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赤外線ヒーターの実プロセスでの応用

ヘレウス㈱

ラジエーションシステム部　課長　近江　善夫

１．はじめに
　当社は、長年にわたって日本市場に赤

外線ヒーターおよび赤外線システムを納

入してきたが、お客様の技術・要求が日

進月歩で変わってきていることを感じて

いる。一昔までは単なる増産対応の話が

多かったが、近年は新しい商品開発・環

境対策・素材変更など、新しいプロセス

を必要とする話が多い。

　特に、急激に需要が伸びている電池や

LCD（Liquid Crystal Display）のような

商品に用いられている、各種材料に関す

る乾燥・加熱プロセスの案件が増えてい

ると肌で感じる。もちろん、開発競争が

厳しい分野だけに、素材内容について詳

しく教えてもらえることはまずない。

「あるベースに水性の○○色のコートが

塗られておりまして、その乾燥プロセス

について検討しておりまして……」と

いった具合に問い合わせが来る。お客様

の事情も分かっているので、敢えてそれ

以上はお聞きしないが、「ここもこの分

野を狙っているのか……」と驚くことも

しばしばである。

　コンバーティング業界には、特殊素材

に携わる製造会社があるが、素材および

製造方法に関しては殊に秘密が多い。そ

して、各プロセス開発において、赤外線

加熱・乾燥だけを見てもさまざまな新し

い手法が開発されている。

２．薄いシート・金属箔加熱プロ
セスの実際

　プラスチックシートや金属箔の加熱・

乾燥であれば、ある程度の熱量計算はそ

れほど難しいことではない。対象物の物

理的性質や生産条件をしっかり把握して

いれば、単純計算で熱量は求められる。

しかし、実際のプロセスでは、ヒーター

の容量以外に考えておくべきさまざまな

技術ポイントがある。赤外線ヒーターの

種類の選定やアレンジだけでなく、それ

を取り巻く設備構造が問題になることも

多い。今回は設備がらみの問題を、いく

つかのプロセス実例を取り上げながら説

明したい。

2.1　シート乾燥工程の例

　お客様からの相談で、既存乾燥設備改

造の案件は多い。「現在、他社の赤外線

ヒーターを使用しているが、思ったほど

物温が上がらず、乾燥も悪い。ラインス

ピードが目標に届かず困っている。ヘレ

ウスのヒーターに切り替えれば良くなる

だろうか？」といったような内容であ

る。「独自に熱量計算して、目的シート

には十分な赤外線熱量を与えたつもりだ

が、ほとんどシート温度が上がらない。

どこか計算が間違っていないか教えてほ

しい」との問い合わせもある。確かに条

件等をお聞きして、当社で計算しても熱

量計算的には大きな間違いはないように

思える。

　しかし、よくよく設備内容を聞くと図

１のような構造の場合があった。

　温風乾燥炉などではよく見られる構造

で、搬送用に複数本数のガイドロールが

使用されている。実はこのロールが問題

を引き起こしている。温風を併用した乾

燥機であればまだ問題が起こりにくい

が、熱源が赤外線だけのような場合で

は、シートは赤外線で加熱されるが、

ロールは炉内温度上昇に伴い徐々に上が

るしかない。このためロールに接触する

たび、せっかく加熱されたシートの熱が

かなりロールに奪われてしまう。目的

シートが薄いシートや金属箔のような場

合は、薄いだけに自分が持つ熱量自体も

少ない。温まりやすいが、冷めやすい。

これをいくら繰り返しても、ロール温度

が上がってくるまでは、物温も目的温度

に到達できないことになる。“ロールが

シートから熱を奪う”ことを念頭におい

て設備をプランする必要があろう。

　対応策としていくつかの案が考えられ

る。

図１　シート乾燥設備の一例
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(1)加熱・乾燥ゾーンのガイドロールを

