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まえがき

誘導加熱は他の加熱方法と比べ，省エネルギー性に優れ

ている，急速加熱が可能である，温度制御性・応答性がよ

い，作業環境がよい，雰囲気に制約がない，などの特長が

ある。鉄鋼プロセスラインでは，こういった誘導加熱の特

長を最大限に活用した加熱，昇温，熱処理，溶解がなされ

ている。

ここでは，鉄鋼プロセスにおける誘導加熱の適用例とし

て，高周波インバータを使用した最近の薄板誘導加熱装置，

熱間圧延プロセスに使用される粗バーヒータ，および製品

の長寿命化のために表面処理鋼板のなかでも近年需要が増

加しているガルバリウム（アルミニウム－亜鉛合金）めっ

き鋼板用誘導炉（ガルバリウムポット）について述べる。

薄板誘導加熱装置

薄板誘導加熱装置は，溶融亜鉛めっき鋼板の合金化炉，

すずめっき鋼板のリフロー炉への適用やカラー塗装鋼板，

深絞り飲料缶用材料の製造工程などへ適用されている。合

金化炉やリフロー炉では塗膜密着性・溶接性の向上を，カ

ラー塗装鋼板では塗料の乾燥・焼付けを，深絞り飲料缶用

材料では特性の向上を目的として，誘導加熱装置がその特

長を生かして使用されている。

加熱温度は，その目的により 150 ～ 600 ℃程度とさまざ

まである。

２.１ 薄板誘導加熱装置の原理

薄板誘導加熱は，被加熱物である薄鋼板（以下，薄板と

略す）の周囲に加熱コイルを巻き，これに交流電流を流す

と電磁誘導作用により，薄板内部に誘導電流が流れる（図

１参照）。この誘導電流によるジュール熱で薄板が加熱さ

れ，熱は薄板自身に発生するから急速で効率のよい加熱が

可能となる。

薄板内部に誘起される電流は，表皮効果により薄板表面

から内部に進むに従い指数関数的に減少する。電流密度が

表面のそれの 1/e（≒ 0.368）倍になる位置を電流の浸透

深さと呼び，次式で表される。

（cm）………………………

ここで，

ρ：被加熱物の比抵抗（μΩ・cm）

μ：被加熱物の比透磁率

f ：交流電流の周波数（Hz）

一般的に薄板加熱装置では，薄板の板厚を t（cm）とす

れば，t /δが 2.25 より小さくなると加熱効率が急激に低下

するため，t /δ≧ 2.25 となるような高い周波数を選定する

必要がある。

２.２ 薄板誘導加熱装置と高周波電源

これまで，特に板厚 0.15mm以下の薄板は，50 kHz 以

上の周波数でないと効率のよい加熱ができなかったため，

板厚 0.15mm以下の薄板を加熱する場合には真空管式発

振器を用いて誘導加熱されていた。

しかしながら，パワーエレクトロニクスの発展により，

MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Tran-

sistor）式高周波インバータが 500 kHz 領域まで適用でき

るようになったため，これまで真空管式発振器を用いて誘

導加熱していた薄板もMOSFETを用いた高周波インバー

タで誘導加熱できるようになり，この結果，加熱効率が

30％以上向上している。

（1）δ＝5.03  ρ/ 
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富士電機は半導体素子の開発・製作から誘導加熱装置の

