
ノーブルライト赤外線ヒーター
金属アプリケーション
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　金属製品の加工には、多くの加熱・

乾燥プロセスが必要になります。最近

注目されているのは、自動車業界にお

ける環境負荷低減策である、低燃費車

の開発です。その低減策として用いら

れる素材の一つに高張力鋼板（ハイ

テン）があり、車体の軽量化と安全性

の両面を兼ね備えた優れた材料として、

車体への採用に向け開発が進められて

います。

　このような材料を成形する際、品質

向上やプロセスの効率化のため、プレス

成形前の加熱工程が重要となると同時

に、均一かつ高速に加熱することが要求

されています。その両方を、同時に可能

にするのが赤外線加熱で、実はそれが

赤外線の秘めた能力なのです。

　ヘレウスでは、技術革新や新しい生産

プロセスへの要求にお応えするべく、これ

からも新しい赤外線プロセスをご提案

する活動を続けてまいります。
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Rapid heating
高速・高温加熱

900℃を高速に実現する赤外線ヒーターの能力
ヘレウスの水冷式高出力赤外線ユニットは、金属の高速・

高温加熱を実現します。肉薄な金属から重厚なものまで幅広

く対応します。炉のタイプではなく、オープンな環境下での

加熱プロセスが可能で、個々の材料に応じて細かい制御が

できるのも赤外線ヒーターの特長です。高い温度にも高速に

追随するので、高いエネルギー密度を得られる一方で、長い

加熱ゾーンを必要としないことも、赤外線の魅力の一つです。

加熱条件
■ SUS 厚み 1.0mm

■ 赤外線ヒーター：　短波長赤外線ヒーター
　　　　　　　　　　500kW/m

2 （両面）、840kW/m
2 （両面）

アルミの加熱実験結果
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金型の予備加熱

High-Power Heating
重量物の高出力加熱

予熱プロセスを自動化に、そして大幅に短縮
自動車、家電製品、精密機器などの部品製造には、さまざま

な金型が欠かせません。鋳造用の金型には特に、鋳造前に

金型を保護し歩留りを改善する必要があります。近年では

低温鋳造での導入が増えています。そのため金型の予熱プロ

セスは重要なものになりますが、そのプロセス時間の短縮化、

省エネルギー化、均一加熱、作業環境の向上、温度制御

などが大きな課題となっています。

このような重量物の加熱であっても、赤外線を用いること

ができます。赤外線加熱プロセスは、生産効率化を高める

ことのできるスマートなプロセスです。

金型の予備加熱



サスペンションコイルの粉体塗装乾燥
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金属プロファイルへの粉体塗装乾燥

Powder Coating

鉄製シリンダーの粉体塗装乾燥

粉体塗装

ねじの粉体塗装LPGガスボンベの粉体塗装乾燥

塗装乾燥プロセスを短縮化
塗装乾燥には、電気式である赤外線ヒーターと、ガス式で

あるガス触媒赤外線ヒーターによるプロセスをご提案して

います。前者は塗膜への熱伝導率が高く、高速乾燥・硬化

が可能で、生産性や仕上がり品質を向上します。後者は、

400℃以下の低温乾燥プロセスで、キープゾーンに適した

温風炉の代替として注目の集まる新しい技術です。

農業用部品の粉体塗装乾燥
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Other Applications
その他のアプリケーション

赤外線を用いた様々な金属加工プロセスへの応用
鋼板の加工プロセスには赤外線が欠かせません。主要なプロセスをスムーズにするための、補助的なプロセスでも赤外線
は活躍しています。

ポリウレタン射出成形前アルミウムおよび
鋼板の予備加熱

鋼板のクロム表面処理

成形直前加熱（コートの軟化） 裏面塗布前の加熱
（ウレタン、接着剤塗布など）

導入例イメージ図

塗装乾燥（表面処理、PCM塗装など）

成形前鋼板の軟化処理
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パイプライン輸送向け金属管保護コーティング

アルミ箔の接着剤乾燥

水系ワニスの防錆加工
（写真提供：Weiss Technik Belgium）

ベアリングのホワイトメタルコーティング防錆加工用ポリオレフィンテープのパイプライン
輸送管コーティング

アルミウムの水分除去

非鉄金属シートのリフロー

赤外線ヒーターが目的プロセスに役立つかどうか、
ヘレウスのアプリケーションラボで試験ができ
ます。基本的なシミュレーションから始め、赤外線
種類による性能比較、加熱速度の確認など、赤外線
プロセスを形にするソフト面の技術サポートを
しています。また、お客様サイドでの実験のため
に貸出機も用意しています。

■　各種赤外線ヒーターを用いた加熱および
     乾燥実験による性能比較
■　実ラインを想定した試験によるプロセスパラ
      メータの確立
■　データに基づいた最適なプロセスの検証と
　 ご提案
■　新規の最適化プロセスのご提案

お気軽にお問い合わせください。

ip.hkk@heraeus.com
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The Infrared Process Technology division of Heraeus 

Noblelight (business group specialty lighting sources) 

develops and manufactures infrared emitters and systems 

for industrial heating processes. For over 50 years we have 

focused on their specific application requirements. With 

a wealth of experience encompassing more than 3000 

different heating processes, we can match our emitters 

precisely to meet your needs in terms of spectrum, power, 

length and shape.

Make use of the intelligence of infrared technology. In 

contrast to conventional thermal processes, infrared trans-

mits large amounts of energy in a short time. This heat is 

used exactly where it is required and only for as long as 

it is required for a particular process. This offers energy 

savings of up to 50%.

Profit from the acknowledged Heraeus quality – the 

proven twin tube design with a unique length of up to 6.5 

meters – contoured emitters, which are shaped to match 

the geometry of your work piece – the new QRC® emitter, 

with its nano reflector for stable heating processes under 

aggressive ambient conditions. Convince yourself person-

ally of the efficiency of infrared emitters for your process 

in our Application Centers. 

Make use of our expertise and experience to optimize your 

production process and realize real competitive advantage.

名古屋営業所
〒465-0095

愛知県名古屋市名東区
高社一丁目89

第二東昭ビル3階B

Tel:  (052) 725-9120

Fax: (052) 725-9121
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ヘレウス株式会社
ノーブルライト事業部
IPソリューション
東京本社
〒 112-0012　
東京都文京区大塚 2-9-3

住友不動産音羽ビル 2F

Tel:  (03) 6902-6601

Fax: (03) 6902-6613

ip.hkk@heraeus.com

www.heraeus-noblelight.jp

鋼板の赤外線加熱プロセスの動画を公開しています。
https://www.heraeus.com/jp/hng/industries_and_applications/infrared_heat/infraredheaters_metalapplications.aspx

www.


