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(57)【要約】
【課題】

外周面の径の大きさが相異する各種の軸状部

材に対して、一対の高周波誘導加熱用の加熱導体を移動
させて対応することができ、径の小さい軸状部材の場合
にも加熱効率に優れた高周波誘導加熱を行うことができ
る高周波誘導加熱装置を提供する。
【解決手段】

高周波誘導加熱装置１は、軸状部材２を

挟んで配置される一対の高周波誘導加熱用の加熱導体４
０、７０と、これら加熱導体を互いに近づく方向及び遠
ざかる方向に移動させる移動機構部と、これら加熱導体
に電力を供給する高周波電源とを備える。第１の加熱導
体４０は、絶縁体５２を挟んで２つの導体部４０ａ、４
０ｂからなり、一方の導体部４０ａに高周波電源の一方
の給電部が接続され、他方の導体部４０ｂに高周波電源
の他方の給電部が接続されている。第１の加熱導体の２
つの導体部４０ａ、４０ｂと、第２の加熱導体７０とは
、接触した状態で軸状部材を取り囲むように移動するよ
うに構成されている。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
軸状部材の外周面を高周波誘導加熱するための高周波誘導加熱装置であって、
前記軸状部材を挟んで互いに対向する位置にそれぞれ配置されている一対の高周波誘導
加熱用の加熱導体と、
前記一対の高周波誘導加熱用の加熱導体を、互いに近づく方向及び遠ざかる方向に移動
させるための移動機構部と、
前記一対の高周波誘導加熱用の加熱導体に電力を供給する高周波電源と
を備え、
前記一対の高周波誘導加熱用の加熱導体のうちの一方の第１の高周波誘導加熱用の加熱
導体が、絶縁体を挟んで２つの導体部からなり、前記２つの導体部の一方に前記高周波電
源の一方の給電部が接続され、前記２つの導体部の他方に前記高周波電源の他方の給電部
が接続されており、
前記移動機構部が、前記第１の高周波誘導加熱用の加熱導体の前記２つの導体部と、前
記一対の高周波誘導加熱用の加熱導体のうちの他方の第２の高周波誘導加熱用の加熱導体
とを、接触させた状態で前記軸状部材を取り囲むように移動させるように構成されている
高周波誘導加熱装置。
【請求項２】
前記第１および第２の高周波誘導加熱用の加熱導体が、互いに摺動可能に接触するため
の平面形状をそれぞれ有する請求項１に記載の高周波誘導加熱装置。
【請求項３】
前記第１および第２の高周波誘導加熱用の加熱導体が、前記軸状部材に向かって凹状に
湾曲した湾曲面をそれぞれ有する請求項１又は２に記載の高周波誘導加熱装置。
【請求項４】
前記第１の高周波誘導加熱用の加熱導体の前記湾曲面は、前記第２の高周波誘導加熱用
の加熱導体の前記湾曲面が有する第２の曲率半径よりも小さい第１の曲率半径を有する湾
曲面部分を有する請求項３に記載の高周波誘導加熱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高周波誘導加熱装置に関し、より詳しくは、軸状部材の外周面を高周波誘導
加熱するための高周波誘導加熱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
軸状部材の外周面を高周波誘導加熱するための高周波誘導加熱装置として、特許文献１
には、軸状部材の軸線を挟んで、一対の高周波誘導加熱コイルを互いに対向する位置に配
置するとともに、これらは移動機構にそれぞれ連結されており、また、一対の高周波誘導
加熱コイルは、軸状部材の中心軸線に対して遠ざかる方向に向けて突出するように屈曲さ
れた屈曲状コイル部がそれぞれ形成されている高周波誘導加熱装置が記載されている。そ
して、この高周波誘導加熱装置は、軸状部材の軸部の径の大小に応じて、移動機構により
一対の高周波誘導加熱コイルを互いに近づける方向に又は互いに遠ざける方向に移動させ
ることで、屈曲状コイル部で画成されるコイル空間を変えることが可能な構成であること
が記載されている。よって、外周面の径の大きさが相異する各種の軸状部材の全てに対し