温調ロールに切り替え

　分かりやすい方法ではあるが、温調

ロールはコスト面で大きな負担である。

(2)加熱・乾燥ゾーンのロールを赤外線

ヒーター、温風で目的温度に

　この方法は、実際プロセスでは少なか

らず見受けられる。しかし、対象物より

も熱量の遥かに大きいロールを温めるの

は、長い立ち上がり時間が必要になる。

シートを直接加熱し、短時間で処理する

ことが、赤外線の本来の姿である。ロー

ルを加熱するのに赤外線を利用するの

は、目的がハッキリしないプロセスと

なってしまい、疑問が残る。

(3)ガイドロールを極力なくし、ロール

間で加熱・乾燥

　途中のガイドロールを極力なくし（図

２）、ロールとロールの１区間ですべて

を加熱・乾燥ができれば、赤外線プロセ

スとして理想的である。しかし、ガイド

ロールを減らすとシートのテンションや

バタツキ、あるいはシートの伸びなどの

問題が出てくることを考慮に入れておく

必要があるだろう。実現のキーポイント

は、できるだけ短い距離で赤外線ゾーン

をアレンジすることにある。

　もし、既存温風乾燥炉の能力をアップ

する目的で、これから新たに赤外線ヒー

ターを利用する場合は、図３のように温

風乾燥機の手前に赤外線ゾーンを設置す

るのはどうだろうか。特に、コートタイ

プを溶剤系から水系に切り替えるときな

どに発生する、既存乾燥機の能力不足を

解消する場合には最適と考えている。既

存設備に赤外線ゾーンを増設するスペー

スがなければ、温風炉の初めのゾーン内

に赤外線ヒーターを設置するのも１つの

手段ではあるが、できるだけ赤外線ゾー

ンと温風ゾーンは区別することをお勧め

したい。

　その理由は、赤外線加熱は乾燥のため

の補助としての位置付けで理解すべきだ

からである。乾燥炉に入る前に赤外線加

熱することにより、ある意味ではブース

ターであり、コートが乾燥開始直前状態

まで励起させることに目的を持たせると

よい。

　実際、水系コーティングなどでは、

シート温度を70℃くらいで乾燥させるこ

とが多いが、この温度まで赤外線により

短時間で昇温させる。しかも、赤外線は

コートの種類によっても違いは見られる

が、ある程度の厚みは透過するので、表

面から内部までを同時に加熱していく。

表面だけしか加熱できない温風加熱とは

大きく違って、表面だけが先に乾いてし

まう現象が少ないのが赤外線加熱の最大

の魅力であろう。

　コートを励起状態にして既存温風炉に

持っていけば、かなりのスピードアップ

が図れる例も少なくはない。実用的な方

法なので、参考になればと思う。

2.2　金属箔乾燥工程

　次に、金属箔の乾燥工程の例から考え

てみたい。図４に１つの乾燥プロセスの

モデルを挙げた。これは金属箔の水洗後

乾燥をイメージしているが、垂直ゾーン

で乾燥をしている。赤外線加熱を主体に

対向反射板

赤外線ゾーン 温風乾燥ゾーン図２ シート乾燥設備の改善例（ガイド
ロールを減らす）

図３　シート乾燥設備の改善例（温風乾燥機の前に赤外線ゾーンを設置）

空冷空冷

排気

赤外線ゾーン

吸気

金属箔の温度をロ
ール温度付近まで
冷却させてからロ
ールに持っていく

風のバランスをと
る工夫が必要にな
る。片側加熱だと
効率も悪く、風速
も変わってくるの
で問題あり

図４　金属箔乾燥プロセスのモデル
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乾燥しており、金属箔の伸びの問題を考