開発・設計・製造およびアフターサービスまで一貫した体

制を敷いている。さらにMOSFET素子を使用した出力周

波数 50 kHz 以上の薄板加熱装置の開発にも早くから取り

組んできた。そして1991年に初めてMOSFET素子を使用

した総出力 3,200 kW薄板加熱装置を納入し，1995年には

0.1 mm という極薄板を加熱することができるインダク

ションリフロー炉を納入，稼動させている。図２に薄板加

熱装置，図３に高周波インバータ盤を示す。

２.３ 薄板誘導加熱装置の特長

富士電機の薄板誘導加熱装置の特長は，次のとおりであ

る。

加熱コイル内に耐熱中子を入れて薄板との接触による

コイル絶縁物の損傷を防止している。

亜鉛粉，すず粉などのコイル付着による絶縁低下の防

止をするため特殊テープを導体表面に巻くとともに，エ

アパージにより亜鉛粉，すず粉がコイル内に侵入しにく

くしている。

薄板の板厚ばかりでなく溶融状態の亜鉛あるいはすず

めっき層の流動によるしま模様対策をも考慮した最適周

波数を選定している。

２.４ インバータ盤のコンパクト化への取組み

合金化炉やリフロー炉の場合には，既存設備と置換えあ

るいは既存設備の中に追加設置するといったケースが多く，

このためインバータ盤に寸法制限が課せられ，コンパクト

な設計を要求されることが多い。このような要求にこたえ

るため，大容量インバータユニットの開発を進めている。

粗バーヒータ

熱間圧延用粗バーヒータは粗圧延機と仕上圧延機との間

に置かれ，圧延時あるいは搬送中に温度降下した粗バーを

誘導加熱により効率よく加熱し，温度補償するものである。

仕様の一例をあげれば，板幅が 600 ～ 1,900mm，板厚が

20～60mmの粗バーを40 ℃程度，粗バーヒータで昇温す

るといった例がある。

富士電機の粗バーヒータの最大の特長は，省エネルギー

性に優れていることである。すなわち，通常粗バーヒータ

の加熱効率は80％であるのに比し，富士電機のそれは85

％以上あり，その最大のポイントは，加熱コイルの構造を，

図４に示すようなコンポジット水冷導体を使用

多層巻き

としていることにある。すなわち，コンポジット水冷導体

を構成する銅製導体は渦電流損が発生しにくいように十分

薄く，かつ 1本 1本の導体は他の導体から絶縁されており，

このため表皮効果による電流通過断面積の低減を抑えてい

る。また，多層巻きにすることによりコイル電圧を高くと

り，その見返りとしてコイル電流を低減，すなわちジュー

ル損失 I 2Rを低減させている。

この粗バーヒータは電力密度が高くとれるため，外形寸

法がコンパクトで既設の圧延ラインに設置するのに適して

いる。

なお，富士電機は海外メーカーと共同で粗バーヒータを

製作，販売している。

ガルバリウムポット

溶融亜鉛めっき鋼板は，家庭電気部品，建築材料，自動

（2）
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車部品などに多く採用されている。しかし近年，より一層