て上述の一対の高周波誘導加熱コイルの屈曲状コイル部の間に軸状部材を挟み込むことに
より対応することができることから、軸状部材の径の大きさが異なる際には、これに見合
った寸法の高周波誘導加熱コイルをそれぞれ別個に準備して使用していた従来技術に比べ
て、各種サイズの軸状部材に対して作業性よく高周波誘導加熱を行うことができるととも
に、一対のコイルを拡縮移動（開閉移動）させるための移動機構の構造も簡便なもので済
むことが記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８−１５０６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、特許文献１に記載された高周波誘導加熱装置では、一対の高周波誘導加
熱コイルは、軸状部材の中心軸線に対して遠ざかる方向に向けて突出するように屈曲され
た屈曲状コイル部がそれぞれ形成されていることから、径の小さい軸状部材に対して高周
波誘導加熱を行うために一対の高周波誘導加熱コイルが近づくと、屈曲状コイル部の中心
部分同士で形成される軸状部材を囲むコイル空間の他に、その両端側に、屈曲状コイル部
の端部同士で形成されるコイル空間も発生してしまう。これら端部同士で形成されるコイ
ル空間では、高周波誘導加熱の対象物が存在しないものの、高周波誘導加熱に要するエネ
ルギーが消費されることから、加熱効率の低下を招くとともに、高周波誘導加熱コイルの
寿命低下にもつながるという問題がある。
【０００５】
そこで本発明は、上記の問題点に鑑み、外周面の径の大きさが相異する各種の軸状部材
に対して、一対の高周波誘導加熱用の加熱導体を移動させることで、対応することができ
るとともに、径の小さい軸状部材の場合に、高周波誘導加熱の対象物が存在しないコイル
空間が生じることがなく、加熱効率に優れた高周波誘導加熱装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記の目的を達成するために、本発明は、軸状部材の外周面を高周波誘導加熱するため
の高周波誘導加熱装置であって、前記軸状部材を挟んで互いに対向する位置にそれぞれ配
置されている一対の高周波誘導加熱用の加熱導体と、前記一対の高周波誘導加熱用の加熱
導体を、互いに近づく方向及び遠ざかる方向に移動させるための移動機構部と、前記一対
の高周波誘導加熱用の加熱導体に電力を供給する高周波電源とを備え、前記一対の高周波
誘導加熱用の加熱導体のうちの一方の第１の高周波誘導加熱用の加熱導体は、絶縁体を挟
んで２つの導体部からなり、前記２つの導体部の一方に前記高周波電源の一方の給電部が
接続され、前記２つの導体部の他方に前記高周波電源の他方の給電部が接続されており、
前記移動機構部は、前記第１の高周波誘導加熱用の加熱導体の前記２つの導体部と、前記
一対の高周波誘導加熱用の加熱導体のうちの他方の第２の高周波誘導加熱用の加熱導体と
を、接触させた状態で前記軸状部材を取り囲むように移動させるように構成されている。
【０００７】
前記第１および第２の高周波誘導加熱用の加熱導体は、互いに摺動可能に接触するため
の平面形状をそれぞれ有することが好ましい。
【０００８】
前記第１および第２の高周波誘導加熱用の加熱導体は、前記軸状部材に向かって凹状に
湾曲した湾曲面をそれぞれ有することが好ましい。前記第１の高周波誘導加熱用の加熱導
体の前記湾曲面は、前記第２の高周波誘導加熱用の加熱導体の前記湾曲面が有する第２の
曲率半径よりも小さい第１の曲率半径を有する湾曲面部分を有することが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
このように本発明によれば、一対の高周波誘導加熱用の加熱導体のうちの一方の第１の
高周波誘導加熱用の加熱導体を、絶縁体を挟んで２つの導体部からなるようにし、この２
つの導体部の一方に高周波電源の一方の給電部を接続し、他方に高周波電源の他方の給電
部を接続し、第１の高周波誘導加熱用の加熱導体の２つの導体部と、一対の高周波誘導加