慮してできるだけテンションを掛けずに

引き上げている。テンションを低くして

いるので、箔のバタツキには注意が必要

で、乾燥風は最低量でできるだけ穏やか

に、相流で流しているようだ。

　このようなプロセスでは、赤外線は両

面加熱方式が取られるのが一般的であ

る。もちろん片側加熱でも、裏側にも熱

伝導で熱は伝わる。薄い金属箔の表裏で

温度差がつくことはまずない。しかし、

いくつかの問題が出てくる可能性があ

る。

(1)金属箔を透過できない赤外線

　このため、もし片側加熱だと金属箔の

裏側に冷たい風が存在することがある。

これがプラスチックシートの加熱であれ

ば、必ずシートを透過する赤外線がある

ので、シートの裏側の炉体内面もそれな

りに加熱される。しかし、金属箔は完全

に光を遮断するので、裏側には赤外線光

が全く届くことはない。もし、図４とは

違って自然対流で風が煙突現象のように

抜けていくような構造であれば、金属箔

とヒーターの間で発生した熱気が上に抜

ける勢いで、裏側にも対流風が流れる。

ヒーター側へ入り込んできた空気は熱気

に変わるが、箔の裏側は熱源がないため

に冷却風がそのまま流れるようなもので

ある。せっかく表から加熱したものを裏

側から冷やすことになる。風の入り込み

を防ごうとしてシート口を狭くしたら、

かえって風速が上がり逆効果だったとい

う例もあるらしい。当社の経験では、片

側加熱だと両側加熱の場合より、風の影

響を受け20～40％くらい加熱効率が落

ちた場合があるので注意しておきたい。

(2)雰囲気温度の違いだけではなく、上

昇気流の風速も変化

　金属箔で垂直搬送を用いるのは、テン

ションをできるだけ低く抑えるために利

用している場合が多い。そうなると、風

速の違いによりシートが吸い寄せられた

り押されたり、波打ち現象などの原因と

なりやすい。これらを防ぐ意味でも、両

側加熱方式を採用するのは得策である。

　余談にはなるが、金属箔の実ラインで

は乾燥不良の問題よりも、むしろ乾燥後

のシワ問題の方をよく耳にする。図４の

ような乾燥ラインでは乾燥後の箔温度は

かなり上がっており、素材特性に従って

熱膨張は起こっている。その状態でいき

なり冷たいロールに抱かせると、ロール

上で急激な収縮が起こり、シワ発生の原

因となる。この温度管理をいい加減にし

ていると、シワ問題はいつまでも解決で

きない。

　対策方法はいくつかあるだろうが、①

ロールを温調ロールにする、②ロール手

前で問題ない範囲まで金属箔を冷却する

などの手段が必須であろう。実ラインで

は赤外線ブース内にロールを入れて余熱

でロールを温めている例もある。ただ

し、ロール温度が上がるまでが大変らし

い。

　個人的な意見としては、ロール手前で

の冷却方式が理にかなっていると思う

が、この空冷もなかなかの技術がいるら

しい。また、冷却スペースを確保するた

めには、赤外線ゾーンを小さくする必要

も出てくる。両者を併せてできるだけ短

くするのが、箔の伸び・フラツキ、シワ

などの問題を抑え、品質安定の鍵にな

る。

2.3　シート延伸プロセスの例

　最後に、延伸プロセスの例から考えて

みたい。これは、当社の赤外線ヒーター

の実用例の中でも、極めて狭い場所での

加熱プロセスの一例になろう。PETフィ

ルムをはじめ、多くのフィルムが二軸延

伸プロセスにて生産されている。押し出

されてきたフィルムがいったんガラス転

移点以下まで冷却されて、再加熱後に縦

軸延伸、続いて横軸延伸される。加熱方

法としては、熱ロール加熱、赤外線加

熱、温風加熱の３種類が利用されている

が、赤外線ヒーターが利用されるのは縦

軸延伸プロセスである。大きく分けて２

群にロールが分かれており、上流側より

下流側が速く回転する機構のため、上流

と下流の境でフィルムが引き伸ばされ

る。このとき、フィルムはガラス転移点

以上に加熱されている。ここでの加熱源

の１つとして赤外線加熱がある。

　延伸プロセスで一番問い合わせの多い

のは、PETフィルムだと思う。近年、海

外に生産拠点を移している企業が多いの

で、日本側での案件は減るものと思って

