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まえがき

熱エネルギーは人間社会における基幹エネルギーの一つ

である。熱エネルギーの利用は燃焼熱から電気による加熱

への移行が進むにつれて，利用者は意識することなく利便

性を増し，快適な生活を謳歌（おうか）している。

電気加熱技術の持つ本質的な優れた特性としては，省エ

ネルギー性と環境の改善性である。

1997年末の「気候変動に関する国際連合枠組み条約第３

回締約国会議」（地球温暖化防止京都会議）での枠組みを

遵守し，産業活動を発展させることを考えると，来る21世

紀は環境問題が最重要事項になるであろうし，社会的ニー

ズに向けた環境対応を付加価値にした産業活動を積極的に

進めることが社会の要請となる。

こうした状況のなか，省エネルギー性の面からも，環境

の改善性の面からも電気加熱への期待は大きい。なかでも，

誘導加熱はその特長から金属溶融，加熱，熱加工などの分

野では最も注目される技術となっている。

誘導加熱は，1831年にファラデーの発見した電磁誘導の

原理に基づいている。誘導加熱の工業的利用は約80年の歴

史をもち，わが国では1970年代の高度成長期に広く普及し

た。1990年代に入って民生用の電磁調理器，IH（Induction

Heating）炊飯器などが一般的になり，だれでも目にふれ

る機会ができるようになり，今では現代生活を支える重要

な要素技術として発展している。

誘導加熱の第一の特長は，その省エネルギー性である。

卑近な例として，燃焼式加熱の代表例をガスレンジとして

見ると，その熱効率は約40％であるのに対し，電磁調理器

のそれは約80％と倍近いものとなっている
（1）

。

第二の特長は，その環境の改善性である。ガスレンジを

点火するとすぐに CO2，CO，NOxなどが増加するが，電

磁調理器の場合には大気のガス成分の変化はないし，また，

周囲温度もほとんど変化はない。これは，工業用誘導加熱

においても同様である。

さらに，誘導加熱の特長，①クリーンな熱源，②被加熱

物の直接発熱，③急速加熱，④高温加熱，⑤局部加熱や均

温加熱の調整が可能，⑥加熱温度制御の容易さ，⑦保守の

簡便さ，⑧電気エネルギー源のために個々の装置に対する

CO2 など排ガス対策が不要，などを利用した種々の加熱

応用がなされている。

誘導加熱は，省エネルギー，環境保全とともに上記特長

からなる生産性向上を三本柱とした加熱方式であり，技術

革新を伴いながら，今後ともわれわれの生活と密着して発

展するものと考える。

技術動向

富士電機の誘導加熱応用技術の系譜を表１に示す。

社会需要の要求が技術の発展を促し，新たな需要を生み

出してきたことがうかがえるものと思う。二度にわたるオ

イルショックが，省エネルギーの技術を発展させたし，サ

イリスタインバータの出現をうながし，省エネルギー性に

優れた高周波誘導炉を飛躍的に発展させてきた。自動車の

コストダウン要請に，合理化投資を進める手段として誘導

炉設備が貢献してきたし，パワートランジスタインバータ

の登場を促し，ビレットヒータを中小の工場にまで普及さ

せる結果となってきた。

円高不況が，重厚長大産業をハイテクノロジー産業に転

換する一助として各種の誘導加熱製品群を登場させたし，

エレクトロニクスの発展を側面から助長し，真空炉，リー

ドフレーム用誘導炉などを提供することになった。

さらなる円高対応に，国内企業の海外進出が盛んとなり，

それに伴ってグローバル化が進んだし，海外メーカーとの

熾烈（しれつ）なコスト競争に打ち勝つ対応力も培われた。

いずれも，社会構造の変革への対応策として，誘導加熱は

合理化，生産性向上のポイント対策として導入されてきた

し，社会の要求が新たな需要，ビジネスチャンスを生み出

してきた。

現在では，社会構造の変革，地球環境問題がわれわれの

周囲を取り巻く新たな課題となっているが，これらの社会

環境がさらに新しいシステムを提供することになろう。さ

らなる省エネルギーの強化，環境問題への対応，環境 ISO
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表１　富士電機の誘導加熱応用技術の系譜 

