
まえがき＝家電・OA機器のデジタル化の動きが急速に
進んでいる。これらの機器のデジタル回路を構成する半
導体素子はオンオフを繰返すスイッチとして動作してい
る。半導体素子をオンオフ動作させるために電気エネル
ギーが用いられ，その大半は熱に変換されてしまう。半
導体素子は，動作速度を高めると消費電力が大きくな
り，発熱量が増えて温度が上昇する。つまり，デジタル
機器の高性能化に伴う発熱量の増大とそれに付随する温
度上昇は不可避な現象であるといえる。
　機器の内部温度が上昇すると，半導体素子の誤動作や
抵抗体などの特性変化，有機絶縁物を含有する電子部品
全般の寿命低下につながる。そこで，機器内部で発生す
る熱を熱源から機器外へ効率よく誘導するための熱対策
技術の開発が進められている。この熱対策には，ヒート
シンクやファンをはじめとして多様な手法が採用されて
いる。
　当社も，家電・OA機器のカバーやシャーシ用の鋼板
を提供するメーカとして，放熱性を有する鋼板であるコ
ーベホーネツ�を供給している1）。コーベホーネツは表
面の熱放射率を高めた鋼板であり，例えば家電・OA機
器のカバーに使用された場合には，内部の熱を放射伝熱
の形で効率的に外部に放散することによって機器内部の
温度を低減させる機能を有しており，これまでに多くの
使用実績がある。
　放射伝熱の効率は絶対温度の 4乗に比例する。このた
め，内部温度が高い場合には高い効率で放熱作用を発現
するが，環境温度が低く，さらに内部温度との差が小さ
い場合にはその放熱作用は相対的に小さくなる。
　本稿では，環境温度が低く，また発熱体の温度が比較
的に低い場合でも，冷却ファンに匹敵する放熱効果を発
現させる方法を紹介する。

1．放熱構造体の原理

　内側から発熱体，筐体（きょうたい）材料，外部空間
の順番で配置されている灰色体からなる半円筒状モデル
（図 1）を用いて熱放射で伝わる熱量を考える1）。発熱
体の放熱面を①，筐体材料の内面を②，外面を③，外部
空間面を④とする。また，それぞれの面の面積を��，��，
��，��，放射率をε�，ε�，ε�，ε�，発熱体表面の温度を��，
筐体の内面温度を��，外面温度を��，外部空間の壁面温
度を��とする。熱伝導と対流による伝熱を無視すると，
発熱体から筐体への放熱量���（W）は式（1）で表すことが
できる。

　　　　　　　　　　　　　  …………………………（1）
　　 
また，筐体から外部空間への放熱量���（W）は，

　　　　　　　　　　　　　  …………………………（2）
　　 
と表すことができる。ここで，σはステファン－ボルツ
マン定数であり，5.667×10－8（W/m2K4）の値となる。式
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図 1  熱放射の計算モデル
������  Calculation model for thermal radiation transfer
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（1），（2）において��＝��として��について解くと次式
が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　
  ……………………（3）

　　 
式（3）を用い，発熱体の表面積および筐体の放射率が発
熱体の温度におよぼす影響を検討した（表 1）。ここで，
発熱量は0.3W，外部空間壁面の面積が100m2，放射率が
0.99，温度は25℃とした。ケース 1は筐体を電気亜鉛め
っき鋼板とした場合であり，発熱体温度は79℃となっ
た。ケース 2では筐体をコーベホーネツとしている。発
熱体温度は74℃となった。次に，ケース 3は，発熱体の
表面の放射率をコーベホーネツと同等にしたうえでその
表面積を 2倍にし，同時に筐体もコーベホーネツとした
場合に相当する。このケースでは発熱体温度は53℃に低
下している。ケース 4は発熱体の表面積を 3倍にした場
合であり，発熱体温度は44℃まで低下している。
　これらの結果より，発熱体の放射率を高めることに加
えてその表面積を大きくし，さらに筐体の放射率も大き
くすることによって温度を大きく低下させることが期待
できる。以下ではこの解析結果を実証した結果を紹介す
る。

