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特集①：製造プロセス改善特集（塗装工場編）� 　【技術紹介】

塗装乾燥における赤外線技術
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

1．　はじめに

乾燥全般での赤外線の役割から話を始めたい。赤外
線ヒーターは乾燥に必要な熱エネルギーを対象物に与
えるのが役割である。この熱を伝える「伝熱」あるい
は「加熱」と呼ばれている種類の比較から考えてみる。
加熱原理には、大きく分けて直接加熱と間接加熱があ
る。「直接加熱」は対象物に電気などのエネルギーを
与える事により直接加熱する方法で、金属を対象とし
た抵抗加熱・誘導加熱であるが、乾燥プロセスでの使
用は極めて稀であろう。一般的には「間接加熱」が多
く利用される。「間接加熱」とは対象物とは違うとこ
ろで作った熱エネルギーを対象物へと移動させる方法
である。熱が高温側から低温側へ移動するという現象
を利用したもので、その移動方法には「伝導」「対流」
「輻射」がある。この 3種類の違いを理解することは
有益である。

2． 間接加熱の原理の比較

■伝導加熱
伝導加熱は、加熱源に対象物を接触させ熱伝導で加
熱する方法である。この原理を用いたのが熱板や加熱
ロールである。加熱源が有する熱レベルのまま利用す
る、シンプルで強い加熱方法である。分野は違うが多
くの水分を含んでいる状態の基材（紙、不織布など）
の乾燥では広く用いられている。接触という特長は、

基材を支えたり搬送したりする役目も果たし、他の 2
つの原理にはない特徴である。しかし、塗装の場合、
塗工面には加熱源を接触させられない。また、形状を
持つ対象物の場合は、裏面でも接触は困難となる。そ
のため伝導加熱は塗装乾燥ではあまり利用されてい
ない。

■対流加熱
対流加熱は、物質の移動を伴う熱移動で、熱を一旦
媒体に預け、その媒体により熱エネルギーを対象物へ
と運ばせる方法である。この原理を用いたのが対流炉
（温風炉）になる。自由自在に温風を運べる特徴を活
かして、対象物から離れた位置に加熱源を設置できる
ので、安全な手法として認識されている。少し見方を
変えると、小さな熱源で大きな空間に対応できる手法
とも言える。日本には優秀な乾燥炉メーカーが多く、
温度の安定性と均一性を有した設備が供給され、塗装
市場を支えてきた大切な技術である。但し、小さな熱
源のエネルギーを大きな空間へ分配するため、エネル
ギーは必ず「薄まる」事になる。熱源は高い熱エネル
ギーでも、媒体である空気に熱を伝えるため、下げた
熱エネルギーしか利用できない。実ラインでは、低温
領域や温度キープゾーンに非常に有効だが、急速昇温
あるいは高温乾燥では、他の原理よりも不利となる。
また、媒体をある空間に留めてはじめて能力を発揮す
るため、必ず炉体が必要となる。安定した対流空間が
温風炉としての性能を左右し、その空間を整えている
のが炉体である。近年のフットプリント縮小化の要望
に対して、この炉体が問題の要因となっている。
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■輻射加熱
輻射加熱とは熱源から出る赤外線を対象物に輻射し
て加熱する方法である。そのエネルギーは熱源温度レ
ベルで放出される。工業用電気赤外線ヒーターの熱源
温度は 500 ～ 2600℃である。2000℃の熱板や対流は
難しいが、赤外線では容易に高いエネルギーを利用で
きるのであるから、高温・高速に強みを持つと言える。
また非接触で加熱ができるのも強みである。また小ス
ペースに高エネルギーを配置できるのでフットプリン
トにも有利であろう。
しかし、輻射は温度指標では管理しにくいという欠
点がある。本来であれば、対象物温度で管理すべきだ
が、実際には物温測定が難しいために対象物温度では
なく、代理温度で工程管理をすることが多い。伝導で
は熱板温度、対流では温風温度が代理温度となる。し
かし、輻射では温度での管理値は難しい。特にランプ
型のヒーターでは熱源温度すら測定出来ない。当社で
は、赤外線ヒーターの出力値を管理指数として推奨し
ているが、温度指標が得られないのは依然として課題
である。また、強い加熱・速い加熱は得意だが、弱い
加熱、特に温度キープは苦手である。キープゾーンに
は対流の方が優位である。

