JP Steel Plantech Co.

スチールプランテックのソリューション
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SOLUTION 1

品種拡大
お客様のさまざまなニーズを満足させる製品
を適切な数量・コストで、かつタイムリーに製
造・供給できる設備を、私たちはご提供致しま
す。特に、高機能性を主な特長とした優れた品
質特性を持ち、各産業分野の高級・差異性・競
争力のある製品に加工仕上げする設備をご提
案致します。
RH式真空脱ガス設備
形鋼圧延設備
● 厚板レベラ
● 連続焼鈍ライン
（CAL）
● 連続溶融亜鉛メッキライン
（CGL）
● 電磁鋼板用焼鈍・
コーティングライン
（ACL）
● 連続塗装ライン
（CCL）
● テンションレベラ
●
●

SOLUTION 2

品質向上
製銑～製鋼～鋳造～圧延～プロセスラインま
で一貫した設備をラインナップし、上下工程を
理解した設備設計が可能です。私たちは母体
各社の時代からおよそ70年の間、
日本製鉄業
の技術発展を支えてまいりました。高品質鋼
材製造・高歩留まり要求にお応えする私たち
の設備技術は、世界第一級です。
コークス乾式消火設備（CDQ）
機械撹拌式脱硫設備
● RH式真空脱ガス設備
● ブルーム・ビームブランク
・ビレット連続鋳造設備
● ローラ矯正機
● 連続焼鈍ライン
（CAL）
● 連続溶融亜鉛メッキライン
（CGL）
● テンションレベラ
●
●
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SOLUTION 3

生産量拡大
私たちは、大能力を備えた大型設備の新規設

SOLUTION OF STEEL PLANTECH

備の納入実績も、
また既存設備の能力を拡大
する改造対応実績も、いずれも豊富です。ま
た、最適なレイアウト計画や、製造工程を連続
化させる独自技術、
ラインスピードの高速化へ
対応する設備などにより、生産性を向上させる
ご提案も致しています。
焼結設備 – 拡幅パレット台車
スラブ連続鋳造設備
● 棒鋼・線材圧延設備
● 厚板剪断機
●
●

Zoom-Mill™
連続焼鈍ライン
（CAL）
● 連続溶融亜鉛メッキライン
（CGL）
●
●

SOLUTION 4

生産コスト削減
上流工程では、低品位原材料の使用比率の向
上や、省エネルギー化、オートメーション化な
どによって工場の操業コストの低減化を実現
し、設備価格と操業コストを総合的に見てよ
り有利な設備をご提案致します。下流工程で
は、歩留まり向上、かつシンプルで、操業・保守
しやすい設備を各種ご用意しております。
コークス乾式消火設備（CDQ）
焼結設備 – 省エネルギー型点火炉
● 焼結設備 – 水封式円形クーラ
● 石灰焼成炉
● OG設備
● 環境対応型高効率アーク炉
（ECOARC™）
● 次世代型環境対応アーク炉
（ECOARC light™）
● Quality Strip Production Process
（QSP）
●
●
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SOLUTION 5

カスタマイズ
私たちの経験と人材によってお客様が個別に
お持ちの条件によるニーズの違いに対応する
とともに、お客様とコミュニケーションしなが
ら敷地のスペースファクターや、原料・エネル
ギー事情、製品品質要求に最適な設備をご提
案致します。
焼結設備 – 拡幅パレット台車
転炉
● OG設備
● 電気炉
● 製鋼設備コンピュータシステム
● スラブ連続鋳造設備
● 厚板剪断機
●
●