年　度 

1964

為替 
レート 

社会事件 業界ニーズ 

東京オリンピック 

海　外 

初輸出 

韓国市場活発化 

富士電機の系譜 

誘導炉1号機 

1966

1968

1970

溶解プラント伸長 

1969

￥360

大阪万国博覧会 

プロペラ用30t記録品　鋳鉄用溝形炉 
 
高周波実験炉設置　真空炉 

1971 スミソニアン合意 

一次オイルショック 

二次オイルショック 

対米自動車輸出規制 

自動車海外進出盛ん 

円高不況 
貿易摩擦 

サービス専門の鈴鹿ファーネス（株）設立 
サイリスタ式高周波炉 

￥3081972 大形炉組立工場完成　40t誘導炉完成 

￥2651973 アルミニウムビレットヒータ 

￥2801974 自動注湯炉　ダイスヒータ 

￥2931975 60t溝形炉 

韓国へ技術供与 

旧ソ連への輸出活発 
化 

￥3001976 30t省エネルギー炉　新乾式築炉法採用 

￥2781977

￥2241978

85t鋳鉄用溝形炉 

製造・技術部門の一体化によるエンジニアリング 
強化 

￥2191979

高周波炉の中国への 
輸出活発化 

高周波インバータ鈴鹿工場に集約 
省エネルギー形アルミニウムビレットヒータ 

￥2381980 環境装置部門設立 
鉄ビレットヒータ 

￥2151981 鉄ビレットヒータ伸長 

￥2361982 10kHzインバータ開発 
研究用薄板加熱装置設置 

￥2381983 真空加熱装置 

￥2261984 薄板加熱装置　バーヒータ 
トランジスタ式ビレットヒータ 

東南アジア市場活況 

￥2511985 温間鍛造用ビレットヒータ 
40t省エネルギー誘導炉 

￥1681986 10t高周波炉　500kg真空炉 
廃プラスチック減容処理システム 

内需拡大開始 
ニューヨーク株価暴落 

￥1401987 20t高周波炉 
連続鋳造前タンディッシュ加熱装置 

内需景気持続 ￥1251988 タンディッシュ加熱活発化 
アルミニウム用電磁かくはん装置 
誘導加熱実験棟完成 

累計台数 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,100

消費税実施 

バブル崩壊 

阪神大震災 

￥1321989 大形真空炉　大形アルミニウムビレットヒータ 
夜間自動溶解炉システム　エッジヒータ 

1,200

￥1591990 銅合金自動注湯システム 
CPCロール加熱システム 

￥1371991 誘導加熱製造棟増設　とりべ加熱装置 
薄板加熱装置　MOSFETインバータ 

1,300

地球環境サミット 
平成不況突入 
毛利氏宇宙へ 

￥1331992 真空溶解・加圧注湯総合システム 
7.5tアルミニウム溶解炉 
2kg浮揚溶解装置 

1,400

1,500

￥1111993 GLポット（るつぼ形） 
電磁かくはん式渦巻スターラ 
500kHzインバータ電源 

￥1021994 10t自動注湯システム　CCLM50kg実験機 

中国との合作1号機 
タイ駐在 

金融破たん相次ぐ 
円高最高値 

￥841995 GLポット（溝形） 
CCLM底部出湯技術 

1,600タイにサービス新会 
社設立 

東南アジア好景気 ￥1041996 CCLM1号機　脱亜鉛誘導溶解システム 
プラズマ電源 

東南アジア・韓国不況 
金融不況 