熱用の加熱導体のうちの他方の第２の高周波誘導加熱用の加熱導体とが接触した状態で軸
状部材を取り囲むように移動するように移動機構部を構成したことで、径の小さい軸状部
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材を高周波誘導加熱するために、第１及び第２の高周波誘導加熱用の加熱導体を近接させ
るように移動させても、第１及び第２の高周波誘導加熱用の加熱導体との間で、軸状部材
を取り囲む小さいコイル空間のみを形成し、軸状部材を取り囲まないコイル空間が生じる
ことを防ぐことができ、よって、優れた加熱効率で高周波誘導加熱することができる。
【００１０】
また、従来、一対の高周波誘導加熱コイルの一方に高周波電源の一方の給電部を接続し
、他方に高周波電源の他方の給電部を接続していた構成では、一対の高周波誘導加熱コイ
ル間の距離が変化するように移動させるために、高周波電源と一対の高周波誘導加熱コイ
ルとの接続機構が複雑になっていた。本発明では、第１の高周波誘導加熱用の加熱導体を
、絶縁体を挟んで２つの導体部からなるようにし、この２つの導体部の一方に高周波電源
の一方の給電部を接続し、他方に高周波電源の他方の給電部を接続したことから、第２の
高周波誘導加熱用の加熱導体とは高周波電源を直接接続させなくて済むので、高周波電源
との接続機構を簡素化することができる。また、高周波電源と直接接続する加熱導体は固
定させて、高周波電源とは直接接続しない加熱導体のみを移動させるようにすることで、
高周波電源との接続機構を大幅に簡素化させることができ、更に簡素で且つ信頼性の高い
装置にすることができる。
【００１１】
第１の高周波誘導加熱用の加熱導体の湾曲面は、第２の高周波誘導加熱用の加熱導体の
湾曲面が有する第２の曲率半径よりも小さい第１の曲率半径を有する湾曲面部分を有し、
このように異なる曲率半径を有する２種類の湾曲面で軸状部材を囲い込むことにより、径
の大きさが相異する各種の軸状部材に対して広く対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る高周波誘導加熱装置の一実施の形態であって、径の大きな軸状部材
を処理する場合の状態を示す平面図である。
【図２】図１に示す高周波誘導加熱装置の側面図である。
【 図 ３ 】 図 １ に 示 す 高 周 波 誘 導 加 熱 装 置 を 矢 線 IIIか ら 見 た 正 面 図 で あ る 。
【図４】図１に示す高周波誘導加熱装置のうちの第１の高周波誘導加熱用の加熱導体を示
す平面図である。
【図５】図４に示す第１の高周波誘導加熱用の加熱導体の側面図である。
【 図 ６ 】 図 ４ に 示 す 第 １ の 高 周 波 誘 導 加 熱 用 の 加 熱 導 体 を 矢 線 VIか ら 見 た 正 面 図 で あ る 。
【図７】図１に示す高周波誘導加熱装置のうちの第２の高周波誘導加熱用の加熱導体を示
す平面図である。
【図８】図７に示す第２の高周波誘導加熱用の加熱導体の側面図である。
【 図 ９ 】 図 ７ に 示 す 第 ２ の 高 周 波 誘 導 加 熱 用 の 加 熱 導 体 を 矢 線 IXか ら 見 た 正 面 図 で あ る 。
【図１０】図１に示す高周波誘導加熱装置であって、径の小さな軸状部材を処理する場合
の状態を示す平面図である。
【図１１】図１に示す高周波誘導加熱装置において、径の大きな軸状部材を処理する場合
の電流の流れを示す模式図である。
【図１２】図１に示す高周波誘導加熱装置において、径の小さな軸状部材を処理する場合
の電流の流れを示す模式図である。
【図１３】従来の高周波誘導加熱装置において、径の大きな軸状部材を処理する場合の電
流の流れを示す模式図である。
【図１４】従来の高周波誘導加熱装置において、径の小さな軸状部材を処理する場合の電
流の流れを示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、添付図面を参照して、本発明に係る高周波誘導加熱装置の一実施の形態について
説明する。
【００１４】
