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技術内容説明書 

技術の名称 樹脂成形の成形品質向上と省資源を実現する「遮熱ｈａｔ」 

申 請 者 株式会社新日本テック URL http://www.sntec.com/ 

〒538-0035大阪市鶴見区浜 2丁目 2番 81号  TEL：(06) 6911-1183 

１ 技術・製品について 

１－１ 技術・製品の概要 

〔遮熱ｈａｔとは〕 

遮熱ｈａｔ（ハット）は、射出成形機のノズル（プラ

スチックを溶融し射出。高温）と、金型（プラスチック

を冷却し固化。低温）の間に装着することで、双方の熱

移動を抑え、成形品質、生産性、省エネルギー化の向上

を実現する特許出願中の部品である（写真１参照）。 

本製品は平成 27年に「“超”モノづくり部品大賞」（モ

ノづくり日本会議と日刊工業新聞社共催）奨励賞、 平成

27年一般社団法人プラスチック成形加工学会技術進歩賞

を受賞した。 

 

〔基本仕様〕 

遮熱ｈａｔの使用イメージを図１に示す。 

遮熱ｈａｔは、全縁ツバ付き帽子状の金属部品で、球

形状の中央に溶融プラスチックを通す穴が明いている。

射出成形機のノズルに接する凹球形状部の半径は 10mm、

金型側のスプルーブッシュに当接する凸球形状部の半径

は 11mmで、帽子のツバに相当する最外径の直径は 40mm

である。遮熱ｈａｔは、両面テープを用いて金型のスプ

ルーブッシュに貼り付けて使用する。 

 

〔用途・機能〕 

 遮熱ｈａｔは、プラスチック射出成形機のノズルと金型

の間に装着する部品で、以下の効果がある。 

・樹脂の糸ひきトラブル（写真２）の軽減、成形不良品

の廃棄量削減、成形の生産性向上、金型破損のリスク

回避 

・成形に必要な電力消費量の削減（省エネルギー） 

・成形機ノズルと金型の位置決め容易化、及び破損の防

止（生産性向上） 

 
写真１ 遮熱ｈａｔ 

 
写真２ 樹脂の糸引きトラブル 

 

図１ 遮熱ｈａｔの使用イメージ 

http://www.sntec.com/
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〔適用対象・範囲〕 

スマートフォンなどの携帯電話に使用するプラスチック成形部品（コネクタ等の電子部品やレンズ

などの光学部品等）の小型化が進み、ノズル先端形状が球 R10ｍｍの小型射出成形金型で生産する部品

が増えている。遮熱ｈａｔはこれら多くの小型成形部品のプラスチック成形に適用できるため、効果

の波及範囲がきわめて広い製品である。今後は、溶融プラスチックを通す穴径のバリエーション（現

在Φ3ｍｍを標準とし、Φ2ｍｍやΦ2.5ｍｍにも対応中）の拡充や、ホットランナー対応品種の開発な

ど、品種を拡充する予定である。 

また、遮熱ｈａｔは、図２に示す通り、熱可塑性樹脂用の金型のみならず、熱硬化性樹脂（エポキ

シ樹脂等）用の金型にも適用が可能である。熱硬化性樹脂用の金型（エポキシ樹脂用金型の事例では

180℃）は、成形機のノズル（同事例では 90～100℃に温度調整）に対して高温である。そのため金型

からノズルに熱が移動し、ノズル内で熱硬化性樹脂が硬化して生産性が低下する問題がある。そこで、

熱伝導を軽減する対策としても遮熱ｈａｔを使用することができる。 

１－２ 原理 

〔遮熱ｈａｔの仕組み〕 

遮熱ｈａｔの構成を図３に示す。射出成形機ノズルに当接するステンレス製外装部品①(厚さ 0.3㎜)

と、金型に当接するステンレス製外装部品②(厚さ 0.3㎜)、遮熱・断熱層③(厚さ 0.4㎜)の３部品で

 

図２遮熱ｈａｔの樹脂別適用方法 
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構成される厚さ１ｍｍの製品である。ステンレス製外装部品①と②の全表面全体には、硬質クロムメ