地球温暖化京都会議 

￥1271997 富士電機ファーネス（株）設立 
電磁モールド　新タイプ（中周波）誘導炉 
10kgチタンCCLM

1,000 
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誘導加熱の現状と展望

への対応，CO2 問題の解決の手段として，誘導加熱はます

ます発展する素地を秘めているが，いずれも今までにない

技術開発を必要とするし，新しい要素技術の開発なくして

新しいシステムの提供はありえない。

富士電機はこれらの期待にこたえるべく，種々開発を

行ってきている。最近の特筆すべき要素技術の開発事項は

次のとおりである。

２.１ 解析技術の進展

コンピュータを利用した電界解析，磁場解析，熱解析が

容易になり，開発ツールとして設計技術をサポートしてい

る。従来，有限要素法，境界要素法などが主体で，表皮効

果が顕著な誘導加熱技術に対しては，なかなか解析精度が

上がらないものであったが，この数年の進歩は目をみはる

ものがある。

コンピュータそのものの性能向上によるところが大きい

ものの，表皮効果を考慮しての自動メッシュ切り，電磁場

と流れ場との連性解析，自由表面解析，三次元対応などで

ある。もちろん，解析結果と実際との相互検証により，解

析精度向上を図ってきた集大成であることはいうまでもな

い。

今まで，経験工学に頼ってきたところが，事前確認でき

るようになったことで，開発のスピードアップに大いに寄

与している。

その解析内容の設計への適用事例については，本特集号

の別稿「工業電熱製品への解析技術の適用」を参照いただ

きたい。

２.２ 高周波電源の進歩

電気加熱の根本的な原理は共通でも，子細に検討すると，

周波数によっていろいろな特色や相違点が見いだされる。

電気加熱に使用されている周波数帯は，50/60 Hz の商用

周波数帯から，10GHz もの高周波帯まで広範囲にわたっ

てそれぞれの特性を最大限に見いだしている。

図１に電気加熱に使用されている周波数領域を示す。加

熱方式の違いや異なる周波数変換容量にマッチした多種多

様な電源が必要とされていることが分かる。このなかで，

誘導加熱は商用周波数領域から約 1MHz の領域の技術で

ある。

富士電機では，このうちのインバータ技術を使用できる

500 kHz までを製品化対象として提供している。これらの

電源はパワーエレクトロニクス技術やマイクロエレクトロ

ニクス技術に支えられて発展してきた。効率のよい新たな

変換装置が考案され，安価に提供できるようになると，用

途の拡大を促し，その都度大きく発展する原動力となって

きた。半導体の進歩が，より高い周波数領域を安価にカ

バーできるようになるにつれ，また，最適周波数の選択と

最適変換方式，最適電力制御が機能的に結合され，大電力

発生用高周波デバイスの開発と低コスト化が達成されるに

従って，新しい誘導加熱の用途が生み出されてきている。

過去，サイリスタインバータの出現が高周波誘導炉を生

み出し，パワートランジスタの出現がビレットヒータなど

の誘導加熱の導入を促し，IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）や MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor

