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自動車産業の低圧鋳造工程での金型予熱はガスバーナによる燃焼加熱方式が一般的である。これ

を安全性や温度管理のし易い電気加熱方式で可能とした。熱源には IH などと比べ安価で設計自由度の高
いジュール熱を利用したカーボンヒータを選定し、フィラメントや配置の改善で高出力、高効率のヒー
タ管を開発、加熱器の構造なども工夫し電熱では無理とされていた 480℃の温度上昇と加熱時間短縮を
実現した。さらに、均一加熱の効果で金型メンテナンスの低減や歩留向上など多くの効果が実証された。

1． はじめに
鋳造工程では鋳造を開始する前に、金型の保護や歩
留まりの改善のため金型を予熱する必要がある。この
金型予熱はガスバーナによる燃焼加熱方式が一般的で
あるが、温度調整の簡素化、予熱時間の短縮、作業環
境の改善、エネルギー使用量の削減など多くの課題が
あり、電気加熱への転換が強く求められていた。この
たび、スズキ、中部電力、メトロ電気工業の三社で共
同開発した「赤外線ヒータ式加熱器｣ により、長年要

望されてきた電気加熱による金型加熱を実現し、「鋳
造工場における赤外線ヒータ式金型加熱器の導入によ
る省エネ・省力化｣ の取り組みが高く評価され、平成
27 年度省エネ大賞「省エネ事例部門｣ で資源エネル
ギー庁長官賞を受賞した。ここでは、その「赤外線ヒー
タ式加熱器｣ の詳細と効果について解説する。低圧鋳
造金型のガスバーナ式（図 1）と赤外線ヒータ式（図 2）
の加熱イメージ図を示す。

2． 各種赤外線ヒータの性能検討と選定
赤外線ヒータと称するものには面状や碍子封入タイ
プなどの種類もあるが、ヒータ形状などから実現可能
性のある次の 3 種類のヒータについて検証した。
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ガスバーナ式

2. 1 シーズヒータ
比較的高容量の工業用熱源にはシーズヒータが広
く利用されている。外被パイプの表面温度は一般に
600℃程度で 3μm 以上の遠赤外線を多く放射し、構
造上堅牢である反面、重く温度レスポンスが遅い欠
点がある。また、寿命などを考慮すると 800℃が限度
で、ワット密度（単位面積当たりの消費電力）は 50～
60 kW/m2 程度となり充分な放射エネルギーが確保で
きず、局所的に高出力を得ることは困難である。
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赤外線ヒータ式

2. 2 ハロゲンヒータ
石英管にコイル状のタングステン線の発熱体を封入
したハロゲンヒータはピーク波長が 1～2μm の近赤
外線を放射し、温度レスポンスに優れており、ワット
密度を高くすることは可能だが、定格電流の数倍～10
倍程度の突入電流が流れ、裸眼では眩しい。さらに、

熱源であるタングステン線の放射率は 10～40%（図 3）
と低く熱効率が劣る。例えばフィラメント温度 2,600℃
のタングステン放射率と石英管透過率（図 4）を補正
した場合の放射エネルギーは黒体と比較し、およそ
40% まで低減する。

タが早く昇温することが確認された。
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図3

塗型剤の赤外線吸収波長

タングステンとカーボンの放射率

図6 カ
 ーボンヒータとハロゲンヒータの昇温比較試験結果

図4

石英管（GE-214）の透過率

2. 3 カーボンヒータ
特殊加工した高純度カーボン薄板の発熱体（フィラ
メント）を不活性ガスとともに石英管に封入したカー
ボンヒータは放射率が 80～85%（図 3）と高く熱効率
が優れており、また、カーボンの抵抗値は温度に対し
て負特性のため突入電流は定格値のおよそ 60% 程度
しか流れない。さらに、フィラメントの断面が扁平形
状のため放射熱を上下方向に有効活用できる。また、
鋳造型には表面にセラミック系の塗型剤が塗布される
ので、この吸収波長帯の放射エネルギーが大きいこと
も有利となる。図 5 はハロゲンヒータとカーボンヒー
タの最大放射波長における塗型剤の赤外線吸収率を比
較したもので、カーボンヒータはハロゲンヒータに比
べて塗型剤の赤外線吸収率が高いことが分かる。
鋼板に塗型材を塗布し、消費電力と発熱長を同一条
件としたカーボンヒータとハロゲンヒータで昇温比較
試験を行った結果、図 6 に示すとおりカーボンヒー

