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はじめに

当社は、ドイツ・ハーナウを拠点とする Heraeus
Noblelight GmbHが開発した工業用特殊光源
（UV・IR・Xeフラッシュランプ）とそれに纏わる
技術を、国内のユーザーが抱える様々な工業分野
の製造プロセス上にある課題に応用している。
まず、工業用赤外線ヒーターを使った代表的な

事例をいくつか紹介する。塗装・コーティングの
塗膜乾燥、商業印刷機向けのインク乾燥、またガ
ラス板の三次元成形の再加熱（リヒート）など 600
℃を超える高温領域をカバーする多様なアプリケ
ーションなどである。
その中で、今回テーマにする短波長赤外線ヒー

ター（SWIR：Short－wave Infrared）を使ったブ
ランク材の急速加熱は、これまでホットスタンプ
（熱間プレス）の難点であった、設備専有面積の
肥大化や生産性の悪さの解決に直結する「予備加
熱」の時間短縮や最適化ソリューションとして期
待されている。

ホットスタンプ市場

増大するホットスタンプ成形品の需要について、
データを用いて見てみよう。
ホットスタンプの世界経済規模は、2017年時

点の一般的なボロン鋼 22 MnB 5 AlSiコーティン
グ品需要ベースで年間 2，500 kTとなっている。
この数字は、2013年から 2017年の 4年間で約 2．5
倍にも増加している。そして、有効期限切れにな
る鋼材およびコーティングの関連特許や、新たに
開発される関連技術によって、さらに成長が加速
すると予想されている1）。
また国内の主な動きとして、自動車プレス部品

メーカーの世界最大手、ゲスタンプ・オートモシ
オン社（スペイン）が三井物産㈱から 470億円の
出資を受け、2017年に東京へ R&D拠点を、2018
年に三重県松阪市へ日本初となる生産拠点を開設
したことから象徴されるように、ホットスタンプ
設備投資が急拡大している。日系自動車のグロー
バルシェアは約 30％（台数規模 2500万台）であ
るが、自動車の骨格にあたるホワイトボディに使
用されるホットスタンプ成形品の採用比率は、モ
デルによって異なるものの、欧州の一部車種では
30～40％となっている。その一方で、日系自動
車メーカーは冷間プレスを選ぶ傾向が強かったた
め、欧州系自動車のそれと比べ、これまでのとこ
ろ相対的に低く推移している。

伝熱形態について

媒体を介して行う伝熱形態の総称を間接加熱と
いうが、これはさらに、伝導、対流、輻射に分類
できる。その中でも、対流は伝導の特殊な形態と
考えられている。
いずれの伝熱形態にせよ、熱エネルギーは、熱
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UV 可視光
エネルギーの第二法則により必ず高
い方から低い方へ移動するのだが、
伝導か輻射かにより、たとえば温度
差のある 2点間の単位時間、単位面
積における熱エネルギーの移動量で
ある熱流束（W/m2）は異なる増減
傾向を示す。伝導では、温度勾配に
単純比例するのに対し、輻射では後
述するステファン＝ボルツマンの法
則により、絶対温度の 4乗の差に比
例する。そのため、ある系において
物体間の温度差が大きくなると、輻
射による伝熱がより支配的になる。
1）熱伝導（Heat Conduction）とは、
物質が媒体となり熱を伝える形態。
2）熱対流（Heat Transfer）とは、
流体が媒体となり熱を伝える形態。
3）熱輻射（Heat Radiation）とは、
電磁波が媒体となり熱を伝える形態。
現実の系では、工業用加熱装置に

おいても、伝導、対流、輻射による伝熱が同時並
行的に採用されている。それゆえ、前述したよう
に輻射の熱流束が絶対温度の 4乗の差に比例する
点に着目すれば、発熱体温度が 2，000℃以上に到
達する短波長赤外線ヒーターを適用することによ
って、ブランク材の加熱時間の短縮と、場合によ
ってはサイクルタイムの短縮にもつながる可能性
がある（表 1、図 1）。

赤外線加熱（輻射加熱）について

ここでは、赤外線加熱についての基本となる代
表的な法則を簡単に解説する。1．ステファン＝
ボルツマンの法則と、2．ウィーンの変位則につ
いては、他の資料でご覧になった場合、飛ばして