Field-Effect Transistor）インバータの開発が，薄板加熱，

浮揚溶解装置など新しい技術革新をもたらし，民生用機器

としても電磁調理器などを一般にも普及させる手段となっ

てきたし，溶接，焼入れなどの分野では真空管方式からの

転換をもたらしつつある。

こうして，かつては，原理的な可能性だけが論じられて

きたシステムも，高周波変換技術の進歩とともに，実現可

能な技術になってきている。このような技術革新は，電気

加熱を最先端の技術へ変貌させうるという大きな期待を背

負っている。
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工業加熱 
への適用 

主な 
周波数 
変換装置 

周波数 

波　長 

3Hz 30Hz

50/60

商用周波数 

VLF LF MF HF VHF UHF SHF

300Hz 3kHz 30kHz 300kHz 3MHz 30MHz 300MHz 3GHz 30GHz

誘導加熱 誘電加熱 

AMラジオ 短波 FM

真空管 電子振動管 

サイリスタ 

バイポーラトランジスタ 

IGBT

MOSFET

小容量 

GTO
半導体変換装置 

TV 移動電話 サテライトTV

マイクロ波加熱 

1,000km 100km 10km 1km 100m 10m 1m 10cm 1cm

図１　電気加熱に使用されている周波数領域



誘導加熱の現状と展望

２.３ 社会的要求に合致したシステム開発

新エネルギー問題の解決や，環境問題への対応といって

もそう簡単ではない。新しい技術の登場には，革新的新要

素技術，新素材，システム開発などが伴わないと成し遂げ

ることは難しい。

誘導加熱はキーテクノロジーには違いないが，実際の設

備となると各要素技術をシステマティックに組み合わせ，

機能を発揮させるシステム技術がポイントとなる。

新エネルギー問題の解決のためや，金属系新素材の開発

に対応する設備として注目を集め始めた浮揚溶解装置を例

にとってみると，必要とされた要素技術は，解析，構造設

計，熱設計をはじめとして，電磁気，高電圧，大電流，高

周波電力変換，高調波，マイクロエレクトロニクス，と

いった多岐にわたる電気技術をはじめとして，真空，メカ

ニカル，冷却技術などである。さらには，冶金，鋳造，高

温度計測，自動制御なども必要とされた。通常の誘導加熱

においては耐火物，油空圧技術，ソフトウェアなども必要

とされる。まさに，誘導加熱は複合技術の集大成であるこ

とが分かる。

これらを総合的に一つのものとして組み上げるシステム

技術なしには，新しい社会のニーズに対応することは難し

い。

本特集号では，これらの新しいシステム技術の一端を紹

介している。

各分野別の展望，技術展望については， 章に示す。

需要動向

現在の日本の産業界を取り巻く課題は言うに及ばないが，

あえて言えば，産業構造の変革であり，いかにして国際競

争に打ち勝つかである。それが，新規産業や，国際的にも

魅力ある事業環境の創出となる。

また，地球温暖化防止プログラムの一環としての，環境

問題対応，省エネルギー推進が課せられた責務である。こ

うしたなかで，誘導加熱は工場生産ラインの中核設備とし

ての位置づけを不動のものにしつつあるが，現在の市場そ

のものは大きいとはいいがたい。

関連分野の産業統計を参考として市場の動向を考察する。

図２は，わが国の産業用加熱装置の出荷額推移と素形材生

産量統計を重ね合わせたものである
（2）

。この資料は通商産業

省生産動態調査に基づくもので，産業用加熱装置には誘導

炉のほか，アーク炉や抵抗炉も含んでいる。直接的なもの

とはいいにくいが，電熱需要を示すものとして考えること

ができる。

また図２には，工業炉のうち誘導加熱分野の売上げ動向

指数
（3）

も合わせて示す。1970年（昭和45年）を 1として見た

指数である［（社）日本工業炉協会発行の工業炉協会年報

1997年版のデータから作成］。

産業用加熱装置の出荷額推移と，素形材生産量，売上げ

動向指数はきわめてよく一致している。ここ数年の素形材

生産量は横ばいであることを考えると，これらの既存機種

は残念ながら，産業としての伸長度合は，せいぜい微増傾

向どまりである。そして，現在の景気動向を考えると，今

後急速に伸長するとは考えにくく，加熱装置全体としての

産業状況は今後とも微増傾向で伸長していくと考えるのが

妥当性が高い。

また，工業炉売上げの内訳を見ると，誘導加熱の占める

割合は約14％にすぎない。図３に過去 8年間の加熱装置別

売上げ実績を示す
（3）

。化石燃料を使用する燃焼炉は，今後，

環境問題から大きく誘導加熱に置換えが進む可能性を秘め

ている。

さらに，新規分野を見ると， 章に示すように種々開発

アイテムには事欠かない。これらの新規分野は，環境性，

省エネルギー性の点から，おのずと誘導加熱に変遷してい

くものと考えられ，今後の利用促進動向に注目すると同時

に，それは既存分野の数倍の市場規模と想定される。

したがって，需要動向からみた今後の課題は，新技術の

進展と実用化のスピードアップであり，さらなるコストダ

ウンによる実用化の加速である。

今，われわれが置かれている大きな課題をビジネスチャ

ンスとし，市場の要請にこたえることが，大きなマーケッ

トを形づくるものと確信する。
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各分野別の需要動向，開発課題，展望をまとめると次章