したがって、被加熱物の赤外線吸収率および放射率
に優れたカーボンヒータが熱源として最適であると判
断し、これを選定した。

3． 高出力カーボンヒータの開発
低圧鋳造の代表的な金型寸法で作製した模擬金型（寸
法：縦 300×横 300×高さ 100 mm 材質：SKD61）を
予熱目標温度 480℃まで上昇させるには熱量計算によ
り 300 kW/m2 の出力が必要である。当社の一般的な
カーボンヒータのフィラメント温度はおよそ 1,100℃
を基準としているが、この放射エネルギーではパワー
不足となり 480℃、60 分以内の昇温目標の達成は困難
であった。
3. 1 カーボンフィラメント（熱源）の高温化
物体からの放射エネルギー強度はステファン・ボル
ツマンの法則により温度（K）の 4 乗に比例する。し
たがって、フィラメント温度を高く設定すれば放射エ
エレクトロヒート

ネルギーは大幅に増加する。当社では 1,100℃（1,373 K）
を標準的な設計温度としているが、これを 1,250℃
（1,523 K）にすれば放射エネルギー強度が 1.5 倍とな
る。しかし、従来のカーボン素材では金属不純物の含
有量が多く 1,250℃で常時使用した場合、その金属不
純物とカーボンが反応し短寿命となる。この対策とし
て 2,000℃のハロゲンガス雰囲気中で高純化処理を施
し金属不純物を除去することで 1,250℃での設計を可
能とした。また、カーボンの板厚を 0.3 mm から 0.6 mm
に変更し断面積を 2 倍にした。これにより同一抵抗値
の確保にはスリット間を狭く、また、スリットを深く
（写真 1）加工することになり、結果的に電流路が長
くなり、フィラメントの温度分布の均一化と長寿命化
を実現した。

写真 1 カーボンフィラメント
（左：厚さ 0.3 mm 右：厚さ 0.6 mm）

3. 2 フィラメント配置の高密度化と機械的強度の向上
ワット密度を高くするためにはフィラメントをなる
べく密集して設置することが効果的である。したがっ
て、100 V、1,500 W、1,250℃（発熱長 300 mm）で設
計したカーボンフィラメントをφ12 の石英管に不活
性ガスと共に封入した首球（両端を封止し排気した状
態）2 本を平行に配置し直列接続する。これをφ28 の
石英管に再封入し、二重管構造の 200 V、3,000 W の
高出力カーボンヒータとした。高純度石英管の膨張
係数は鉄の 1/20 と非常に小さいので通電時に水が掛
かっても破損することはないが直接的な外部衝撃によ
り破損することがある。したがって、首球（内管）を
φ28 肉厚 1.5 mm の太い石英管（外管）で保護し機械
的強度を増大するとともに片側からのリード線引き出
しにより高温部を避けた配線を可能とした。リード線
は 400℃の耐熱線を使用し比較的温度の低いところで
端子台に接続できるようにした。
3. 3 高出力カーボンヒータの仕様
実際に使用する金型の加熱面積（縦 300 mm×横
200 mm）に合わせた発熱長で設計した高出力カーボ
ンヒータを写真 2 に示す。主な仕様は次の通りである。
・定 格 200 V、3,000 W
・発熱体 100 V、1,500 W 2 灯直列接続式
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・発熱体温度 1,250℃
・発熱長 300 mm
・最大エネルギー波長 1.9μm
・リード線材質 ポリイミドテープ巻き
シリカガラス耐熱電線

写真 2

高出力カーボンヒータ

4． 加熱器の設計
外観形状は従来のガスバーナ式加熱器と同等以下の
重量とし、取り扱いやすさ、持ちやすさを設計の基本
とした。
4. 1 上下金型両面同時加熱構造
ヒータの放射効率を向上させるためにヒータ背面に
反射板を設置することがある。しかし、反射板は高温
に曝されるため酸化し反射効率が維持できない。低圧
鋳造工程では上金型と下金型を同時加熱する必要があ
るため、高出力カーボンヒータをカーボンフィラメン
トの発熱面を水平に取付け、上下金型への照射効率を
高めると共に反射板を不要とした。加熱面積 200 mm×
300 mm に 200 V、3,000 W の高出力カーボンヒータ 6
灯を等間隔に配置し合計 200 V、18 kW とした。これ
によりワット密度 300 kW/m2 が確保でき、上下金型
両面同時加熱が可能となった。また、上下金型同時加
熱構造は加熱器内の熱のこもりを防ぐ効果があり、強
制空冷や水冷が不要である。
4. 2 加熱器と金型との設置距離の短縮
加熱効率は熱源と被加熱物との距離の 2 乗で影響を
与える。したがって、高出力カーボンヒータを下金型
に最も近くなるよう配置するとともに加熱器自体に設
置高さの調整機能を設けた。なお、上金型は対流熱の
効果も加わるので、下金型より加熱効果が高く、最適
温度と加熱時間は加熱器からの距離で上下金型の温度
バランスを調整する。
4. 3 加熱器の照射効率の改善
高出力カーボンヒータからの放射熱を効率よく利用
するためには側面からの放射熱や対流熱の漏洩を防
ぎ、照射方向に対しては遮蔽物が成るべく少ないほう
が効果的である。したがって、加熱器側面には遮熱板
を設け対流熱の放散を防ぐとともに、ヒータ保護用格