ッキを施し耐食性と耐摩耗性を向上させている。 

 

〔遮熱・断熱技術の開発〕 

外装部品①②の材料にステンレス鋼 SUS304を用いる理由は、熱伝導率が低く[注 1]、市場性、耐食

性にも優れるためである。 

 
[注 1]一般によく知られる材料の熱伝導率を表 1 に示す。遮熱ｈａｔに使用するステンレス鋼 SUS304 の熱伝導率は、他材料と

比べて極めて低い。 

 

遮熱・断熱層③は、ステンレス製メッシュ構造体(厚

さ 0.4㎜)とそのメッシュ空間に真空バルーン構造の極

小粉体（補足資料 ヒートカットパウダー技術資料参

照）を含むオリジナル塗料を充填して製作しており、断

熱効果を高めている。 

 

これら①②③の 3部品を高精度に組み合わせ、赤外線

を遮熱する一液性常温硬化型無機-有機ハイブリッド遮

熱塗料であるガラスコーティング（補足資料 Heat—

Breaker Ｚ－３資料参照）で接着し、最終的にレーザ溶

接を行いて接合強度を高めた。 

 

遮熱ｈａｔの遮熱・断熱性能を評価した結果を図 4に

示す。表面温度計は、株式会社佐藤計量器製作所製の接

触式静止表面用デジタル温度計（中温用）SK-1250MCⅢ

を使用した。成形機ノズルを模した銅板に遮熱ｈａｔを

のせ、遮熱ｈａｔの有無で生じる温度差を表面温度計で測定した結果、 

①温度低下 319℃→253.6℃（△65.4℃） 

②温度低下 332℃→262.9℃（△69.1℃） 

③温度低下 325℃→260.0℃（△65.0℃） 

 

と、65～69.1℃の遮熱・断熱効果が確認できた。 

材料の種類 熱伝導率（W/m℃x102） 

銀 4.12 

銅 3.71 

アルミニウム 1.95 

マグネシウム 1.50 

クロム 0.96 

鉄 0.79 

炭素鋼 0.58 

チタン 0.17 

ステンレス鋼

SUS304 
0.16 

表１  熱伝導率の比較 

 

図３ 遮熱ｈａｔの構造 
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図４遮熱・断熱性能の評価 

 

 

〔遮熱ｈａｔの知的財産権の取得状況〕 

・出願番号：特願2014-36074（特開2015-160346） 

・出願日：平成26年2月26日。平成28年3月に出願審査請求

を実施。 

 

・【特許出願内容の要約（図５参照）】 

射出成形において、射出成形機の射出ノズルと射出成

形型との間の熱伝導を軽減し、エネルギーロスの低減と

成形性の向上を図ることができる遮熱・断熱装置。 

装置は、全縁ツバ付き帽子の形状をした金属部品で、

ステンレス製メッシュ構造体の空隙に遮熱・断熱塗料を

塗布したものをステンレス製外装部品で挟み込んだもの。 

 

１－３ 特徴・長所 

 

〔現状の課題とその解決〕 

（成形機のノズルと金型が遮熱・断熱されないことによる問題点） 

プラスチック射出成形では、成形機のノズルから金型内に溶融したプラスチックを射出し成形を行

うが、成形機ノズルと金型の温度差は大きく、連続生産時の熱移動が、エネルギーロス、成形品質及

び生産状況に多大な影響を及ぼすことが知られている。 

 
図５ 遮熱ｈａｔ特許出願代表図 
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しかし、現状は課題解決を成形機と金型がそれぞれ個別に対処しているため、汎用的かつ有効な解

決策がなかった。遮熱ｈａｔはこの問題点を解決する画期的かつ汎用的な遮熱・断熱部品である。 

 