のようになる。

各分野別の展望

４.１ 研究分野

新エネルギー利用促進としての太陽光発電に対しては，

2000年度時点において40万kWが目標値とされ，太陽電池，

高純度シリコンの溶製が盛んになっている
（4）

。

また，国家的プロジェクトである地球環境を考慮した，

新世紀構造材料開発のスーパーメタル研究や超鉄鋼研究に

見られる電磁プロセッシングや，新素材，新合金，新プロ

セスの研究にも，誘導加熱はキーテクノロジーとして位置

づけられている。

さらには，半導体用クリーンターゲット材の創製の面で

も誘導加熱は中核要素となりつつある。

そのプロセスへの誘導加熱の応用として注目を浴びてい

る浮揚溶解装置の進展具合，ならびに浮揚溶解装置の特長

と溶解実績の一例については，本特集号の別稿「浮揚溶解

装置（CCLM）の進展」と「浮揚溶解装置（CCLM）の特

長と溶解実績」を参照いただきたい。

４.２ 鉄鋼・特殊鋼・造管分野

最近の鉄鋼業の小回りのきく製品対応には目をみはるも

のがある。この一助として，随所に誘導加熱が組み込まれ

ている。製造工程の合理化のために，一貫したラインの制

約のなかに，誘導加熱装置を組み込む工夫が必要とされる

ところである。

小ロット生産プロセスには，とりべの内部の溶湯のみ加

熱，昇温するレードルヒータが活用されつつあるし，鋼板

製造プロセスでは誘導加熱の特長を最大限に生かした，加

熱，昇温，熱処理がなされている。急速加熱，加熱温度の

制御性，雰囲気制御加熱，省エネルギーの重視などの目的

である。最近ではさらに，高効率の加熱コイルが開発され，

その用に供されている。

産業環境ビジョン政策の一つとして，製品の長寿命化の

ための表面処理鋼板などの高機能化が進められている。

MOSFET 式高周波インバータの出現により，最近では

0.1mmもの薄板加熱への適用も可能となり，この結果，

深絞り飲料缶への適用や，カラー塗装鋼板への適用ができ

るようになり，合金化炉への適用も増えている。一方，近

年の高機能材の増加が鉄スクラップの不純物を増加させて

おり，このリサイクル面での誘導加熱の適用も種々開発が

なされている。

建材業界に対する表面処理鋼板需要としては，近年，ガ

ルバリウム溶融めっき鋼板（アルミニウム 亜鉛合金）用

誘導炉の導入が進んでいる。ガルバリウム鋼板は耐食，耐

候性に優れ，景観材や建築材料としての使用が増加してい

る。一方，ガルバリウム鋼板の製造時に問題となるのは，

炉の底にたい積してくるドロスの処理であり，この問題の

解決が炉の寿命を延ばすことになる。富士電機では，るつ

ぼ形誘導炉を使用したもの，溝形誘導炉を使用したもの両

者ともに運用中であり，良好な稼動を続けている。

造管分野としては，電縫管が新たな局面を迎えている。

この分野も，500 kHz 領域高周波インバータの出現で，

30％もの省エネルギー，生産性の向上を図れることが実証

されつつある。

鉄鋼プロセスへの誘導加熱の応用とガルバリウム鋼板へ

の適用結果，ならびに最近の電縫管溶接装置の動向につい

ては，本特集号の別稿「鉄鋼プロセスにおける誘導加熱の

適用」と「最近の電縫管溶接装置」を参照いただきたい。

４.３ 鋳鍛造・素形材分野

鋳鍛造，素形材分野は，エネルギー多消費形産業の代表

格である。省エネルギー法運用強化に向け，各ユーザーに

おいては，この溶解，加熱用途でのエネルギー消費の多さ

をいかに少なくするかが最大の関心事であり，また，トー

タルコストダウン，合理化のポイントである。エネルギー

の効率利用を図り，省エネルギーを推進することが，国際

競争力をもたらし，企業の活力を養う糧となる。

さらに，CO2 排出抑制などの環境問題を考えるとき，誘

導炉はキューポラに比べ，約1/10の排出量である。今後，

各発生源での対応を余儀なくされるであろう社会環境を考

えると，キューポラや化石燃料を直接使用する燃焼炉に代

わって，誘導炉がさらに社会の要求にこたえる技術となる

であろう。

電気加熱は，このような省エネルギー，環境保全といっ

た社会的課題にも十分貢献できる意義ある技術であると考

える。

鋳鍛造，素形材分野に一番かかわりのあるものとして，

また，富士電機が誘導炉生産を始めた当初からのコンセプ

ト「省エネルギー」に重きをおき，環境問題を配慮した省

エネルギー誘導炉技術については，本特集号の別稿「省エ

ネルギー形誘導溶解炉」を参照いただきたい。

４.４ 自動車産業分野

地球温暖化が社会問題化し，米国カリフォルニア州の

ZEV（Zero Emission Vehicle）規制が制定され，低公害

車導入プログラムにより2003年から10％の無排気ガス車販

売義務づけを受けたことにより，低公害車としての第二世

代電気自動車が登場し，脚光を浴びるようになった。

それを支えるポイントの一つは電池の軽量化，長寿命化

であり，このための電池用としてニッケル 水素電池に代

表される水素吸蔵合金溶解用誘導炉の開発要求がもたらさ

れ，さらに，自動車の低燃費化と高性能確保のため，車体

の軽量化を達成する手段として，アルミニウム合金化に伴

う新しい鋳造システムや新素材の開発が要望されている。

製造現場においては，亜鉛引きスクラップ鋼板（低級ス

クラップ）の増大により誘導炉溶解作業に支障をきたして

いる。それは，耐火物への亜鉛の浸透による湯差し事故の

頻発であり，亜鉛ヒュームによる作業環境の問題である。

新しく開発した亜鉛引きスクラップ鋼板リサイクルのた

ー 

ー 
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めの新しい溶解システムについては，本特集号の別稿「亜

