
 

1. ジャケット誕生の背景 

1997 年の地球温暖化防止京都会議以降、CO2 の削減は人類全体の課題となりました。毎日

の私たちの生活が、またそれを満足させる産業の発展が、振り返ってみると今日の地球温暖

化・温室効果ガス（CO2）を増大させ今度は私たちの地球環境の未来が危惧されています。 

現在のペースで『温室効果ガス』が増え続けると、100 年後には世界の平均気温は最大で

5.8℃上昇するといわれており、そうした気象の変化が、 

＊ 南極や北極の氷が溶け、海面が上昇し、小さな島やデルタ地帯は海に沈む 

＊ 海面の上昇により土地や財産の消失、沿岸の自然生体系の破壊が進む 

＊ 熱帯性の伝染病の発生範囲が広がる 

＊ 洪水の多発、また一方では渇水や干ばつに見舞われる地域も出る 

＊ 気候の変化や病害虫の増加で、農産物に影響を及ぼし、世界的な食糧危機を招く 

等々、さまざまな影響をこの私たちの地球にもたらします。 

CO2 排出量が最も多いのは米国で、全世界の 24％を占めています。次に中国、ロシアと続

き日本は４番目で 5％であり、先進国の CO2排出量が世界の 75％を占めています。 

私たちは、個人でも、家庭でも、企業でもこの問題に先進国の誇りと責任をもって真剣に

取り組むべきではないでしょうか。 

 

2. CO2削減へ今すぐできるアクション 

まずは、個人・家庭・企業レベルで問題意識を明確にし、何か行動を起こすことが大切で

はないでしょうか。 

＜個人・家庭での取り組みでこんなに削減できる＞ 

＊使っていない照明はこまめに消す 

⇒１日１時間短縮すると、1 年で平均 8.7kg の CO2削減・約 450 円の節約 

＊見ないテレビは消す 

⇒１日１時間短縮すると、1 年で平均 17.98kg の CO2削減・約 940 円の節約 

＊電機炊飯器の無駄な保温をやめる 

⇒保温を 1 日 6 時間減らすと、1 年で平均 28.99kg の CO2削減・約 1515 円の節約 

＊使っていない部屋のエアコンはこまめに消す 

⇒１日１時間短くすると、冷房 1 年で平均 12.33kg の CO2削減・約 640 円の節約 

暖房 1 年で平均 22.35kg の CO2削減・約 1170 円の節約 

＊お風呂にはなるべく間を空けずに入る 

 

プラスチック成形現場の 
 
 

について  



効果 1 電力削減 射出シリンダー部のヒーター部の電力を 20～35％削減 

効果 2 作業環境 輻射熱を大幅に低減するため作業環境が向上 

効果 3 品  質 ジャケットの保温効果により安定した条件を作る 

効果 4 エアコン 放射熱が抑えられるので室温上昇を防ぐ 

効果 5 CO2   1kw/h につき 0.12kg の排出削減 

⇒追い炊きを 1 日 1 回(40.5℃から 45℃へ 200L)減らすと、 

1 年で平均 89.77kg の CO2削減・約 5370 円の節約 

＊洗顔時の水道の水を流しっぱなしにしない 

⇒1 日 2 分やめると、 1 年で平均 5.5kg の CO2 削減・約 1726 円の節約 

＜企業での取り組み＞ 

既に多くの企業が地球の未来を考え、企業の責任と努力で取り組み中のことと思います

が、弊社の「シリンダージャケット」をお使いいただくことにより、飛躍的な省エネ効果

が期待できます。 

 

3. シリンダージャケットの省エネ効果について 

成形機のシリンダー部の熱源であるバンドヒーターは、その熱の 50％を外に放出していま

す。この放熱をグラスウール 100％の断熱材で覆うことにより、これまで無駄になっていた

放熱分をシリンダー内部に取り込み、電力のムダを 20％～35％も削減することに成功しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