SOLUTION 6

環境負荷軽減
私たちの環境・省エネ技術は、日本の厳しい
環境対策と省エネルギー要求で鍛えられた、
世界でもトップレベルのものです。
この技術を
ベースに、製鉄所の省エネルギー、資源・エネ
ルギーの回収再利用と並行したCO 2削減、環
境改善を実現する企画提案・F/S・資金調達と
いったご相談から、設備の設計供給までを一
貫して行っております。地球のために、未来の
ために。
コークス乾式消火設備（CDQ）
焼結設備 – 水封式円形クーラ
● 焼結設備 – クーラ排熱回収設備
（WHRS）
● OG設備
● 環境対応型高効率アーク炉
（ECOARC™）
● 次世代型環境対応アーク炉
（ECOARC light™）
●
●
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コークス乾式消火設備（ CDQ ）
CDQ は、コークス炉から出てくる赤
熱コークスを搬送に適した温度まで
冷却する設備であり、その際に赤熱

製銑

コークスの顕熱を回収し、発電や蒸
気に利用する省エネルギー設備です。

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

技術情報

連続鋳造

ダブルフリューによるコークス
吹上現象の解決と循環ガス流量
の増加

条鋼圧延
板圧延

製銑

表面処理

スチールプランテックが提供する
製銑及び関連分野の装置・設備
は、国内外から幅広い支持を頂い
ています。
また当社が有する長年
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●

コークス乾式消火設備
（CDQ）

●

焼結設備 - 省エネルギー型点火炉

●

焼結設備 - 拡幅パレット台車

●

焼結設備 - 水封式円形クーラ

●

焼結設備 - クーラ排熱回収設備
（WHRS）

●

にわたる経験と最先端技術は、高

高炉用微粉炭吹き込み装置
（PCI）

●

く評価されております。

高炉ガス清浄設備
（RSW）

●

石灰焼成炉

コ ー クス 吹 上 現 象
の問題を解決するた
めにスチールプラン
テックでは、
フリュー
の流路を 2 段にした
「ダブルフリュー」を
開発しました。
● ダブルフリューで
は、
フリューを2 段
にすることでコー
クス吹上げが起こるガス流速をシングルフリューの1.4
倍以上に増やすことができます。
● 従って、
大型CDQにおいてもコークスの吹上げなく循環ガ
ス量を1,400Nm3/t-coke以上にすることもできます。
● 逆に、
シングルフリューと同じ流量の場合であれば、下流
へのコークス吹飛びによる廃熱ボイラ、二次除塵器、
ガ
ス循環ブロワ等の摩耗を抑え、設備全体としての長寿命
化の効果がもたらされます。更にダスト処理設備の負担
を低減することができます。
● ダブルフリュー技術を適用することにより、
操業の安定
化、設備費低減、操業コストの低減ができます。

ロープトロリー式コークバケッ
ト巻上機
ロープトロリー式巻
上機は、巻上ウイン
チを走行台車の上に
載せるのではなく、
地 上 に 設 置 するた
め、炉頂（ CDQ 架構
の高層部）を移動す
る機 器の重 量が 約
100ｔ減少できます。
よって、以下のメリットが得られます。
● CDQ架構の建設コストが削減できます。
● 従来、
クレーンガータ部に設置していた巻上ウインチの
メンテナンススペースが削減できます。
● 巻上ウインチのメンテナンスは、
従来の高所作業から、地
上で安全にかつ容易にできます。
● 従来、
巻上ウインチおよび電気機器は炉頂部の腐食雰囲
気で使用していましたが、地上に設置することにより使
用環境が改善され、巻上ウインチの寿命延長が可能とな
ります。
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ソリューション
生産コスト削減

カスタマイズ
スチールプランテックの CDQは、新たに開発したコークス
ハンドリングシステム＊1や、旋回バケット新トラバーサーシス

製銑

テム＊1の適用により、従来のCDQ 設備では設置が困難な狭
い場所でも、お客様のニーズにお応えすることが可能となり
ました。

（＊1：特許取得済み）
製鋼︵転炉︶

スチールプランテックは、
お客様がかかえている以下のCDQ
の課題に対して提案・解決する技術と経験を有しています。
設置スペースが狭く、
CDQの設置を諦めていた。
CDQ稼働率を高くしたい。
● 安定したCDQ操業をしたい。
● 煉瓦寿命を長くしたい。
● 除塵器の衝突壁が脱落するトラブルを解決したい。
● ボイラや循環系の機器の寿命を長くしたい。

