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アルミ合金　ウェット切粉溶解炉
Aluminum Alloys: Melting Furnace for Wet Chips  (In Patent Application)

（特許出願中）

　従来、切削加工等で発生したアルミ合金切粉は集中溶解炉に付
加された溶湯の渦巻で溶解されている。この設備には、油水分を
除去する大型乾燥設備（ロータリーキルン）があり、設置スペース
が必要になる。また、乾燥された切粉による粉塵爆発等の課題が
あった。
　広築の切粉溶解装置は、切粉ハンドリング中に金属アルミ微粉
が発生しない油水分を残留させるような油水分除去に止める事
で、乾燥設備を省略し、設備コストを低減すると共に、従来と異
なりウェットな状態で運用することで粉塵爆発リスクを排除する
ことに成功しました。

Aluminum alloy chips generated during machining, cutting, and other 
relevant processes have conventionally been melted in a vortex created in 
molten metal.  This conventional type of facility has a large-sized drying 
machine (rotary kiln) and requires a space for installation of the dryer. In 
addition, it is associated with the challenge of coping with a potential dust 
explosion due to drying out of chips.
HIROCHIKU's chip melting furnace removes oil and moisture to the extent 
that it allows oil and moisture to remain so as to prevent the generation of 
aluminum fine particles during the handling of chips. The furnace 
therefore does not require a drying machine, reducing facility costs, and 
in addition, eliminate the risk of dust explosion because chips are handled 
when wet unlike in the conventional facility.

概　要／Overview 特　徴／Features

仕　様／Specifications

１．ウェットハンドリングによる、火災・爆発の防止

２．高歩留まり溶解（高効率）

３．排ガスによる切粉の予熱（省エネ）

４．大型乾燥設備不要（省スペース）

５．コンパクトで安価な設備（低コスト）

６．黒煙・臭気をバーナー再燃焼（クリーン排ガス）

：200kg/h

：スクリューフィーダー＆プッシャー

：350kcal/kg

：99％以上（理論値）

溶 解 能 力

切粉投入方式

原 単 位

歩 留 ま り

●

●

●

●

Melting capacity : 200kg/h

Method of feeding chips : Screw feeder  combined

Fuel consumption rate : 350kcal/kg

Yield ratio: approximately 99%

with pusher

Handling of wet chips prevents dust explosion.

Melting with high yield ratio (high efficiency)

Pre-heating of chips with exhaust gas (energy saving)

Large-sized dryer is unnecessary (space saving)

Compact and less expensive (cost reduction)

Re-combustion of black smoke and offensive smell with burner
 (clean exhaust gas)

開発中 Under Development
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