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図１〜図３に示すように、本実施の形態の高周波誘導加熱装置１は、軸状部材２の外周
面２ａを高周波誘導加熱するための装置であって、軸状部材２を挟んで互いに対向する位
置にそれぞれ配置されている第１の高周波誘導加熱用の加熱導体４と第２の高周波誘導加
熱用の加熱導体７とからなる一対の高周波誘導加熱用の加熱導体を備える。これら第１及
び第２の高周波誘導加熱用の加熱導体４、７の詳細は後述するが、これらはいずれも、被
加熱体である軸状部材２に向かって凹状に湾曲した第１及び第２の湾曲側面４１、７１を
有する略Ｕ字形状の第１及び第２の平板状体４０、７０を備えるものである。また、第１
及び第２の高周波誘導加熱用の加熱導体４、７は、移動機構部を備えた基台（図示省略）
上に、上下に密接に重ね合わされて水平に配置されている。
【００１５】
また、高周波誘導加熱装置１は、一対の高周波誘導加熱用の加熱導体に電力を供給する
高周波電源３を備える。本実施の形態において、高周波電源３は、一対の高周波誘導加熱
用の加熱導体のうちの一方の第１の高周波誘導加熱用の加熱導体４に対してのみ接続され
ている。
【００１６】
更に、高周波誘導加熱装置１は、第１の高周波誘導加熱用の加熱導体４と第２の高周波
誘導加熱用の加熱導体７と互いに近づく方向及び互いに遠ざかる方向にどちらにも移動さ
せることが可能な移動機構部（図示省略）を備えている。なお、移動機構部は、上述した
特許文献１に記載されている移動機構とほぼ同様の構造を採用できるため、ここでの詳細
な説明は省略する。
【００１７】
第１の高周波誘導加熱用の加熱導体４について詳細に説明する。図４〜図７に示すよう
に、第１の高周波誘導加熱用の加熱導体４は、上述した凹状に湾曲した第１の湾曲側面４
１を備えた略Ｕ字形状の第１の平板状体４０と、この第１の平板状体４０の中心から延び
る導体ホルダ５０とで主に構成されている。第１の平板状体４０の素材は、電気伝導度が
高い金属、一般的には銅で形成される。第１の平板状体４０は、その側面として、対向す
る第２の高周波誘導加熱用の加熱導体７に面する第１の対向側面４２と、この第１の対向
側面４２から開口して、軸状部材に向かって凹状に湾曲した第１の湾曲側面４１と、第１
の対向側面４２とは反対側に位置する直線状の第１の外側側面４４と、第１の対向側面４
２と第１の外側側面４４とをつなぎ、対向する第２の高周波誘導加熱用の加熱導体７に向
かって直線の形状を有する第１の端側側面４３とを有する。
【００１８】
第１の対向側面４２に開口する第１の湾曲側面４１の開口幅は、被加熱体である軸状部
材２の最大径に対応して設計される。第１の湾曲側面４１は、その中央部分４１ａにおい
て略半円弧の形状を有している。この第１の湾曲側面４１の中央部分４１ａの形状の第１
の曲率半径は、上述した軸状部材２の最大径の半径よりも小さい。第１の湾曲側面４１は
、第１の対向側面４２との隣接部分４１ｂにおいて、対向する第２の高周波誘導加熱用の
加熱導体７に向かって直線の形状を有している。また、第１の湾曲側面４１は、中央部分
４１ａと隣接部分４１ｂとの間の中間部分４１ｃにおいて、中央部分４１ａと隣接部分４
１ｂとを滑らかにつなぐ曲線形状を有している。
【００１９】
第１の平板状体４０の上面４６は、第２の高周波誘導加熱用の加熱導体７の第２の平板
状体７０と摺動可能に接するために平面形状である。第１の平板状体４０の下面４６には
、両端側にそれぞれ絶縁性プレート４７が積層されている。この絶縁性プレート４７は、
重ね合わされる第２の平板状体７０との位置を固定するために、第１及び第２の平板状体
４０、７０を挟んで保持するクランプ（図示省略）が当接する部分である。絶縁性プレー
ト４７は、その四隅でボルト４８により第１の平板状体４０に固定されている。
【００２０】
第１の平板状体４０の両側の第１の端側側面４３に沿って、第１の平板状体４０の厚さ
より高さを有するガイドプレート４９がそれぞれ設けられている。このガイドプレート４