いただいて構わない。
1．ステファン＝ボルツマンの法則

物体から放射されるエネルギーは、その温度が
高くなるにつれ大きくなる。絶対温度 Tの黒体
（外部から入射する赤外線などの電磁波を全波長
にわたって完全に吸収し、また熱放射できる想像
上の物体）から放射される全エネルギーは、プラ
ンクの法則を全波長に対して積分することで得ら
れ、絶対温度の 4乗に比例する。これは、ステフ
ァン＝ボルツマンの法則により次式で与えられる。
E＝σT4

E：全放射エネルギー（W/m2）
σ：ステファン＝ボルツマン定数
（5．6697×10－8 W/m2/K4）

T：絶対温度（K）

図 1 出力を同一とした赤外線ヒーターの分光分布

表 1 赤外線ヒーターごとのピーク波長

ヒーター種別 発熱体温度 ピーク波長

短波長赤外線ヒーター 1，400～2，100℃ 1．2～1．7μm

中波長カーボンヒーター 950～1，450℃ 1．7～2．5μm

中波長赤外線ヒーター 800～950℃ 2．4～2．7μm
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2．ウィーンの変位則

物質から放射される赤外線などの電磁波のピー
ク波長は、発熱体の温度が高くなるにつれて短波
長側へシフトする。これはウィーンの変位則によ
り次式で与えられる（図 2）。
λ＝2897/T
λ：波長（μｍ）
T：絶対温度（K）

3．キルヒホッフの法則

熱平衡状態にあるとき、物体の放射率と吸収率
は等しくなる。放射率（＝吸収率）は 0～1の割
合として表現する。物質の材質、形状、温度に加
え、放射の周波数にも依存する。光の周波数と波
長には下記の関係があるため、放射の波長にも依
存すると言い換えることができる。
λ＝c/f
λ：波長（m）
c：光速（m/s）
f：周波数（Hz）

4．形態係数

まず前提として、離れた場所にある二つの物体

Aと Bが輻射によって伝熱しようとする
場合、Aと Bが互いに見える位置関係で
あれば伝熱は可能だが、見えない場合は不
可能である。形態係数は Aと Bの位置関
係を表すもので、0～1の割合として表現
する。通常、ヒーターの背面へ逃げる赤外
線を回収するためには、別途反射板を設け
る場合が多いが、当社の場合、赤外線ヒー
ターの石英ガラス管の背面へ「金反射膜」
を直付けし、赤外線ヒーター自体に反射板
を取り付けた場合と同等以上の機能を持た
せている。なお、金の反射率は金属中で最
も高いことが知られている。

今後、ホットスタンプの
付加価値となるもの

初めに、引張強度が 1，000 MPa（1 GPa）
を超えるような超高張力鋼板の冷間プレス
成形について、現状の課題と設計上・製造
上の制約を以下に示した。鋼材にとって硬
いことは同時に加工性の悪さにも繋がる。
より高性能な高張力鋼板 AHSSの登場と

その他関連技術の革新によって、この二律背反の
課題は解消しつつあるようにも見えるが、鋼材コ
ストの増加や、溶接性の悪化などの副作用も存在
する。また、今後さらなる車体軽量化の要求にも
応えていかなくてはならない。
1．冷間プレスの課題

冷間プレスの課題は、以下が考えられる。
1）スプリングバックの発生（設計自由度の制約）
2）ワレの発生（設計自由度の制約）
3）プレス回数の増加（生産能力の制約）
4）プレス型の短寿命化（設備維持コストの制約）
2．ホットスタンプの課題

次に、多くの鋼材メーカーにとって超高張力鋼
板 AHSSよりも一般的なボロン鋼板 22 MnB 5を
ホットスタンプ成形する場合の課題を以下に示し
た。これらの課題から、装置メーカーや自動化設
備メーカーは市場の要求やトレンドを読み取らな
くてはならない。
1）ラインの複雑化
（例）予備加熱／炉＋搬送／ロボット＋冷却・

成形／プレス

図 2 黒体の放射エネルギーの分光分布
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2）熱によるプレス機躯体への歪などの影響
3）加熱能力が低い→必要加熱時間の確保→連続
式対流加熱炉の長大化
これらのうち、3）を解説すると、従来型の連

続式対流加熱炉では、加熱能力の限界から炉長は
自動的に決まってしまう、というものだ（図 3）。
この解決策として、塗装乾燥向けなどのアプリケ
ーションに対し当社で多くの実績がある補助加熱
方式「赤外線ブースター」を紹介する。
連続式対流加熱炉は、製品の均熱性確保と温度