●

●

非微粘結炭

設備稼働率

●

%

185

環境負荷軽減
CDQは回収した熱を利用して蒸気や電力を生み出すため、

kWh/t-coke
発電量

全体的に化石燃料の使用量を抑えられ、地球温暖化の原因
であるCO2の排出量を削減することができます。

乾式消火（CDQ）は穏やかな消火方式なので、
コークスの強度や整粒化が向

CDQ は密閉構造の中で冷却をするため、CWQと比べる

上されるため、安価な非微粘結炭の混合比は、湿式消火（CWQ）
で15％程度

きます。

クス炉原料のコストが削減できます。
従来のCWQのコークス水分（2～5%）
と比べ、CDQ方式では低水分コークス

（0.1～0.3%）
であるため、高炉に投入するコークス比を低減できます。

品質向上
CDQはコークスを穏やかに消火させるためコークスの強度

せ、循環ガス温度を昇温することができます。
これにより、廃熱ボイラでの発生

を向上させ、
コークス充填槽を通過する過程で整粒化が向上

蒸気量を増加できます。

できます。
これらの特性は、高炉内の溶銑と還元ガスの通気

ダブルフリュー技術、適切な耐火物の選定、信頼性の高い設備の組み合わせに

性を確保する上で高炉の安定操業に役立っています。

薄板プロセス

●

循環ガス中に空気を吹込むことにより、
ガス中のカーボンと可燃成分を燃焼さ

板圧延

●

条鋼圧延

と大気中へ飛散するダストの量を大幅に減らすことがで

しか使用できませんでしたが、CDQでは30％程度にまで引き上げられ、
コー
●

連続鋳造

95

%

製鋼︵電炉︶

30

より、95%と高い設備稼働率で操業できます。
●

操 業 条 件 、蒸 気 条 件により変 動しますが、蒸 気 発 生 量 500 ～ 700kg/

t-coke、発電量140～185kWh/t-cokeが得られます。
●

これらの優れた特徴により、初期投資は3～5年以内で回収できます。
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焼結設備 – 省エネルギー型点火炉
給鉱装置によってパレット台車に送り出された原料に、
バーナーノズ
ルからの火炎を直接衝突させ、原料中の燃料（コークス）
に点火する
装置です。

製銑
製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

ソリューション

技術情報

連続鋳造

生産コスト削減

高効率バーナー

10

条鋼圧延

Mcal/t-sinter以下
（COGベース）
点火炉燃料原単位

板圧延
薄板プロセス

炉のコンパクト化により、工期の短縮と設備費の削減が可能です。
さらに、点火炉の燃料原単位
を大幅に削減することができます。炉内圧調整装置を付け加えることで、初期コストは増加しま
すが、燃料原単位の削減幅をさらに増大できます。

8

焼結機点火炉用として開発された、高効率バーナーが装備されています。直進性のノズルにより、流速の早い火炎を原料面に
到達させることが可能です。
これにより、
原料面への熱伝達率が上がり、
短い時間で確実に着火させます。
バーナー火炎の適正
な原料面への衝突を維持するため、
炉体に昇降装置が装備されています。
各バーナー間隔を短くし、
原料表面全体に対し、
均一
な点火が可能です。
炉内温度・COGガス量・燃焼空気量を制御盤にて監視し、
自動的に制御させます。
バーナーフレームの短炎
化により炉天井高さの低減、短時間・高温着火により炉長短縮し、炉容積がコンパクトになっています。以上の結果、点火炉燃
料原単位が大幅に削減可能となりました。

炉内圧調整装置

点火炉内の炉内温度を適正に保つために、
炉内圧調整装置を装備することで、
点火炉燃料原
単位の10Mcal/t-sinter以下
（COGベース）
を、
より確実に達成できます。
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焼結設備 – 拡幅パレット台車