いたが、逆に、今まで以上に付加価値の

高い製品を国内で生産することになり、

今までにない加熱方法が必要となってき

ているようだ。もちろん、詳細内容は教

えていただけたことはない。

　一度あるお客に「材質はPETですよ

ね。厚みとライン速度を教えていただけ

れば、熱量計算しますが……」と尋ねた

ことがあるが、「それを言うと工場生産

能力・自分たちの実力を教えることにな

るので……」との回答。なるほどと思っ

た瞬間だった。唯一開示してもらえるの

はシート幅だけである。

　詳細は分からないにしても、今までよ

りも厚手のシートを扱う時に、裏と表の

温度差（あるいは内部を含めたシート厚

み方向での温度差）を減らしたいと言わ

れる。薄いシートであれば、片側加熱で

もそれほど問題にならなかった。実際

に、片側加熱を採用している装置が多

い。しかし、シート厚みが増すことによ

り、いくら透明シートであっても照射面

と反対では温度差が生じ、それが分子配

向の違いとなって品質に表れてくる。よ

り高品質を求め、均一加熱を目指して、

両側加熱へ切り替えられている。もちろ

IR emitter

図５ シート延伸プロセスにおける両側加熱型赤外線
ヒーターのセッティング
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ん、厚みが増した分だけの熱容量も増や

す必要がある。

　実装置を見せてはもらえないが、ロー

ルとロールの狭い間隙でシートの裏側に

ヒーターを配置することが容易ではない

ことは確かである。両側加熱の赤外線

ヒーターのセッティングは図５のように

なるのだろうが、ロール幅方向での制約

があり、また、図には描かれていない部

品もあったりして、かなり困難な改造に

なることが多いようだ。

　もちろん、ロール間が長くて配置ス

ペースが広ければ赤外線ヒーターのセッ

トは楽だが、図６で示しているように、

延伸部を長くすることはシートの幅方向

のシュリンクを増すことになる。「直後

図６ 長いロール間距離、広い配置スペースをとった場合の赤外線ヒーターのセッ
ティング

に横延伸をするのだから、そんなこと気

にしなくてもいいのでは」というのは、

素人考えらしい。シュリンクした両端部

分は分子配向が違ってくるので、製品に

はできない。生産歩留まりを上げるに

は、この延伸部の距離を小さくとるのが

重要なポイントだと言われている。

　赤外線ヒーターは、より高出力のタイ

プへと移っている。今までの設備には、

当社の商品で言えば、中波長赤外線クラ

スのタイプが採用されていた。このタイ

プは、樹脂フィルムの吸収波長とマッチ

した特性を持っているので、加熱効率だ

けを見れば最適にできた。しかし厚手の

シートでは、吸収性だけでなく、内部ま

での均一加熱を求め、透過性を重視する
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加熱ゾーンが長いと、
それに比例してフィル
ムの収縮が起こる。収
縮を最小限に防ぐため
に、加熱ゾーンを小さ
くする要求が高い

場合もある。また、熱効率は悪いが、そ

れを上回るパワーがあるので、配置でき

るヒーター本数に制限があるこのプロセ

スでは、高出力である短波長赤外線タイ

プを採用したほうが生産ライン速度を上

げられるとの判断があるようだ。赤外線

ゾーンだけで比較すれば、確かに短波長

赤外線は加熱効率が悪く、無駄にしてい

るエネルギーは多くなる。しかし、ライ

ン全体で考えれば、生産能力はアップす

るので、単位生産量当たりの全ライン消

費エネルギーでは、むしろ省エネとな

る。

３．おわりに
　今回は実ラインの話題だけを取り上げ

て、とうとう赤外線ヒーター製品の説明

を何もしないで終わってしまった。しか

し、当社では、継続的に新しい商品開発

を行っているので、次回の機会にはそれ

らを紹介できればと思う。

　当社は、赤外線ヒーターという狭い分

野での活動ではあるが、単なる商品の供

給だけではなく、あらゆる工業プロセス

からの要求に独自の技術・ソフト面から

もサポートできればと願っている。