管理の容易さから加熱ゾーン全域にわたって用い
られる場合が多く、工業分野では標準化している
が、この「赤外線ブースター」は、従来型の連続
式対流炉の前段に、片面で最大 420 kW/m2にも
なる赤外線加熱ゾーンを設けることで、生産性の
向上と設備専有面積の縮小化を同時に実現するも
のである。
「赤外線ブースター」はあくまでも補助的な役
割を担うもので、常温からある温度までをカバー
し、そこから最終的な目標温度への加熱と、製品
の均熱性および製品の温度管理については従来の
連続式対流炉がカバーする。さらに特筆すべき点
は、短波長赤外線ヒーターは遠赤外線セラミック
ヒーターと比べてヒーター投入電力に対する赤外
線変換効率が極めて高いため（短波長赤外線ヒー
ターでは約 90％であるのに対し、遠赤外線セラ
ミックヒーターでは 45～55％となっている）、一

次的には空気を温めることに電力は利用されてい
ない。そのため、前節 4．で説明した形態係数を
最適化することで断熱炉外のオープンな環境を利
用することが前提となっている。
ここで、一般的な炉長の計算式を以下に示す。

「赤外線ブースター」をローラーハース式連続炉
などの前段へ追加し、短波長赤外線ヒーターでた
とえば 750～800℃で予備加熱しておくことで、
たとえば 930℃の目的到達温度までの必要加熱時
間 theatingを短縮し、結果的に炉長 Lfurnaceを短くす
ることができるだろう。または、炉長 Lfurnaceを伸
ばすことなく、サイクル時間 tcycleを短くできる可
能性がある（図 4）。
Lfurnace＝ theating / tcycle×Lbatch
Lfurnace：炉長（m）
theating：必要加熱時間（s）
tcycle：1バッチあたりのサイクル時間（s）
Lbatch：1バッチあたりの占有長さ（m）

製品加熱温度の制御

短波長赤外線ヒーターでは、電源投入から発熱
体温度が 2，000℃へ到達するための時間は 1秒程
度である。立ち上りに 6～8分程度を要する遠赤
外線セラミックヒーターと比較すると、極めてレ
ポンスが速い。また電源遮断からの立下り時間も
短いため、閉ループ制御による温調と相性が良い。
ただし「赤外線ブースター」として使用した場合、
製品の均熱性や製品の温度管理は後段の連続式対

図 3 赤外線ブースターと対流炉の位置関係のバリエ
ーション

図 4 短波長赤外線ヒーターによる t 1 mm鋼板加熱
実験グラフ
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流炉で行うため、「赤外線ブースター」出口での
ブランク到達温度と面内温度分布の精度はあまり
気にする必要がない。この点は前節でも説明した
とおりである。

商業的分析

国内ホットスタンプを取り巻く状況は、マーケ
ティングの基本であるプロダクトライフサイクル
（PLC：製品・市場のライフサイクル）に照らし
合わせると、現在どの位置に属しているだろうか。
筆者の感覚によるものだが、欧州は成熟期に差し
掛かるあたり、国内はまだ成長期を迎えたばかり
の位置と考えている。
PLCは、ある製品・市場の 4ステージからな

る成長パターンとして知られるが、「成長期」は、
市場拡大に伴い参入者が急速に拡大し、希少価値
から高値で販売されていた製品がコモディティ化
することによって普及価格へと落ち着いてゆくス
テージだ。それゆえ、設備を供給する側にあって
は、より深く市場の要求と動向を見定め、適時適
切な付加価値を生み出す必要がありそうだ（図 5）。
また、別のアプローチも可能である。もし先行

者利益を得ている海外の競合他社が多様過ぎる市
場要求に応えようとすることで、余りに過剰な機
能を追求してしまい、コスト高となってしまって

いるようであれば、それに追従せず、機能を必要
なものだけにある程度限定することで同じ土俵で
相撲を取る必要がなくなり、新しい地位を手に入
れることができるかもしれない。

☆ ☆
採用を検討中の読者の方々には、当社の東京本

社に併設されているアプリケーションセンターに
て、持ち込みいただいたワークによる加熱実験を
サポートするサービスも実施している。当社の赤
外線技術の適用できるか否か大枠で判断いただく
ための設備としてぜひご利用いただきたい。
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図 5 プロダクトライフサイクル（PLC）