子の太さとピッチも改善した。
4. 4 高出力赤外線ヒータ式加熱器の仕様
・定格 三相 200 V、18 kW
・熱源 高出力カーボンヒータ
200 V、3,000 W、6 灯
・発熱有効寸法 200 mm×300 mm
・本体寸法 270 mm×583 mm×136 mm
（持ち手部含まず。）
・重量 9 kg
・筐体材質 SUS304

5. 1 エネルギー使用量を 58% 削減
原油換算で 35.7 kl/ 月から 14.9 kl/ 月に 20.8 kl/ 月削
減した。
5. 2 予熱時間を 32% 短縮
4,746 時間 / 月から 3,211 時間 / 月に短縮した。
5. 3 現場作業の省力化
加熱開始や温度制御が自動化でき、バルブによる温
度調節や監視が不要となった。
5. 4 安全性の向上
ガスバーナは着火作業の際、ガスとエアーの混合比
により炎が大きくなったり、ガス漏れや火災のリスク
があった。赤外線ヒータ式加熱器はタイマーで操作で
き軽量化（14 kg → 9 kg）と取り回しバランスを設計
に取り入れ作業者の安全性が向上した。

写真 3

高出力赤外線ヒータ式加熱器

5． 赤外線ヒータ式加熱器の効果
こうして完成した「赤外線ヒータ式加熱器」をスズ
キ相良工場の鋳造工程に導入した結果、従来のガス
バーナ式と比較し多くの効果が確認された。特に設定
温度までの昇温時間は 180 分から 50 分に 72% 短縮し
た（図 7）。一定時間オーバーシュート防止機能（自
動制御）で設定温度を保持してもエネルギー使用量は
大幅に削減した。

5. 5 金型トラブルの減少
ガスバーナ式は金型昇温時や休み時間の保温時に局
所的な過熱により金型部品の溶損が生じやすい。この
ため、点検作業や補修作業が必要であったが、赤外線
ヒータ式加熱器はこれらを廃止することができた。ま
た、塗型材の補修は 700 サイクルから 1,200 サイクル
まで延長できた。
5. 6 品質の向上
赤外線ヒータの発熱部が金型全体を覆うように工夫
したので、温度が均一化し温度歪みによる影響が少な
く、鋳造品の歩留まりが大幅に向上した。
5. 7 作業環境の改善
段取り替えの増加により金型予熱作業は増加傾向に
ある。ガスバーナ式は対流熱によりロスが大きく、そ
の分作業環境の暑さ指数（WBGT）が上昇する。赤
外線ヒータ式により 29.0℃から 27.0℃に改善された。

6． おわりに

図7

昇温時間の短縮と自動制御

エジソンが京都の竹から採取した細い繊維を炭素化
し、これを真空中で通電した白熱電球を発明したのは
1879 年、今から 137 年前のことである。可視光線は
数パーセントに過ぎず、供給したエネルギーのほとん
どは赤外線（熱）となって放出されるため、極めて発
光効率の低い光源であった。しかし、ガスや油の燃焼
により発する “ 灯り ” を利用していた当時としては安
エレクトロヒート

全で風があっても点灯できる画期的な光源であった。
そして今、進化したこの管球製造技術で “ 光 ” ではな
く “ 熱 ” に目を向け開発されたのが “ 赤外線カーボン
ヒータ ” である。高純度炭素繊維の薄板を耐熱性が優
れた石英管に不活性ガスと共に封入したまさに “ ラン
プ ” であり、材料こそ異なるが基本的な原理構造はエ
ジソンの白熱電球と変わらない。カーボン発熱体（フィ
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ラメント）は千数百℃まで高温にできるので、極めて
高出力、高効率の電気ヒータが製造可能となった。抵
抗体に通電して発生するジュール熱は極めてシンプル
に得ることができ、出力、形状などの設計自由度も高
い。今後、ガス加熱が主流の様々な産業分野で “ 高出
力カーボンヒータ ” の応用が進み、エネルギー効率や
安全性、CO2 削減などに貢献できれば幸いである。