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９は、第１の平板状体４０の上面に摺動可能に重ね合わされている第２の平板状体７０の
移動方向を制御する。ガイドプレート４９は、ボルト４８により第１の平板状体４０に固
定されている。
【００２１】
導体ホルダ５０は、一対の導体部５１で絶縁板５２を挟んだ構造体から主に構成されて
いる。この構造体は、第１の平板状体４０の中心を貫通するように配置されている。すな
わち、第１の平板状体４０も、絶縁板５２を挟んでその両側の導体部４０ａ、４０ｂが、
絶縁板５２を介して絶縁されている。導体ホルダ５０の一対の導体部５１は、絶縁板５２
とともにボルト５３で固定されている。導体ホルダ５０は、第１の平板状体４０とは反対
側の位置に固定プレート５４が設けられ、固定プレート５４表面に設けられた固定用穴５
５を介して、高周波電源（図示省略）と接続ならびに固定されている。第１の平板状体４
０と高周波電源との接続は、絶縁板５２を挟んだ一方の第１の平板状体の導体部４０ａに
、導体ホルダ５０の導体部５１ａを介して高周波電源の一方の給電部が接続され、絶縁板
５２を挟んだ他方の第１の平板状体の導体部４０ｂに、導体ホルダ５０の導体部５１ｂを
介して高周波電源の他方の給電部が接続されている。
【００２２】
導体ホルダ５０には、一対の導体部５１ａ、５１ｂに沿って冷却水パイプ５６ａ、５６
ｂがそれぞれ設けられている。また、第１の平板状体４０の下面４６にも、凹状の第１の
湾曲側面４１の端部に隣接する位置に、第１の平板状体４０の内部に冷却水を流通させる
ための冷却水パイプ６１ａ、６１ｂがそれぞれ設けられている。第１の平板状体４０の内
部には、凹状の第１の湾曲側面４１および導体ホルダ５０の導体部５１に沿って、第１の
平板状体４０の冷却水パイプ６１ａ、６１ｂと導体ホルダ５０の冷却水パイプ５６ａとの
間をそれぞれ連通する冷却水流路６２ａ、６２ｂが設けられている。これら冷却水パイプ
５６、６１は、その先端に設けられているジョイント５７、６３を介して、冷却水供給機
構（図示省略）と連結されており、これにより冷却水流路６２への冷却水の流通ができる
ようになっている。
【００２３】
第２の高周波誘導加熱用の加熱導体７について詳細に説明する。図７〜図９に示すよう
に、第２の高周波誘導加熱用の加熱導体７は、上述した凹状に湾曲した第２の湾曲側面７
１を備えた略Ｕ字形状の第２の平板状体７０で主に構成されている。第２の平板状体７０
の素材は、電気伝導度が高い金属、一般的には銅で形成される。第２の平板状体７０は、
その側面として、対向する第１の平板状体４０に面する第２の対向側面７２と、この第２
の対向側面７２から開口して、軸状部材に向かって凹状に湾曲した第２の湾曲側面７１と
、第２の対向側面７２とは反対側に位置する直線状の第２の外側側面７４と、第２の対向
側面７２と第２の外側側面７４とをつなぎ、対向する第１の平板状体４０に向かって直線
の形状を有する第２の端側側面７３とを有する。
【００２４】
第２の湾曲側面７１は、その中央部分７１ａにおいて略半円弧の形状を有しており、そ
の両側部分７１ｂにおいて、対向する第１の平板状体４０に向かって直線の形状を有して
いる。第２の湾曲側面７１の中央部分７１ａの形状の第２の曲率半径は、被加熱体である
軸状部材２の最大径に対応して設計される。すなわち、第１の平板状体４０の第１の湾曲
側面４１の第１の曲率半径は、第２の曲率半径よりも小さいものとなる。このように異な
る曲率半径を有する第１及び第２の湾曲側面４１、７１を用いることで、径の大きさが相
異する各種の軸状部材に対して広く対応することができる。
【００２５】
第２の平板状体７０の下面７６は、第１の平板状体４０と摺動可能に接するために平面
形状である。第２の平板状体７０の上面７５には、両端側にそれぞれ絶縁性プレート７７
が積層されている。この絶縁性プレート７７は、重ね合わされる第１の平板状体４０との
位置を固定するために、第１及び第２の平板状体４０、７０を挟んで保持するクランプ（
