
ノーブルライト赤外線ヒーター
自動車業界でのアプリケーション
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　赤外線ヒーターが車体の塗装乾燥で

用いられていることは良く知られています。

しかしこのアプリケーションは、自動車

生産における赤外線技術を活かした

アプリケーションのうちのたった一つの

例でしかありません。布製や革製カー

シートのしわ取り、フロントガラス洗浄

液用タンクの熱溶着、ダッシュボードの

成形など、細かい自動車部品の製造から

自動車の生産まで、赤外線を要する工程

は数多くあります。

　赤外線ヒーターは自動車業界において

実に 200以上の生産工程で用いられて

います。ヘレウスの赤外線ヒーターの

利点は、自動車の非常に特殊な生産プロ

セスに合わせフレキシブルに設計できる

という点にあります。生産プロセスに最適

化された赤外線システムは、プロセス

に高効率化をもたらします。

　昨今、代替エネルギーや環境問題など

に対する社会的要求が高まりつつあり

ます。これに伴う技術革新や新しい生産

プロセスへの要求に応えるべく、ヘレウス

はこれからも新しい赤外線プロセスの

提案をし続けます。

　
複合材料の加熱成型用赤外線ヒーター

　旅客機や自動車は昨今軽量化に向けた開発が進んで
いますが、燃費の向上を図るとともに、安全性も確保されて
いる必要があります。赤外線ヒーターは、このような要求を
満たすべく、製造プロセスの側面で貢献しています。

　繊維強化プラスチック（FRP）は、最新の複合材料です。
複合材料は、ガラス繊維などの繊維をプラスチックの中に
入れた構造から成っています。繊維は強度と剛性があり、
優れたエネルギー吸収特性があります。高いねじり剛性に
晒されるステアリング、ロッド、横衝撃保護用部品など、
自動車業界で使われる多くの高応力部品は、このような
複合材料からできています。

　赤外線システムは、そのような部品の製造工程において
用いられています。複合材料を急速に、そして均一に加熱
するだけでなく、加熱プロセスに効率化をもたらします。



3

プラスチック部品のバリ取り

革製ヘッドライナー基材への接着剤加熱硬化

液体用タンクの熱溶着

PLASTICS

樹脂部品への応用

ダッシュボードの成形



GLASS
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カーウィンドウのスクリーン印刷

ガラスへの応用

カーウィンドウ用接着の再活性化

カーウィンドウのスクリーン印刷

　今までの低温領域でのラミネートガラス工程やガラス製造
工程をはじめ、高温領域である 700℃のガラス成形への
要望が増えています。また、多くの工業製品で曲面ガラス
の採用が増加していることから、ヘレウスでは高出力赤外線
によるガラスのリヒート成形前急速加熱プロセスに取り組んで
います。



　COATING
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耐チップ塗装

燃料タンクのコート乾燥

車部品の粉体塗装乾燥消音材のコート乾燥

バンパーの水性コート乾燥

塗装への応用

　車体の塗装乾燥、フロントガラスへのスクリーン印刷、
アルミホイールやブレーキバッドの粉体塗装。このような
用途のすべてに、赤外線ヒーターの光エネルギーが急速
加熱・乾燥において活かされています。塗膜の硬化や乾燥
に用いられる赤外線エネルギーは、プロセス時間を短縮し、
プロセスの効率化をもたらします。
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METAL

金属への応用

金属金型の予備加熱

エンジンハウジングの塗装乾燥 サスペンションスプリングの粉体塗装乾燥

　赤外線ヒーターは優れた応答特性を生かし、数時間かかる
金型の予熱、金属の成形前高速プレ加熱といったプロセス
を効率化することに役立っています。また、よく塗装乾燥に
も用いられています。温風と比べ、加熱対象物まで赤外線
エネルギーが効率良く透過し、乾燥後の品質が向上するから
です。

鋼鈑の不動態処理
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　トリム、スポイラ、ワイヤー、ハウジングなど、どの車部品も
その製造工程において赤外線ヒーターを使用しないものは
ありません。赤外線ヒーターは接着剤を活性化し、コンバー
チブルトップのしわ取りにも用いられています。正しい赤外線
ヒーターを選択することは、生産プロセスを最適化し、効果
を得るために重要になります。

サンルーフのしわ取りと予備加熱

後部スポイラやバッジの乾燥

カーシートの表面しわ取り

内装材の接着剤加熱活性化

ASSEMBLY

フレキシブル性に富んだ赤外線技術の活用

コルゲートチューブの加熱

　 ヘレウスではアプリケーションセンターを設け、お客様

の研究開発や生産プロセスに役立つ加熱・乾燥速度

試験、赤外線種類による性能比較、シミュレーション

などを通じて、赤外線プロセスを形にするための技術

サポートを行っております。試験につきましては、お気軽

にご相談ください。

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 specifi c 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%.

Profi t 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 refl ector for stable heating processes under 

aggressive ambient conditions. Convince yourself person-

ally of the effi ciency 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.
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ヘレウス株式会社
ノーブルライト事業部

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

Phone (03) 6902-6601

Fax 　 (03) 6902-6613

ip.hkk@heraeus.com

www.heraeus-noblelight.jp

名古屋営業所
〒465-0095

愛知県名古屋市名東区高社1-89

第二東昭ビル3階B
Phone  (052) 725-9120

Fax 　 (052) 725-9121

自動車分野での赤外線加熱・乾燥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/infrared_emitters_for_the_automotive_industry.aspx

www.

Visuals: Alexey Ryazanov/Shutterstock.com


