低い症状：火がつきにくく、煙が部屋に入ってく
る。通気性が高い場合：燃料がすぐに燃え尽き、過燃焼を起こして機器を損傷した
り、保証が受けられなくなることがあります。

ドラフトが25Paを超える可能性がある場合は、煙道安定器を取り付けて機器からの
ドラフトを軽減することができます。煙道安定器は、本機と同じ部屋に設置し、煙
道管と同じサイズのものを使用してください。追加の換気については、建築基準法
を参照してください。

煙道の風通しが悪い場合は、ファン煙道用ブースターを取り付けることもできま
す。ブースターに同梱されている説明書に従って取り付けてください。その際には
電源が必要です。
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表 1 煙道のドラフト のトラブルシューティングガイド

煙草の煙が少ない症状：火がつきにくい、煙が部屋に入ってくる 

原因 対応策 
冷たい煙突 煙突を並べる 
煙突が短い 煙突を延長する 

ダウンドラフト 
煙突端子の移設・延長を行う。
ダウンドラフトカウルの装着  

煙突の直径が大きすぎる 煙突を並べる  
煙突の障害物 煙突を掃除する 

空気の供給制限 

競合するドラフト（他の煙突、換気扇 など）
がないか確認する。部屋が密閉されている
場合は、換気口を設置してください。 

高い煙道の症状：火がコントロールしにくい、燃料が続かない、 
ストーブが熱すぎる、ストーブが破損する、煙突の火災 
原因 対応策 
外部からの風の状態 
煙突ターミナルとの 
組み合わせ 

スタビライザーカウルの取り付け 
煙道用ドラフトスタビライザーの取り付け 

図 11 煙突の位置と煙道の性能 
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機器の設置 

煙道の接続 

本機を煙突に接続するための煙道管の直径は、150mm（6インチ）です。(煙道接続
部は、本機の上部、背面の中央にあります) 

設置に関する注意事項

o 適切な煙突掃除と煙道掃除のためのアクセスが可能な設置であること。
o 垂直に対して45°以上の曲げは避けてください。すべての煙道管路は、できる
だけ垂直に近い位置に設置してください。

o 煙道システムのすべての接合部が効果的に密閉されていること。
o すべての煙道ソケットは上向きに設置してください。本機の設置が完了した
ら、調理器に隣接する煙突、炉、壁が、現在施行されている地域または国の規
制に適合している必要があります。イギリスでは、建築規制の適切なセクショ
ンに準拠する必要があります。

o エアインレットグリルは、閉塞しないように配置してください。
o 適切な追加換気が行われない限り、空気抽出装置を機器と同じ部屋で使用して
はならない。

o 煙道や煙突の掃除ができるように、煙道掃除用のハッチを取り付ける必要があ
ります。

o 本機の主要部品間のシールが健全であること、付属の部品や付属品がすべて正
しく取り付けられていることを確認してください。

o 本機が動作可能な状態になっていることを確認し、付属の取扱説明書と操作
ツールを手渡す。

o 設置後、ユーザーに本機の操作方法を説明する。すべての制御と清掃のための
煙道アクセスについて説明してください。
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本機の試運転 

o 煙草のドラフトを測定し、記録する
o 換気の確認
o 該当する場合、配管回路を確認する。
o 換気扇、他の機器、他の煙道が干渉していないか確認する。
o コミッショニングカードに必要事項を記入してESSEに返送し、保証を有効
にする。

交換部品 

防火扉ガラス 

フィルターアセンブリ 500-IH-015A
側面のレンガ 500-IH-226
側面のレンガ（棚板ランナー付き） 500-IH-227
上面レンガ 500-IH-235
トップバック レンガ 990-004
基盤 レンガ 990-009B
背面のレンガ 1 500-IH-228-UK
背面のレンガ 2 500-IH-229-UK
オーブン棚 PLUS-011-REV2 
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コミッショニングチェックリスト 

保証請求のために、以下の情報を入力してください。:- 

設置者が記入する内容. 

製品の購入先: 

名前: 

住所: 

電話番号: 

必須情報: 

設置日 

モデル名: 

シリアルナンバー: 

設置技術者: 

会社名: 

住所: 

電話番号: 

コミッショニング・チェック - 記入して署名する。 

機器の使用方法、操作方法、制御
方法が説明されているか? 

Yes No 

お客様にお渡しする取扱説明書？ Yes No 

サイン:……………………………………………….. 

Print Name:………………………………………………… 
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ESSE Engineering Limited, Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire 

BB18 6BJ 

Tel. 01282 813 235, Fax: 01282 816 876 

Website and On-line Store http://www.esse.com 