優れた耐久性を有する鋼板が要望されており，このような

要求に対応するため，冷延鋼板の薄板に溶融アルミニウ

ム－亜鉛合金めっきしたガルバリウム鋼板の需要が高まり

つつある。ガルバリウム鋼板は従来の亜鉛めっき鋼板と比

較して 6～ 8倍の耐酸性を持ち，加工性，美観に優れた鋼

板である。ガルバリウム鋼板製造用設備として，めっきラ

イン用浴槽として，国内で初のるつぼ形ポットと溝形ポッ

トを完成させたので，両ポットについて紹介する。

４.１ るつぼ形ポット

国内第 1号機として 45 t ガルバリウムメインポットを

納入した。鋳鉄溶湯に換算すると約 100 t に相当するもの

で，国内において記録的な超大形のるつぼ形誘導炉である。

４.１.１ ポットの仕様と定格

るつぼ形ポットの仕様と定格を表１に示す。

４.１.２ ポットの構造

るつぼ形ポットの構造を図５，外観を図６に示す。寸法

は直径 5,500mm×高さ 3,200mmとへん平形のるつぼ形

誘導炉であり，炉体は分割輸送された後現地において本組

立，据付けを行い，耐火物を施工して自力にてアルミニウ

ム亜鉛を溶解して立ち上げた。本炉はコイル，コイル支持

炉枠耐火物などで構成されている。

各部の特長について説明する。

コイル

コイルは上コイル，中コイル，下コイルの三分割で構成

され，各コイルにはおのおのの独立する低周波電源から電

力が供給される。各コイルの投入電力を，パターン制御す

ることにより湯運動が調整できる。電磁解析と流動解析を

合わせたシミュレーションを行った結果，各コイルによる

パターン制御で湯運動を広く調整できることが判明した。

その一例としては，操業中の電力制御には上・下コイル

の電力を抑え，中コイルの電力で浴内温度管理することで，

浴面の変動を抑え，製品のめっき部分にドロスが混入しな

いようにすることにより，めっきの品質が向上する。

一方，ガルバリウムポットとして問題となるのは，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

のため，メンテナンス時には上・中コイルの電力を抑え，

下コイルの電力を上げることにより，ボトムにたい積した

ドロスを浴面に押し上げ，ドロス（酸化物）の除去を容易

にした。

耐火物

炉内径が 3,000mmで，るつぼ形誘導炉としては国内に

例を見ない超大形炉であり，しかも保温される溶湯は，ア

ルミニウムと亜鉛合金であるため耐火物の亀裂，侵食，溶

湯の浸透を抑え，低温での焼結が可能な材料が不可欠であ

る。これらを満足させるため，テーブルテストにて比較評

価を行い，電融アルミナ（ドライ）スタンプ材を採用した。

４.１.３ 操業結果

運転開始後，耐火物の亀裂や局部溶損，酸化物のたい積

などもなく運転 4年を経過した現在も順調に運転されてい

る。溶湯のドロスのたい積も三分割コイルによる溶湯のか

くはんによりほとんど見られない。

直径 3,000mm×高さ 2,100mmのるつぼの浴槽の各部

溶湯温度差は当初目標値が 5℃であったのに対して実機で

は通板中においても 3℃以内ときわめて少ないことが検証

された。このことは鋼板の品質確保に貢献している。

４.２ 溝形ポット

国内第1号機として88tガルバリウムメインポットを納入

した。鋳鉄溶湯に換算すると約 250 t に相当するもので，

国内において大形の溝形誘導炉である。

４.２.１ ポットの仕様と定格

（2）

（1）
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図５　るつぼ形ポットの構造

図６　るつぼ形ポットの外観
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表１　るつぼ形ポットの仕様 

方　式 

炉　容 

溶　湯 

公 　 称  

炉 内 径  

45t

3,000mm

炉 入 力  定格2,100kW

水冷式 冷却方式 

種　　類 55％AI-Zn

設定温度 605℃ 

るつぼ形コアレス方式（固定式） 
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溝形ポットの仕様と定格を表２，構造を図７，外観を図