3．　赤外線の加熱原理

赤外線は目的物に照射され、その物質の中で振動エ
ネルギーとして共振吸収される。そのエネルギーは分
子（または原子）を振動させ、振動させられた分子間
で摩擦熱が発生する。これが赤外線の加熱原理である。
赤外線ヒーターから放射された、可視光を除く赤外線
は全て熱になるが、全ての赤外線が対象物に吸収され
るわけではない。反射、透過、そして、はじめから当
たらなかった赤外線は加熱目的に対しては損失と
なる。
赤外線は物質によっては内部に透過していく力があ
る。これは光の性質である。他の 2つの加熱は表面に
しか作用できないのに対し、赤外線は透過できる物質

であれば、素材内部へ直接エネルギーを運ぶことが出
来る。

4． 赤外線ヒーターの選び方

■赤外線ヒーターの特徴を理解しよう
赤外線ヒーターには多くの種類がある。各種類の違
いを見極め、目的の乾燥にどの種類が適しているのか
を考える必要がある。一般に赤外線を「波長の種類」
から検討を始める傾向が強い。確かに赤外線ヒーター
は「波長」で分類されるくらいに重要な要素ではある
が、それだけでは最適な種類は選べない。重要な要素
を取り上げて、乾燥だけではなく加熱も含めた一般的
な赤外線ヒーターの選び方を説明する。

■要素その 1：光源温度
赤外線加熱では、光源絶対温度（T1）と対象物絶

対温度（T2）は右式の関係がある。温度の 4 乗で作
用するというのは輻射加熱独特な性質だが、単純に考
えると「光源温度が高いヒーターほど強い」という当
たり前な事に戻ってくる。大切な点は光源温度と対象
物温度の差だということである。エネルギーは高いと
ころから低いところにしか流れない。この差が大きい
ほどエネルギーが早く移動することも分かってくる。
例えば、テフロンコートを 400℃まで加熱するのに、
500℃の遠赤外線ヒーターを採用すると、この温度差
が少ないために目的温度に到達できない、もしくは非
常に時間がかかってしまう。それに対して 1000℃の
赤外線ヒーターを採用すれば十分なエネルギーレベル
の差を有しているので、たとえ吸収波長が不利だった
としても早く加熱する。
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■要素その 2：立ち上がり性能
立ち上がり速度はヒーターの構造によって違う。構
造を大きく分けると、セラミックパネル型、棒状シー
ズヒーター型、ランプ型などに分類さる。ランプ型は
秒単位のON-OFF 性能を持つのに対し、パネル型や
シーズヒーターは分単位の動きとなる。重要なのは立
ち上がり時間以上に立下りに時間がかかるという点で
ある。もし、緊急停止時に速やかにヒーターがOFF
になる必要があれば、ランプ型ヒーターが絶対条件と
なる。これは工場の安全性に関わる問題なので、検討
の初期段階で確認しておくべき点である。ランプ型
ヒーターは予熱や待機状態でエネルギーの無駄を省け
るので、タクトプロセスでは大幅な省エネが期待で
きる。

■要素その 3：ヒーターの対流損失
赤外線ヒーターから外気に奪われる熱は対流損失で
ある。パネル型やシーズヒーターのように輻射面が直
接外気と接する構造では外気の影響を大きく受ける。
それに対しランプ型は石英ガラスの中に光源フィラメ
ントを保持し、対流損失を極めて小さく抑えられる。
乾燥では風もしくは温風を流すことが重要となるが、
ランプ型は風の影響を受けずにしっかりと輻射エネル
ギーを作り出せる。それに対してパネル型やシーズ
ヒーターは風に熱エネルギーを大きく奪われ、熱伝達
効率の劣る対流加熱へと熱エネルギーを変換すること
になる。乾燥プロセスではランプ型を選択するのが得
策である。

■要素その 4：赤外線吸収率と透過率
物質には特有の赤外線吸収率がある。これらは加熱
に対し大きく左右する。一般的には赤外線ヒーターの
出力波長特性と対象物の吸収波長特性が一致すること
で、高効率な加熱と言われる。しかし、厚みのある機
材の加熱や、塗装、コート、接着剤などの乾燥などで
は、赤外線エネルギーを中に透過させると効果的な場
合が多くある。これは伝導加熱、対流加熱が表面にし
かエネルギーを伝達できないのに対し、輻射加熱だけ
が物質の内部に直接エネルギーを与えられるからであ