鉛スクラップ鋼板リサイクル用新誘導溶解システム」を参

照いただきたい。

４.５ エレクトロニクス分野

エレクトロニクス分野では，クリーンで高精度な制御性

をもつ熱源が要求され，クリーンターゲット材，リードフ

レーム，高純度シリコンによる太陽電池の製造などには，

誘導加熱は不可欠な技術となっている。最近では，高級銅

合金の製造に真空溶解，加圧注湯のハイブリッドシステム

も導入された。

これらのエレクトロニクス分野を支えているのも，誘導

加熱である。誘導加熱は溶解，加熱を支えるコイル負荷，

メカニカル部分と高周波インバータに代表される電源部の

両輪から構成されている。ターゲット材はこのインバータ

用変換素子の性能向上にも大きく寄与している。

富士電機では，50/60 Hz の商用周波電源から，中周波

サイリスタインバータ，ひいては世界最高クラスの半導体

式 500 kHz トランジスタインバータまで幅広くシリーズを

そろえている。

誘導加熱に適用されるインバータ電源については，本特

集号の別稿「高周波誘導加熱電源」を参照いただきたい。

４.６ 環境分野

環境保全，環境問題に対する社会的要求は，快適な生活

を営むうえで最重要事項になりつつある。固形廃棄物，都

市ごみの処理問題や再資源化，リサイクルによる資源の有

効活用に電気加熱がそれぞれ重要な役割を果たしている。

温度のきわめて高い熱源が容易に得られる誘導加熱の特

長を生かして，各種の廃棄物の処理プロセスでの利用も拡

大しつつある。飲料缶の増大，回収率の増加も新たな処理

システムを必要としている。CO2 やダイオキシン問題，排

ガスの対応に対しても，誘導加熱は非常に有効な手段であ

る。

このように，誘導加熱は将来にわたる環境保全に大きく

寄与できるものと考える。環境問題への誘導加熱の応用事

例として，アルミニウム缶スクラップ溶解装置，ならびに

廃棄物処理への誘導加熱応用技術については，本特集号の

別稿「アルミニウム缶リサイクル用ハイブリッド溶解シス

テム」と「廃棄物処理への誘導加熱の応用」を参照いただ

きたい。

４.７ 新規分野（プラズマ加熱）

誘導加熱を使用した応用分野として，誘導熱プラズマが

挙げられる。熱プラズマを応用した加熱や溶解は，これま

で主として溶鋼の温度降下補償や溶接，切断などのプロセ

スに利用されてきた。これらは主としてアーク放電を利用

したものである。

誘導熱プラズマは電極を必要とせず，アークプラズマに

比べ消耗部のないクリーンな加熱をすることができる。高

温熱プラズマは10,000 ℃を超える高温を発生し，新物質合

成，高温溶融，脱臭，フロンガスの分解などに用途が期待

され，低温のものはダイヤモンド薄膜などの CVD

（Chemical Vapor Deposition）や，エッチングなどにも利

用できる。500 kHz インバータを用いた誘導熱プラズマは

真空管方式に比べ65％もの省エネルギーを達成した。現在，

プラズマは応用研究が始まって間もないが，今後，大きな

発展が期待される。

また，500 kHz 領域の高周波インバータは，従来の真空

管式インバータに比べた省エネルギー性からの置換えと，

新たな領域の誘導加熱需要を生み出しつつある。

誘導熱プラズマの最近の成果については，本特集号の別

稿「高周波インバータ式 ICP（誘導結合形熱プラズマ）トー

チ」を参照いただきたい。

あとがき

誘導加熱技術は，その特長を生かして，鋳鍛造，鉄鋼，

自動車を中心として広く社会に貢献してきた。その技術は，

環境への優しさ，人への優しさを有するものであること，

社会の見えないところで技術革新を支える技術であること

から，将来にわたっても，応用技術，応用分野の拡大に

よって，ますます広く社会に浸透するものと確信する。今

後，より使いやすく，高効率な装置や電源の提供，コスト

ダウンによるより安価なシステムの提供や，技術開発によ

る新たな分野への展開が大いに期待できる。

今世紀も残りわずかであるが，新しい世紀の幕開けを飾

るために，電気加熱はますます必要とされ，そのための多

岐にわたる開発が必ずや実を結ぶであろうと確信している。

富士電機は，誘導加熱を支える国内トップメーカーとし

て「環境保護への貢献」や「省エネルギー」などの社会的

ニーズにこたえ，社会構造の変化に打ち勝つ製品提供を通

して，いささかなりとも貢献したいと考えている。顧客を

はじめ関係各位のご指導をお願いする次第である。
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