（a）樹脂の糸ひきトラブルの軽減 

冒頭、写真２に樹脂の糸ひきの写真を示す。

成形機ノズル（写真２の事例ではノズル温度

230℃）の熱が金型（写真２の事例では金型

温度 60℃）に伝わる結果、プラスチックが所

定の成形時間内で十分に固化しきらず、樹脂

が離型時に糸を引くためである。 

糸ひきは、成形品の取出しエラーや噛み込

みによる金型破損を引き起こす重大な問題

であり、「樹脂成形の永遠の課題」の一つと

される。遮熱ｈａｔを使用すると写真３の通

り、樹脂の糸ひきを軽減することができる。 

遮熱ｈａｔの使用効果について、１２社の顧

客にヒアリングしたデータを表２に示す。 

顧客 
内径サイ
ズ(標準
φ３) 

樹脂 
成形品質の

安定（向上） 

具体的な項目 

糸ひき軽減 
ノズル 
温度低下 

その他の効果、備考 

Ａ社 φ２ 46ナイロン ○ ○ ○ 
大手電機メーカ。累計購入数
33個。成形毎のノズルバック
が不要になった 

Ｂ社 φ３ 
セラミック 
コンパウンド 

○ ○ -   

Ｃ社 φ３ 66ナイロン ○ ○ 
○ 

275→265℃ 
  

Ｄ社 φ３ - ○ ○ - 
大手成形メーカ。累計購入数
20個。樹脂多種、糸ひき発生
毎に使用 

Ｅ社 φ３ 
46ナイロン、
添加剤 20% 

○ ○ -  - 

Ｆ社 φ３ 
46ナイロン、
添加剤 40% 

○ ○ -  - 

Ｇ社 φ３ ABS ○ ○ 
○ 

240→225℃ 
成形ピーク圧が 0～20MPa下が
った 

Ｈ社 φ３ AS ○ ○ 
○ 

230→205℃ 
 - 

Ｉ社 φ３ PMMA ○ ○ -   
Ｊ社 φ３ ナイロン系 ○ ○ -  - 
Ｋ社 φ３ ABS ○ ○ -  - 

Ｌ社 φ３ PP ○ ○ - 

大手成形メーカ。累計購入数
11個。従来はスプルーの先端
に常に糸を引いていたが、遮
熱ｈａｔを使用すると糸を引
かなくなり、「糸のみ・糸付・
カス」「金型ハサミ」の発生が
大幅に減少した 

表２ 顧客ヒアリングのデータ 

 
写真３遮熱ｈａｔによる樹脂の糸引き解消事例 
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Ａ社（大手電機メーカ）の担当者に遮熱ｈａｔの効果をヒアリングしたところ、「従来から樹脂の

糸ひき部分が折損して金型内に残留し、異常検出センサーが作動、成形ラインが停止するトラブルが

大きな問題になっていたが、遮熱ｈａｔを使用して糸ひきを削減できた結果、稼働ロス時間を大幅に

削減できた。」とのことである。この実績が同社内で共有されつつあり、販売数も増加中である。 

 

Ｌ社から糸ひき軽減効果についてヒアリングした結果を以下表３に示す。 

（Ｌ社からのヒアリング内容） 

 Ｌ社では、従来糸ひき対策として、他社（表５のａ社）製ノズルチップを使用していたが、 

・穴中央に十文字形状のスリットがあるため、装着時に成形圧力が低下し、都度成形条件を変更する

必要があった。 

・しかも、スプルー詰まりと千切れも発生し、仕方なく十文字形状のスリットを形状変形させ使用し

ていた。多少効果はあるものの万全ではなく、半ば諦めていた。 

 しかし、遮熱ｈａｔを使用することにより、 

・糸ひきによる社内不具合「糸のみ・糸付・カス」[注 3]が減少した。 

・糸ひきによる２プレート構造金型での社内不具合「金型ハサミ」[注 4]が減少した。 

・ＰＢＴ樹脂での使用を 2016年 2月 18日より実施、見た目で違いを確認（良好）、翌日外観検査と

寸法確認を行い問題がないことを確認。 

 

表３ Ｌ社へのヒアリング結果 
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[注 2]・「スプルー詰まり」とは、スプルーブッシュの中にスプルー（樹脂の湯道）が詰まる現象をさす。 