技術情報

焼結機本体を構成する主な部品のひとつ、パレット台車。そ

グレートバー（火格子）

の中に入れられた原料の上層に着火する一方で、下のほうか
ら吸引し強制的に通風することで焼結が行われます。
これを

製銑

可能とするために備えられているのがグレートバー（火格子）
です。

製鋼︵転炉︶

また、
パレット台車の幅を広げる拡幅技術を採用することで、
最小限の改造で焼結鉱の生産量を拡大することもできます。

カスタマイズ
拡幅部には通気性が考慮

既設焼結機の最小限の改造のみで、焼結鉱の生産量拡大
を図る技術です。
拡幅部にもグレートバー（火格子）を配置できる構造とす
る事で、他社の拡幅に見られるような拡幅部の焼け残りが
生じることは無く、生産量拡大に最大限の効果を得ること
が可能です。

連続鋳造

生産量拡大

製鋼︵電炉︶

ソリューション

カスタマイズ

されたグレートバー（火格
子）が備わっているので、他

条鋼圧延

社製品の拡幅部に見られ
る焼け残りがありません。
スチールプランテックの拡
幅パレット台車を導入すれ

% 増産

板圧延

10

ば、焼結鉱の生産量を最大
限まで増大することができ
ます。

お客様の声
拡幅パレット台車を導入するための大がかりな改造や多額の投資は
必要ではなかったので助かりました。その上、導入前に想定していた
以上に、焼結鉱の生産量が増えたことを実感できました。

すでに設置されている焼結機のタイプやパレット幅に関わらず導入
可能です。現在の設備を最大限に活用し、少ない改造で焼結鉱の増産
が実現できます。

薄板プロセス

本設備を導入された日本高炉メーカー担当者様

既設のパレット台車には、一体型のタイプと3分割型のタ
イプがあり、3分割型のタイプであれば、既設パレット台車
の中央部は流用し、両端部のみを拡幅構造に取り替える
だけの改造となり、低コストで生産量拡大を図ることが可
能です。
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焼結設備 水封式円形クーラ

技術情報
新型水封式冷却の特長

粉鉱石を焼結して塊にし、高炉へ入れる焼

製銑

結鉱を冷却する焼結設備。焼結設備は大き
く分けると原料混合、焼結機、冷却機、篩分
機から構成されていますが、
そのなかの冷却

製鋼︵転炉︶

機を通常のラバー式エアシールを採用せず
に水封型に改良したものが、
この製品です。

製鋼︵電炉︶

水封冷却型の性能比較

ソリューション
連続鋳造

生産コスト削減

5

条鋼圧延

%以下

漏風率

環境負荷軽減

30

%低減

冷却ファン動力

水封式エアシールを採用しているため、漏風を大幅に減ら
すことが可能です。
板圧延

これにより、焼結冷却のための風量を従来の2/3まで低減
することができ、結果的にランニングコストを低く抑える
ことが可能となります。

薄板プロセス

トラフにエアチャンバ（水撃防止装置）が組み込まれてい
るので、
ダストの発生を大幅に抑えます。
これによって、
クリーンな環境を維持することができます。

10

焼結設備の冷却機から出た高温の排

湿式ガス洗浄設備（ RSW ）は、高炉

気ガスを、蒸気として回収する設備で

や転炉の排ガス処理をはじめとする

す。この蒸気は、発電用として利用す

各種の集塵装置に広く使用されてい

ることもできます。さらに、排熱を焼

ます。

製銑

高炉ガス清浄設備（ RSW ）

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

焼結設備 – クーラ排熱回収設備
（WHRS）

結鉱生産のための熱源として再利用
製鋼︵転炉︶

すれば、焼結機の生産性を向上させ
ることも可能です。

環境負荷軽減

技術情報
排ガス循環式排熱回収フロー

ソリューション

kW

焼結鉱1tあた
りの発電量

132

kg-steam
焼結鉱1tあたりの蒸気量
（2.1MPa-G/319℃の過熱蒸気）

冷却機排ガスの排熱回収では、熱交換で温度が低下し
た排ガスを冷却機に戻して再び焼結鉱の冷却ガスとし
て使用する方式（循環式）
が非循環式と比べて高効率で
す。円形水封式クーラーを採用することで、更に高効率
な熱回収が可能となります。