2．放熱構造体の実験的検証

　前章での計算結果を実験で確認するため，図 2の装置
を作製した。筐体は前面に開口部をもつ電気亜鉛めっき
鋼板製で，幅300mm，奥行き88mm，高さ250mmである。
上下に100×30mmの通風孔を設け，実際の機器でしばし
ば採用される自然対流による冷却効果をあらかじめ盛り
込んでいる。筐体の奥の面には，基板に25×25× 2 mm
のセラミックヒータ（1.8W）を装着したものを設置して
いる。この装置を用いて，次の 4ケースについてセラミ
ックヒータの温度を比較した。
１）前面開口部を電気亜鉛めっき鋼板で閉じた場合
（図 3（a））

２）前面開口部をコーベホーネツで閉じた場合（図 3
（b））

３）前面開口部を電気亜鉛めっき鋼板で閉じ，この鋼
板中央部にファンを設置し，直接セラミックヒー
タを冷却した場合（図 3（c））。

４）前面開口部をコーベホーネツで閉じ，セラミック
ヒータにコーベホーネツ（40×40mm）をかぶせて
取付けた場合（図 3（d））。
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結果を図 4に示すが，セラミックヒータにコーベホーネ
ツをかぶせて取付けることによって冷却ファンに匹敵す
る放熱効果が得られることが示された。

3．放熱構造体の効果的な利用方法

　前章において，25×25mmのセラミックヒータに40×
40mmのコーベホーネツをかぶせて取付けることにより
17℃の温度低減が実現できることを示した。一方，表 1
の結果は，取付けるコーベホーネツを大きくすれば温度
はさらに低減することを示唆している。これを確認する
ため，またどの程度の大きさのコーベホーネツを取付け
れば所期の温度を達成することができるかの指針を得る
ために，図 5に示す解析モデルを用いて解析を行った。
結果を図6に示す。コーベホーネツ製ヒートシンクの面
積が大きくなるにつれて熱源温度が下がっている。目標
とする温度に応じてヒートシンクの大きさを設定できる
ことを示唆している。
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表 1 発熱体の表面積・放射率，筐体の放射率が発熱体の温度にお
よぼす影響

��������Influences of surface area and emissivity of heating element 
and emissivity of housing on temperature of heating element

図 2  放熱構造体
������  Experimental apparatus for heat radiation structure
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図 4  放熱構造体の効果
������ Effects of heat radiation structure (EG : Electrogalvanized 

steel sheet, KB : kobehonetsu)
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図 3  熱源の冷却方法
������  Cooling method of heat source
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　一方，熱源の近傍にある部品により，ヒートシンクの
面積を所期の大きさにできない場合がある（図 7）。この
場合，近傍部品との干渉を回避したヒートシンクとする
ことができる。いくつかの例を図 8に，また対応する温
度計算結果を表 2に示す。ケース（c），（d）のように，

近傍部品を回避して，ヒートシンクの面積を大きくする
ことにより，熱源温度を低減できる。ケース（d）のよ
うな，熱源に垂直な面がある場合でも温度低減に寄与で
きる。

むすび＝電子機器内部ではCPUのような演算素子の耐
熱性に近いところまで温度が上がっており，また，精密
部品の寿命も問題になっている。コーベホーネツは，装
置の気密性を低下させずに電子機器内部の温度を下げる
ことができる。このコーベホーネツをカバーだけでな
く，ヒートシンクとして用いることにより，発熱体の温
度をさらに低減することができるため，冷却ファン，モ
ータの容量ダウンや冷却ファンレスなどのコストダウン
にもつながる。これらの結果として，機器のさらなる高
機能化，小形化，あるいは省電力，低騒音等に貢献でき
ると期待している。
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図 5  放熱構造体の解析モデル
������  Simulation model for heat radiation structure
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図 7  他の電子部品によるヒートシンクの制約
������  Constraints on heat sink due to other electronic components 
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図 6  ヒートシンクの面積がおよぼす熱源の温度への影響
������  Effects of heat sink area on heat source temperature

90�
80�
70�
60�
50�
40�
30�
20�
10�
0

Te
m
pe
ra
tu
re
 o
f I
C
  (
℃
)

0 50 100 150 200 250 300 350
Area of heat sink  (cm2)

Temperature of heat source
(℃)

Area of heat sink
(cm2)Case

103None(a)

799(b)

6816(c)

6220(d)

表 2 熱源の近傍に部品がある場合のヒートシンク設置による温
度低減

��������Temperature reduction by setting up heat sink in case of 
parts close to heat source

図 8  熱源の近傍に部品がある場合のヒートシンク設置例
������ Cases of setting up heat sink in case of parts close to heat 

source
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