図示省略）が当接する部分である。絶縁性プレート７７は、その四隅でボルト７８により
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第２の平板状体７０に固定されている。
【００２６】
また、第２の平板状体７０の上面７５には、第２の平板状体７０の内部に冷却水を流通
させるための冷却水パイプ８１が設けられている。第２の平板状体７０の内部には、凹状
の第２の湾曲側面７１に沿って、冷却水パイプ８１間を連通する冷却水流路８２が設けら
れている。また、冷却水パイプ８１は、その先端に設けられているジョイント８３を介し
て、上述した冷却水供給機構（図示省略）と連結されており、これにより冷却水流路８２
への冷却水の流通ができるようになっている。
【００２７】
以上の構成を有する本実施の形態の高周波誘導加熱装置１によれば、先ず、移動機構部
（図示省略）を作動させて、第１の高周波誘導加熱用の加熱導体４の第１の平板状体４０
の上面４５に摺動可能に配置される第２の高周波誘導加熱用の加熱導体７の第２の平板状
体７０を、第１の平板状体４０の両側のガイドプレート４９に沿って移動させて、図１に
示すように、第１の平板状体４０の湾曲側面４１と第２の平板状体７０の湾曲側面７１と
で、軸状部材２を挟み、軸状部材２の外周面２ａに対して僅かな間隔を隔てた位置で、第
１及び第２の平板状体４０、７０を固定する。固定には、第１及び第２の平板状体４０、
７０の側面側から、クランプ（図示省略）で、第１及び第２の平板状体４０、７０の下面
および上面に積層されている絶縁プレート４７、７７の部分を挟んで保持する。
【００２８】
このような状態の下で、高周波電源３から第１の高周波誘導加熱用の加熱導体４の導体
ホルダ５０の導体部５１を介して第１の平板状体４０に電流を供給する。第１の平板状体
４０の上面は第２の平板状体７０の下面と密着しており、また、第１の平板状体４０の第
１の湾曲側面４１は、絶縁板５２を介してその両側の湾曲側面４１Ａ、４１Ｂは絶縁され
ていることから、電流の流れは、図１１に示すように、第１の平板状体の湾曲側面４１と
第２の平板状体の湾曲側面７１との接点ＣＬを介して、矢印αのように、一方の第１の平
板状体の湾曲側面４１Ａから、第２の平板状体の湾曲側面７１を通って、他方の第１の平
板状体の湾曲側面４１Ｂへと流れる。よって、第１の平板状体４０の湾曲側面４１と第２
の平板状体７０の湾曲側面７１とでコイル空間を形成し、軸状部材２の外周面２ａに対し
て高周波誘導加熱を行うことができる。
【００２９】
なお、高周波誘導加熱は、軸状部材２をその軸線を中心に回転させ、且つ軸状部材２を
その軸線の方向に沿って移動させながら行う。軸状部材２の回転および移動のための回転
台（図示省略）等の機構は、特許文献１に記載されていることから、ここでの詳細な説明
は省略する。
【００３０】
そして、高周波誘導加熱が終了した後、即ち加熱コイルを通過後、焼入冷却手段（図示
省略）により被加熱領域を急速冷却することにより焼入工程を完了する。
【００３１】
図１では、径の大きい軸状部材２を高周波誘導加熱する場合について説明したが、本実
施の形態の高周波誘導加熱装置１では、径の小さい軸状部材であっても優れた加熱効率で
高周波誘導加熱することができる。図１０に示すように、径の小さい軸状部材２ｓの場合
には、移動機構部（図示省略）によって、第１の高周波誘導加熱用の加熱導体４の第１及
び第２の平板状体４０の湾曲側面の中央部分４１ａと、第２の高周波誘導加熱用の加熱導
体７の第２の平板状体７０の湾曲側面の中央部分７１ａとが近接するように移動させる。
これにより、第１の平板状体の湾曲側面４１と第２の平板状体の湾曲側面７１との２つの
接点ＣＳも、互いに近づいた位置に移動する。
【００３２】
この状態で高周波電源３から電流を供給すると、図１２に示すように、第１の平板状体
の湾曲側面４１と第２の平板状体の湾曲側面７１との接点ＣＳを介して、矢印αのように
第１の平板状体の湾曲側面４１Ａから、第２の平板状体の湾曲側面７１を通って、第１の