・「千切れ」とは、スプルーが途中でちぎれる現象をさす。 

[注 3]・「糸のみ」とは、糸が製品に付着することなく、単独で良品を収納するケース（良品はエアーブローして金型の下のコ

ンベア上のコンテナに取り出す）から検出される不具合現象をさす。 

・「糸付」とは、スプルー（湯道）の先端から引いた糸が金型プレート上に残ってしまい、次の成形品に挟み込んでとも

に成形してしまう不具合現象をさす。 

・「カス」とは、糸のみが金型のガイドピンなどに付着して堆積し、一定量に達すると一塊となって、良品を収納するケ

ースに落下し混入する不具合現象をさす。 

[注 4] ・「金型ハサミ」とは、 糸ひきした糸を金型が挟み込む不具合現象をさす。 

 

〔不具合発生による検査費用の削減〕 

 Ｌ社の成形品は電池用部品であり、成形の不具合は電池の発火や液漏れの原因となるため、「糸ひ

き」の発生が確認されると、一層厳重な検査体制に移行するよう定められている。不具合の有無にお

ける経営資源損失（検査に要する人件費）の例を表４に示す。 

 

表４ 不具合によるＬ社の経営資源損失データ 

 

成形部品「ＰＰ Ａ製品」の生産において、遮熱ｈａｔを使用し、不具合が発生しなかった場合、

日産 70,144個の総点検費用は 3,430円であった。（検査人数は 7人。一人あたりの検査時間は 35分

間で、総点検時間は 245分。時給 860円（分給 14円））。同様の状況 3日分の平均をとると 3,593円

であった。 

「糸によるハサミ」不具合が発生した場合、日産 62,000個の総検査費用は 5,040円であった。（検

査人数は 8人。一人あたりの検査時間は 45分間で、総検査時間は 360分。時給 860円（分給 14円））。

同様の状況 3日分の平均をとると 4,853円であった。 

「糸」不具合（（注 3の「糸のみ」不具合に相当）が発生した場合、日産 85,904個の総検査費用は

4,480円であった。（検査人数は 8人。一人あたりの検査時間は 40分間で、総検査時間は 320分。時

給 860円（分給 14円）） 
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不具合が発生しなかった費用を 100％とすると、遮熱ｈａｔ使用以前には「糸によるハサミ」不具

合の発生時には 135％、「糸」不具合の発生時には 125％の検査費用が発生していた。さらに成形品

「ＰＰ Ｂ製品」では 553％、「Ｃ製品」でも 333％の検査費用が発生していた。 

 

（ｂ）成形条件を改善する効果 

高温の成形機ノズルが低温の金型に接触すると、接触

部周辺のノズルの温度が低下してプラスチックの流動性

が低下するため、金型の製品部にプラスチックが十分に

充填されない不具合が発生する。この充填不足の対策と

して、成形機ノズルをさらに昇温して流動性を保つと樹

脂が熱劣化して変色する「樹脂焼け」が発生して製品品

位を損ない、射出圧力を高めてプラスチックの流動性低

下を補うと、製品にバリが発生し製品品質が低下する（写

真４）。そこで、遮熱ｈａｔの成形条件改善効果につい

て検証した。 

〔評価実験２〕 

2014年 5月 26日に、岐阜大学金型創成技術研究センター他の協力を得て図６の評価環境下で、遮

熱ｈａｔの有無による ABS樹脂成形時の金型温度の変化を調査した。 

図６ 遮熱・断熱効果の検証方法 

 
写真４ 樹脂のバリ 
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図７は、成形開始から 55分経過後の 1