８に示す。

４.２.２ ポットの構造

寸法は 6,400mm× 4,600mm×高さ 3,000mmの直方体

の溝形炉であり，炉体は分割輸送された後現地において本

組立，据付けを行い，耐火物を施工して，インダクタ部で

の自力溶解とバーナによる溶解の併用で立ち上げた。本炉

は炉ぶた，炉体，インダクタ，耐火物などで構成されてい

る。

各部の特長について説明する。

炉　体

浴槽の寸法は 4,500mm× 2,700mm×深さ 2,100mmと

非常に大きいため，浴槽内温度の均一化とインダクタ溝部

へのドロスのたい積を抑える構造とするためインダクタの

取付位置と台数を流動解析して決定した。また，耐火物は

熱膨張の吸収と亀裂抑制のため耐火れんがをメインにした

築炉構成とした。

インダクタ

浴槽内溶湯温度を管理する誘導加熱式の発熱部であり，

コイル，鉄心，コイルダクト，ケース，耐火物などで構成

されている。溝形ポットの問題点は一般的にインダクタの

寿命が不安定であり，現在世界で約25台操業されているが，

各社とも寿命延長化で苦労している。

その原因は，

溶湯のドロス付着によるインダクタの溝の閉塞

耐火物中への溶湯の浸透

である。

これらの問題点を解決するために，本炉には表３に示す

対策を実施した。図９にインダクタの外観を示す。

溶湯温度管理

熱電対により浴槽内溶湯温度を測定し，設定した管理温

度になるように電力制御することにより，浴槽内温度は

２℃以下となった。

管理システム

インダクタの寿命予測技術として，溝状態図，インダク

タ表面温度，冷却水温度を常時監視，自動記録してその傾

向監視によって，溝の状態（拡大または縮小）を推論する

エキスパートシステムを構築しており，ビジュアル的に判

断することができる。

４.２.３ 操業結果
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図９　インダクタの断面図

図８　溝形ポットの外観

表２　溝形ポットの仕様 

方　式 

炉　容 

溶　湯 

公 　 称  

炉内寸法 

炉 入 力  

冷却方式 

種　　類 

設定温度 

88t

2,700×4,500（mm） 

定格1,600kW

水冷式 

55％AI-Zn

610℃ 

溝形ポット 

表３　インダクタ長寿命化対策

①ドロス付着による
　溝閉塞の制御

™溝断面形状を円形とし，かつ断面積を増大して溝
　つまりを制御した。
™溝断面形状および溝ループ形状ともに円形として，
　溶湯の流れをスムーズにした。
™三次元電磁・流れ解析を行い，よどみがなく流動
　性の良い最適溝形状を決定した。

™コイルダクト，インダクタケース，スロートをす
　べて水冷化して，耐火物を冷却することで溶湯の
　浸透を制御した。

②溶湯の浸透抑制

③耐火物の選定
™アルミニウム　亜鉛合金に対して耐浸透性，耐食
　性に優れ実績のある耐火物を選定した。

－
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運転開始後 3年を経過した現在もインダクタ溝の閉塞は

発生しておらず，インダクタの寿命延長化が図られている。

４.３ るつぼ形と溝形の比較

るつぼ形，溝形の 2種類のガルバリウムポットをほぼ同

時期に開発し，2台とも順調に操業されている。どちらの

ポットを採用するかにあたっては，操業条件が大きなウ

エートを占める。浴内のドロスのたい積，温度分布，保

守性を重視し，かつ中形炉であればるつぼ形が優位である

が，電気効率，亜鉛ポットとの併用および大形炉の場合に

は溝形が優位である。いずれの場合においても，従来炉に

比し耐火物寿命の大幅な延長が可能である。

あとがき

鉄鋼プロセスにおける誘導加熱の適用例として薄板誘導

加熱装置，粗バーヒータ，ガルバリウムポットについて述

べた。

今後，鉄鋼プロセスにおいて製品のより一層の長寿命化

あるいは省エネルギーのために誘導加熱の果たす役割はま

すます広がっていくものと思われる。富士電機は誘導加熱

製品を提供することを通して，これらの動向にわずかばか

りでも貢献していく所存である。
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技術論文社外公表一覧

水中気泡内放電の研究－－－－電極間に誘電
体を挿入した場合－－－－ 公共システム事業部 酒井　英治

平成 10 年電気学会全国大会（1998-3）

SF6 ガス中インパルス破壊の火花遅れ
富士電機総合研究所

〃
宮本　昌広
森田　　公

気体中誘電体薄膜を挟んだギャップの破壊
位置特性

富士電機総合研究所
〃

宮本　昌広
森田　　公

N2 ＋ O2 気体中不平等電界ギャップにおけ
る放電特性Ⅱ 富士電機総合研究所 宮本　昌広

MCSを用いた光源の逆探知計算法に関す
る基礎検討（3）

富士電機総合研究所
〃
〃

甲斐　慎一
岩井　弘美
森田　　公

高圧回転機コイル用マイカテープの樹脂含
浸性の検討

富士電機総合研究所
〃
〃

井上　誠一
竹田　政寛
芳賀　弘二

高圧回転機コイルにおける部分放電発生位
相の検討

富士電機総合研究所
〃

楠　　敏紀
小原　孝志

代替フロン下で使用される回転機絶縁シス
テム

富士電機総合研究所
〃
〃

辻村　輝雄
前田　昌男
芳賀　弘二

新低圧モータ絶縁の開発
富士電機総合研究所
三 重 工 場
鈴 鹿 工 場

芳賀　弘二
藤井　秀樹
西岡　洋介

プリント基板の沿面破壊電圧に及ぼす背後
電極の影響

富士電機総合研究所
〃

山田　昭治
岡本　健次

測温抵抗体を用いたタービン発電機の部分
放電測定

富士電機総合研究所
〃

中山　昭伸
小原　孝志

金属ベースプリント基板絶縁層の空間電荷
の観測 富士電機総合研究所 岡本　健次
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