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平板状体の湾曲側面４１Ｂへと流れる。よって、第１の平板状体４０の湾曲側面４１と第
２の平板状体７０の湾曲側面７１とで、径の小さい軸状部材２ｓを取り囲む小さいコイル
空間が形成される。よって、径の大きい軸状部材と比べて少ないエネルギー消費で済み、
優れた加熱効率で高周波誘導加熱することができる。
【００３３】
上記の効果は、特許文献１の高周波誘導加熱装置によって、径の小さい軸状部材を高周
波誘導加熱する場合と比較することで、より明確になる。この従来の高周波誘導加熱装置
は、図１３に示すように、一対の高周波誘導加熱コイル１０１、１０２は、軸状部材２に
向かってそれぞれ屈曲した形状を有している。一対の高周波誘導加熱コイル１０１、１０
２は、一端でそれぞれ高周波電源１０３に接続しており、他端でコイルホルダ（図示省略
）を介した接続Ｃが行われている。なお、一対の高周波誘導加熱コイル１０１、１０２は
、一部で重なって図示されているが、重なった部分で接触してはいない。そのため、高周
波電源１０３からの電流は、矢印αのように、一方の高周波誘導加熱コイル１０１から、
端部の接続Ｃを介して、他方の高周波誘導加熱コイル１０２へと流れ、軸状部材２を囲む
コイル空間の他に、高周波電源１０３側やその反対端の接続Ｃ側にもそれぞれコイル空間
が発生してしまう。特に、図１４に示すように、径の小さい軸状部材２ｓに対して高周波
誘導加熱を行う場合、一対の高周波誘導加熱コイル１０１、１０２を近づけて高周波電源
１０３から矢印αのように電流を流すと、軸状部材２ｓを囲む小さなコイル空間の他に、
高周波電源１０３側やその反対端の接続Ｃ側にそれぞれ大きなコイル空間が発生してしま
う。これらの２つの大きなコイル空間では、高周波誘導加熱の対象物が存在しないものの
、高周波誘導加熱に要するエネルギーが消費されてしまう。これに対し、図１１、図１２
に示すように、本実施の形態の高周波誘導加熱装置１では、軸状部材２の径の大きさに合
ったコイル空間が１つのみ形成されることから、優れたエネルギー効率で高周波誘導加熱
することができる。
【００３４】
なお、本実施の形態では、高周波誘導加熱装置１の一対の高周波誘導加熱用の加熱導体
４、７がそれぞれ略Ｕ字型形状の平板状体４０、７０を備える場合について説明したが、
本発明はこの実施の形態に限定されるものではなく、一対の高周波誘導加熱用の加熱導体
が、互いに接触した状態で軸状部材を取り囲むように移動できる形状であれば、上述した
実施の形態と同様に、径の小さい軸状部材の場合であっても、高周波誘導加熱の対象物が
存在しないコイル空間が生じることがなく、優れたエネルギー効率で高周波誘導加熱する
ことができる。
【符号の説明】
【００３５】
１ 高周波誘導加熱装置
２ 軸状部材
３ 高周波電源
４ 第１の高周波誘導加熱用の加熱導体
７ 第２の高周波誘導加熱用の加熱導体
４０ 第１の平板状体
４１ 第１の湾曲側面
４２ 第１の対向側面
４３ 第１の端側側面
４４ 第１の外側側面
４５ 上面
４６ 下面
４７ 絶縁プレート
４８ ボルト
４９ ガイドプレート
５０ 導体ホルダ
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５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７
６１
６２
６３
７０
７１
７２
７３
７４
７５
７６
７７
７８
８１
８２
８３

【図１】

一対の導体部
絶縁板
ボルト
固定プレート
固定用穴
冷却水パイプ
ジョイント
冷却水パイプ
冷却水流路
ジョイント
第２の平板状体
第２の湾曲側面
第２の対向側面
第２の端側側面
第２の外側側面
上面
下面
絶縁性プレート
ボルト
冷却水パイプ
冷却水流路
ジョイント
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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