る。この特性は品質向上の鍵となる場合もあり、赤外
線の選択では重要なポイントと言われている。赤外線
波長を選ぶのは机上論では分からない。実際に比較実
験してみることが大切だと言えよう。

■要素その 5：照射効率
赤外線ヒーターから輻射される光が対象物にどれだ
け当たるかは、乾燥効率の大きな要素である。ヒーター
種類によって、照射効率が異なる。
当社の赤外線ヒーターには独自の金反射膜がヒー
ターに装着されており、照射率は 95% を達成してい
る。反射板を必要とする他の製品と比べ、20% 以上
照射効率が高い。

5．　乾燥における対流との比較

対流との違いは、光が塗膜の中に入るという点にあ
る。熱風は表面にしか作用しない。その熱の伝わり方
は表面からの熱伝導となる。そのため塗膜表層から乾
燥が始まるため皮張りなどの問題を抱えやすく、おの
ずと急速乾燥が難しい。それに対し、赤外線は塗膜内
部まで透過するので塗膜全体を同時に加熱・乾燥する。
もちろん熱伝導のファクターもあるが、熱風と比べる
と断然加熱速度に優れている。また、空気という媒体
を使用せずにエネルギーを目的物に与えるので、熱風
特有のゴミ問題も改善できるメリットもある。
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次の特長は、熱風より大きなエネルギーを投入でき
ることである。理論式から少し考えてみたい。
対流炉の場合
　対流熱伝達：qc＝hc・（T1−T2）… ………………式 1
輻射炉の場合
　輻射熱伝達：qr＝ε・δ・（T14−T24）……………式 2
q… :…エネルギー密度（熱流束）（W/m2）
hc… :…強制対流熱伝達率（W/m2・K）
ε… :…輻射率
δ… :…ステファン・ボルツマン定数
T1… :…熱風温度、輻射源温度（K）
T2… :…ワーク温度（K）
加熱の方法（対流、伝導、輻射）にかかわらず加熱
源T1（高温側）と被加熱物T2（低温側）の差が有効
エネルギーである。赤外線加熱の輻射熱伝達も例外で
はない。媒体を通して熱が移動する対流とは異なり電
磁波で熱が伝わるが、温度の差が熱伝達の駆動力であ
ることには変わりない。式 2を分解すると
q＝ε・δ・（T14−T24）
＝ε・δ・（T12＋T22）・（T12−T22）
 ＝ε・δ・（T12＋T22）・（T1＋T2）・（T1−T2）……式 3
となるが、式 1と比較して頂きたい、（T1−T2）が共
通項となる。これから、強制対流熱伝達率：hc に対
応する有効輻射熱伝達率 hr を式に表すと、
hr＝ε・δ・（T12＋T22）・（T1＋T2）… ……………式 4

となり、輻射源温度が大きなファクターで非常に大き
な値となってくる。詳細の算出は省略させていただく
が、実ラインベースからエネルギー密度（熱流束：q）
の最大値を求めると以下の通りになる。
200℃熱風の場合… ：5 ～ 10…kW/m2

遠赤外線の場合… ：30…kW/m2

中波長赤外線の場合… ：50…kW/m2

カーボン中波長の場合…：100…kW/m2

短波長赤外線の場合… ：120…kW/m2

6．　塗装乾燥における赤外線

■熱風炉の長所
塗装乾燥では熱風・対流炉が主役で、対流なしでプ
ロセスは組めない。対流は箱物など 3次元形状も雰囲
気温度で均等に加熱できる。熱風温度以上にワーク温
度が上がることがなく、オーバーベークも少ない。制
御点数が雰囲気温度、コンベヤスピードだけで操作が
簡単である。昇温が必要ない保持ゾーンには向いてい
ると言える。

■熱風炉の限界
しかし熱風方式の炉では、能力の向上範囲は限定さ
れている。熱風炉は対流熱伝達で、その基本式は前記
から；
qc＝hc・（T1−T2）…
熱風の温度 T1 を上げることで、熱流束 qc が大き
くなる。しかし塗装乾燥では、高くしても 200 ～
250℃が限度であろう。排気、炉壁、炉の出入り口か
らの損失も比例的に増加する。強制対流熱伝達率（hc）
は、ワーク表面近傍の熱風の流速とともに大きくなる
が、現実は数m/s で、層流対流熱伝達が支配的で、
自然対流に近い炉も多い。流速を高くすると、塗膜面
の品質、粉体の場合は付着率にも影響する。