ショット時間のスプルーブッシュ温度の

データを遮熱ｈａｔの有無により採取し

たものである。 

遮熱ｈａｔを使用するとスプルーブッ

シュの平均温度に 2.5℃の差が生じたこと

から、遮熱ｈａｔが成形機ノズルと金型を

遮熱・断熱し、金型温度の上昇を抑制する

ことがわかる。 

一般に樹脂成形では、成形機ノズルの熱

が金型に移動して蓄熱される「熱溜り」現

象が、成形条件を不安定化させ、樹脂の糸ひきや鼻たれ、スプルーちぎれ等トラブルの発生原因とさ

れる。そのため、当実験により、遮熱ｈａｔが 55分間で 2.5℃の遮熱・断熱効果を有するとの結果を

得たことは、成形条件を安定化できる朗報である。 

2015年 5月、表２のＨ社担当者に遮熱ｈａｔの成形条件改善効果を聴取した結果、成形機ノズルの

設定温度を 230℃から 205℃に 25℃低下させても同等の成形品が得られる上に、樹脂焼けなどの樹脂

の温度劣化も軽減できたとのことである（Ｃ社、Ｇ社も同様）。 

これは、高温の成形機ノズルが低温のスプルーブッシュに当接すると、遮熱ｈａｔを使用しない場

合（図８左）、当接部周辺のノズル温

度が低下して樹脂の流動性が低下、樹

脂の流れが悪化していたが、遮熱ｈａ

ｔを使用すると（図８右）ノズル温度

の低下を抑制できるため、樹脂の流動

性が改善したと考えられる。 

以上から、遮熱ｈａｔは成形条件の

改善に効果があり、成形機ノズルの温

度低下による使用電力の削減と、成形

不具合品の製造量削減により省資源

化に貢献する。 

 

〔従来技術・製品との優位性〕 

遮熱ｈａｔの他社類似品は、糸ひき防止キャップ（ａ社）、断熱スプルーブッシュ（ｂ社）であり、

比較を表５に示す。 

糸ひき防止キャップ（ａ社）は、ツバ無し帽子形状（水泳帽のような形状）のステンレス部品で、

中央に配置されている樹脂を通す十文字形状の穴が特徴。樹脂の糸ひき防止には一定の効果はあるが、

ノズルと金型を遮熱・断熱する効果は少ないと考えられる。また、樹脂を通す穴が十文字形状のため

射出圧力の損失が大きく、金型内への樹脂の充填不足が発生し易い。そのため、使用すると成形品質

自体を損なう場合があるという評価が、当社の顧客ヒアリング（上記Ｌ社）で得られた。 

 

断熱スプルーブッシュ（ｂ社）は、樹脂の射出湯道（スプルー）を構成する金型側の部品であり、

ノズルが接触する部分に断熱材としてセラミックを配置する点が特徴。断熱効果はあると考えられる

が、セラミックの強度不足のためノズル接触時の衝撃で破損する恐れがある。また、金型のスプルー

 
図８遮熱ｈａｔによる樹脂流動性の改善イメージ 

 
図７ 遮熱ｈａｔの成形条件改善効果 
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ブッシュを専用部品化する必要があり、汎用性に欠ける（当社の顧客ヒアリングによる）。 

 

これに対し、遮熱ｈａｔは類似品に比べて遮熱・断熱効果、省エネ性と糸ひき防止等の成形品質改

善効果に優れ、取り扱い易く汎用性も高い。 

製品名 材料と厚さ 
遮熱・断熱

効果 
省エネ効果 糸ひき防止 成形品質改善 備考 

遮熱ｈａｔ ステンレス 

t1～1.2ｍｍ 

遮熱・断熱 

効果大 

成形機ノズルの

消費電力削減 

効果大 

糸ひき防止 

に効果大 

樹脂焼け防止、 

バリ低減、 

鼻たれ防止に効果大 

機械強度に優れ、接

触時の衝撃からノ

ズルと金型を守る 

ａ社製品 

 

ステンレス 

t0.5ｍｍ 

遮熱・断熱 

効果小 

（推定） 

成形機ノズルの

消費電力削減 

効果小（推定） 

射出穴が十文

字状で樹脂の

糸切れには良 

樹脂射出穴が十文字形

のため射出圧力を損失

する（顧客ヒアリング）。 

糸ひき防止に有効、 

成形品質改善効果 

は小（推定） 

ｂ社製品 

 