①  電力削減 

シンプルな方法でありながら、

高い電力削減効果を実証試験でも

証明されています。1997 年より約

600 台の取り付け実績中 99％以上

が 20％以上の電力削減に成功して

います（お客様の声・電力測定結

果・実証試験）。 

＊電力測定をすることにより

製品コストの原価計算も明確

に！ 

②  作業環境 

ジャケット断熱効果 

 シリンダー表面温度 ジャケット表面温度 

標準タイプ 30t 250℃ 55℃ 

高温 700℃対応タイプ 700℃ 144.5℃ 

＊その他 1000℃対応製品もあり。 

＊上記のように標準タイプで約 200℃の断熱効果があり、300℃設定で稼動中の成形

機でもジャケット表面は手で触れることが出来ます。 



 作業者の環境・安全から見ても効果大です。 

③  品  質 

 ジャケットの保温効果 

イ.  シリンダー部の温度の安定 

ロ.  外部要因による温度変化を受けにくい（エアコン・外気温） 

ハ.  金型の保温も要検討 

ニ.  ユーザー様の声（バリ・ショートショット等不良率が 1 桁下がった） 

④ エアコン 

前記断熱効果表の通りジャケット表面で約 200℃の断熱により、300℃設定で稼動中

のシリンダー上部 30ｃｍで、ジャケット取り付け前と取り付け後では 10～15℃も下が

りました。 

特にクリーンルームなど工場室内の体積の小さい部屋では、室内温度設定目標にす

る為には夏場はエアコンがフル稼働しても追いつかないのが現状です。 

300℃のシリンダーが 20 台も 30 台も並んだ部屋では、いかに室温が上がっているか

をご理解いただくと同時に、ジャケット取り付けによって室温低下効果が期待できる

こともおわかりいただけると思います。 

  ⑤ CO2  

    電力を 1kw 削減すると 0.12kg の CO2を削減できます。 

＊電力測定により明確に CO2の削減量がわかり、ISO14000 シリーズを取得、あるい

は取得を目指す工場の明確な資料となります。 

 

4. 費用対効果 

① 概算価格（すべてオーダーメイドでの製造のため形状・寸法により変動） 

成形機トン数 標準タイプ 350℃対応 高温タイプ 700℃対応 

40t クラス 60,000 円 78,000 円 

100t クラス 140,000 円 170,000 円 

250t クラス 160,000 円 200,000 円 

350t クラス ＊＊＊＊＊＊ 210,000 円 

650t クラス ＊＊＊＊＊＊ 230,000 円 

2500t クラス ＊＊＊＊＊＊ 550,000 円 

② シリンダー部での電力が 30％削減できると約 1 年で償却出来ます。 

③ エアコンの電力も確実に削減できます（いろんな条件があり未測定）。 

④ ピーク時の使用電力量が減ることにより電力基本料金が下がります。 

 

5. シリンダージャケットの材質について 

タイプ 表面 中層部 シリンダー接触面 

標準仕様 ハイコートクロス A グラスウールマット t15×2 SI-4300 グラスファイバー

高温仕様 ガラスクロス A 
グラスウールマット t15×1

シリカマットｔ8×2 
シリカクロス 



＊ガラスは硅砂や石灰石など、地殻（地球の表面約 30km）に最も多く存在する原

料から作られるため地殻とほぼ同じ成分です、細かく砕かれれば再びガラス製品と

してよみがえり、そのまま廃棄されたとしても、地球に無害な、環境にやさしい循

環資源です。またグラスウールの製造においてはカレットや廃グラスウールを約

85％以上利用することにより、原料溶解温度を低下させることに成功（資源面・製

造面ともに環境製品です）。 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  シリンダージャケット導入注意

事項 

① バンドヒーター表面の設定温

度が 350℃以内であっても、機

械立ち上げ時において急激な

上昇により 350℃を超える場合

があります。立ち上げ温度の測

定をお奨めします。 

② 成形材料・設定温度によっては、

シリンダージャケットの取り

付け後、スクリュー回転による

材料との摩擦熱により設定温

度をオーバーシュートするゾーンが出る場合があります。取り付け当初は、成形品質

に影響のないことを確認しながら、各ゾーンの設定温度・パラメーターを変更した方

がよい場合があります。 

 

シリンダーからの放熱で電気代・安全性・品質が逃げています。 

着せるだけで得られるシリンダージャケット効果は逃がさないでください！ 
 
 

（2002.10.2 （社）西日本プラスチック製品工業協会での講演内容） 

お問合せ先（オオサカ電子株式会社 代表取締役 大島 直樹 氏、大阪営業所所長 安尾 正

造氏、本社 〒462-0002 名古屋市北区六が池町 478 tel052-909-0132 fax052-909-0133 

大阪営業所 〒582-0009 大阪府柏原市大正 3-1-12 tel/fax0729-71-8232 

      mail yamatogawa@kawachi.zaq.ne.jp 携帯 090-6675-0463(安尾)） 

ガラス繊維の特性 

軟化点 840℃ 

比重 2.54 

硬度(モース) 6.5 

最大吸湿率 0.3％ 

線膨張率 5.0×10-6/℃ 

比熱 0.19cal/kg℃ 

ガラス繊維化学成分 

SiO2 

Al2O3 

CaO 

MgO 

Na2O 

K2O 

B2O3 

52～56％ 

12～16％ 

15～25％ 

0～6％ 

0～1％ 

0～1％ 

8～13％ 

 