T1…：…炉入口熱風温度（K）
T2…：…炉入口ワーク温度（K）
T3…：…炉出口熱風温度（K）
T4…：…炉出口ワーク温度（K）

さらに実際の熱流束は、ワークの温度上昇で熱風温
度との平均温度差は、（（t1−t2）+（t3−t4））/2 となり、
次式となる。
qc＝hc・（（t1−t2）+（t3−t4））/2
局所熱流束は炉の出口に近くなるほど小さくなり、
ワーク温度が降下しやすい原因ともなっている。理論
的に水平平板平均の層流対流熱伝達率をモデルで熱流
束がどの程度になるか推定してみる。
Nu＝0.664…Pr1/3…ReL1/2

（Nu：ヌッセルト数、Pr：プラントル数、Re：レ
イノルズ数）
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この式に空気温度 200℃の物性値を代入すると、伝
熱係数が次式で概算できる。
hc＝3.8（u/L）1/2…（W/m2…K）
ここで、ワークの代表長さ 0.3…m、流速 3…m/s と仮
定すると、hc＝12…W/m2…K となる。
上記の条件でワークの初期温度 20℃、ワーク温度
180℃、熱風温度を 200℃とすると、
qc＝12…W/m2…K・（（200−20）+（200−180））/2
　＝1200…W/m2

片側加熱の赤外線加熱と比較のために、ワーク両側
から加熱されることを考慮し 2 倍としても、q は
2400…W/m2 である。実炉内では流れの乱れ、壁面か
らの輻射など複合な総括熱伝達率が上がるとしても、
hc は 30…W/m2…K、 熱 流 束 qc は 3000…W/m2（3…kW/
m2）程度と推定する。

■赤外線はワーク温度との差が大きく、安定した加熱
ができる
熱風炉では、熱風温度とワークの到達温度との差が
小さく、特に温度差が小さくなる炉の出口付近で外部
温度の影響を受けやすく不安定となる。赤外線加熱は
発熱体温度が 800℃以上あり、十分な温度差を確保して
いるので安定した加熱ができる。
塗装乾燥では中波長赤外線ヒーターが広く利用され
ており、その照射エネルギー密度の目安は、以下の
通り。
水性塗料：～最大 15…kW/m2

粉体塗料：～最大 35…kW/m2

なお、水性塗料での注意点は、水の局部沸騰による
ワキ等の欠陥を避けるため、エネルギー密度を低くし、
ワーク温度も 60 ～ 80℃と低く抑えている。

■赤外線では保持時間が短い
例えば、塗料メーカーの推奨保持時間が 20 分で、
コンベヤスピードが3…m/min.の場合、60…mの保持ゾー

ンが必要である。赤外線加熱炉の多くの実績で、保持
ゾーンが半分以下になった例が多くある。薄物の場合
は保持ゾーンが必要ない場合もある。高いエネルギー
密度で、速い昇温、かつ塗膜内部に赤外線が吸収され
ることで硬化が促進されるのではないかと推定する。

■赤外線は必要部分の選択加熱ができ省エネとなる
熱風炉は、熱流束が一定である。厚みがあり熱容量
の大きい部分は昇温が遅く、この部分の昇温がボトル
ネックとなる。赤外線炉では、赤外線ヒーターの配置、
またサイリスター制御で、必要に応じてエネルギー密
度を変えることができる。

■赤外線は塗装膜品質の向上
特に粉体塗装で、昇温速度が遅いと溶融と硬化が部
分的に起こり、目的の塗膜品質を得ることができない。
赤外線加熱は硬化時間を短縮させるだけでなく、瞬時
に硬化させることにより、滑らかで艶のある仕上がり
が得られる。また粉体が飛び散りワークに再付着、離
脱することもない。

7． まとめ

「乾燥工程のない工場は存在しない」とまで言われ
るくらいに、乾燥は重要な技術である。直面する問題
も様々であるが、品質向上を目指す中で赤外線プロセ
スは試す価値がある手法と考える。ヘレウスの赤外線
ヒーターは多くの塗装乾燥プロセスで実績がある。塗
装乾燥に品質や速度で問題を抱えておられれば、ぜひ
赤外線プロセスを検討いただきたい。