セラミック 

t2～3ｍｍ 

（推定） 

断熱効果 

有（推定） 

成形機ノズルの

消費電力削減 

効果小（推定） 

糸ひき防止 

効果有（推定） 

金型をセラミックで 

断熱できるため 

成形条件の安定効果有 

（推定） 

セラミックの機械

強度不足で接触時

の衝撃による破損

が心配（推定）。 

             表５ 遮熱ｈａｔと類似製品の比較 

 

２ 環境性能に関する事項 

２－１ 環境保全・改善効果 

【糸ひきトラブル検出による経営資源及びのロス】 

遮熱ｈａｔは樹脂成形の成形品質を向上させ、不具合品の製造量削減により省資源化に貢献する。 

Ｌ社の不具合による資源及び経営資源ロスを前項表３、表４にて紹介している。 

Ｌ社の当該部品は電池用部品であり、不具合品の市場流出は許されない。そこで、良品への不具合品の

混入を避けるため、成形不具合品の再利用も禁止している。 

（ＰＰ Ａ製品は、１日の生産数が約８万個であり、１.６万個ごとの５段階に分け検査を行う。もし

１.６万個中に不具合品が２個以上発見されると、不具合品の流出が懸念されるため１.６万個全数を廃

棄し、検査も厳重に行うよう変更する。製品原価は１円９銭であり、廃棄による経営資源ロスは甚大。） 

 
２－２ 副次的な環境影響 

（a）消費電力削減効果 

遮熱ｈａｔの性能を評価するため、以下の実験を行った。 

〔評価実験１〕 

2014年 2月 24日に、岐阜大学金型創成技術研究センター他の協力を得て図６の評価環境を整え、遮

熱ｈａｔの評価データを採取した。成形材料はＰММＡ、成形開始前の金型温度 105℃、成形機ノズル

温度 265℃である。 

冷却スプルーブッシュ[注 5]で金型を冷却する機構を設け、冷却スプルーブッシュおよび遮熱ｈａｔ

の有無により、射出成形開始から 1時間の射出成形機のノズルのヒータの消費電力の比較を表６に示す。 
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[注 5]内部に冷却水の経路を有するスプルーブッシュ。当実験には、当社製冷却スプルーブッシュ（特許取得）を用いた。一般に、小

物薄肉成形品の射出成形においては、非製品部であるスプルー（湯道）部分が製品部よりも体積が大きい場合が多いため、スプ

ルー部の固化時間が製品部よりも長くなり、成形時間を支配する傾向が高い。そこで、冷却スプルーブッシュに水を循環させ、

スプルーの肉厚部分を冷却し、固化時間及び射出成形時間全体を短縮する。当社が岐阜大学金型創成技術研究センターの協力を

得てポリプロピレンの小物薄肉成形品を射出成形した実験では、冷却スプルーブッシュにより樹脂の固化時間 16秒を 6秒に削減

できた事例があり、冷却スプルーブッシュが小物薄肉成形品の成形時間短縮に有効で、生産性を向上できることがわかった。 

 

冷却スプルーブッシュで金型を冷却しない状況では、遮熱ｈａｔを使用しない場合（実験①）1 時間

当たりの消費電力量は 41.35Whであったが、遮熱ｈａｔを使用する場合（実験②）39.16Whに減少した。

これにより、5.3％の省エネ効果が確認できた。 

一方、冷却スプルーブッシュで金型を冷却した実験③と④では、冷却スプルーブッシュが金型のみな

らず成形機のノズルをも冷却するため、いずれも実験①と②に比べて使用電力が増加していることがわ

かる。そこで、遮熱ｈａｔを用いて成形機ノズルの温度低下を抑制し、使用電力の削減を図った。遮熱

ｈａｔを使用しない実験③では 1時間当たりの消費電力量は 47.16Whであったが、遮熱ｈａｔ有りの実

験④では 39.61Whに減少したことから、22.4％の省エネ効果が確認できた（図９）。 

 

 

表６ 射出成形開始から 1時間の射出成形機のノズルのヒータの消費電力比較 
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当実験に使用した金型は、大口径レンズ用の成形金型であったため、製品であるレンズ部の体積がス

プルー部よりも大きく、冷却スプルーブッシュによる樹脂固化時間の短縮効果は出なかった。しかし、

小物薄肉成形品の射出成形では、冷却スプルーブッシュによる樹脂の固化時間削減が有効である場合が

あるため[注 2]、冷却スプルーブッシュによる生産性向上と、遮熱ｈａｔによる省エネを実現できる場

合がある。当実験では、成形を続けても冷却スプルーブッシュに通す冷却水の温度変化はほとんどなか

ったため、冷却水をチラーにより冷却することは行わなかった。また、遮熱ｈａｔの効果も持続した。 

 

（b）成形機ノズルと金型の位置決め容易化、及び破損の防止の効果 

遮熱ｈａｔユーザへのヒアリングで判明した遮熱ｈａｔの意外な効能が、成形機ノズルと金型の位

置決め容易化、及び破損の防止である。図１の通り、射出成形機のノズルの先端は凸状の球形状をし

ており、プラスチックの射出成形時には、金型側部品であるスプルーブッシュの凹状の球形状部に高

圧で当接する。この位置合わせ精度に不具合があると、いずれか一方、若しくは両方を破損し、射出

されるプラスチックが金型以外に飛散する事故を招くことが知られている。 

しかし、遮熱ｈａｔを使用すると、両者が多少位置ズレした状態で設置されていても、樹脂の射出

が問題なく行われる上に、遮熱ｈａｔが当接時の圧力を軽減する緩衝部材として作用するため、両者

の破損防止に役立つ。特に、熟練技術者が不足する海外の事業場においては、上記効果をもつ遮熱ｈ

ａｔは、熟練技能者不足を補完できる部品として重宝しているとのことである。 

 

（c）遮熱ｈａｔの安全性及び環境への配慮 

遮熱ｈａｔの安全性及び環境への配慮

として、以下の強度試験を行った。遮熱ｈ

ａｔは、ノズルと金型の間に配置するため、

成形機の型締め力で遮熱ｈａｔ内部の遮

熱層が破損すると、その破片が成形品に異

物として混入する恐れがある。そこで、図

10左の通り油圧の 10トンプレス機を用い、

 

図９ 遮熱ｈａｔの省エネ効果 

 

図 10 遮熱ｈａｔの強度試験の様子 
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遮熱ｈａｔの強度試験を行った。遮熱ｈａｔの遮熱層は、メッシュ構造体の空隙部に構成されている

ので、荷重を受けても成形機ノズルが当接する遮熱ｈａｔ外装部に網目状の痕跡は付くものの（図 10

右）、遮熱層は破損せず、遮熱ｈａｔ外部への遮熱塗料の漏洩、および成形品への異物混入もない。

以上から、PL法遵守確度も高いと判断する。 

 

３ 経済性 

３－１ 初期経費と運転・維持管理費 

〔遮熱ｈａｔの初期経費と運転・維持管理費〕 

遮熱ｈａｔの販売価格は、9,800円（税抜）＋運送費 700円（税込）であるが、その他の費用は発生

しないため極めて経済性が良い。 

また、遮熱ｈａｔは前述の通り、油圧の 10 トンプレス機の圧力にも耐える強度を持ち、販売開始か

ら３年を経た現在も、正常な使用環境下で強度不足で破壊した事例はない。 

 

３－２ 従来技術との経済性比較 

遮熱ｈａｔと同等の製品は存在しない。 

 

４ その他 

４－１ 技術・製品に対する法規制及び関係法令 

該当する法令は無い。 

 

４－２ 品質管理体制等 

当社は、ISO14001（2004 年版）及び ISO9001（2008 年版）の認証を取得しており、遮熱ｈａｔもこれ

ら認証に基づき製造している。 

 

４－３ 販売実績 

2015 年「“超”モノづくり部品大賞」（モノづくり日本会議と日刊工業新聞社共催）奨励賞や、2015

年一般社団法人プラスチック成形加工学会の技術進歩賞を受賞するなど周知が進んできたこともあり、

大手電機メーカや射出成形加工メーカを中心に 5個単位の注文も増えつつある。 