特徴
省スペースを実現するコンパクトな装置。
低い負荷差圧および液ガス比で、高集塵効率を達成。
● 負荷差圧30 kPaで、
RSW出口含塵量5 mg/Nm3
以下
● 優れた高炉炉頂圧制御性を実現。
● 閉塞のない独自の大口径ホロコーン型スプレーノズル
を採用。
●
●

薄板プロセス

この設備を導入すれば、
冷却機から出された排熱の最大
約60％を蒸気や電気として再利用することができます。
また、排熱ボイラから出た約180℃の排気ガスを、大気
中に放出するのではなく、冷却機のなかで冷却用として
再び利用するシステムなので、
ボイラでの熱回収量は増
加し、
CO2やダストの排出量を削減することも可能です。

循環式システムの優位性：

RSEは油圧シリンダーにより
昇降させ、RSWに近接した場
所に油圧室を設置します。
しかし、集塵機能要求だけの
場合は、電油ハイブリッド方
式を採用することで油圧室が
不要となり、建設コストを低
減出来ます。
電油ハイブリッド方式とは、
イ
ンバータモータ式油圧ポンプ
の正逆吐出量を加減し、直接
油圧シリンダーを駆動する方
式で、RSW 本体下部区画に
油圧装置を一体収納します。

板圧延

RSW は、上部にスプ
レータワー 方 式 の 予
備洗浄室、下部にRSE
と称する可 変 間 隙 型
ベンチュリスクラバー
を一 体 収 納した装 置
で、下流側に軸流サイ
クロン 型 ミストセ パ
レータを設置して気液
分離を行います。
こ れ に より 、装 置 出
口 含 塵 量 を 、5 m g /
Nm3 以下を実現して
います。

条鋼圧延

装置の特徴

RSW（リングスリットワッシャー）は集塵機能以外に、
内蔵されたRSE（リングスリットエレメント）
による高炉
炉頂圧制御機能を有しているため、
セプタム弁が不要と
なり、
設備コストを削減出来ます。
また、TRT（炉頂圧回収タービン発電設備）
との組み合
せにより、高効率炉頂圧発電が可能です。

連続鋳造

26

技術情報

生産コスト削減

カスタマイズ

製鋼︵電炉︶

ソリューション

11

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

高炉用微粉炭
吹き込み装置（ PCI ）

技術情報
装置の特徴

高固気比・低流速の高濃度輸送を可能とし

PCI吹込装置の特徴は以下の通りです。
吹込タンクから分配器まで 1 本の配管で輸
送し、分配器で羽口数に分配するシンプル
な装置。
● 高濃度輸送
（固気比 30kg/kg 以上）のた
め、輸送ガス消費量は低濃度輸送方式に比
べて50％以下。使用している気体は、窒素。
● 低流速輸送
（ 5m/s 以下）のため、高価な配
管の磨耗対策が不要。
● 吹込配管の閉塞を素早く検知して、
自動パー
ジを行うシステムを採用。
● 吹込タンクは切替方式
（タンク並列配置）の
ため架構高さが低く、設備費を低減。
●

製銑

た微粉炭吹込装置です。

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

使用済プラスチック吹込装置
ソリューション

連続鋳造

生産コスト削減

カスタマイズ

200

条鋼圧延

以上
kg/溶銑-t

PCI比

板圧延
薄板プロセス

高価なコークスの替わりに、安価な石炭を高炉に直接吹

粉砕・乾燥・吹込装置は高炉から離れた場所に設置出来

き込むことで、生産コスト低減とコークス炉の延命対策を

るため、設置スペースの制約を受けません。

目的とした装置で、高 PCI 操業（ 200kg/ 溶銑 -t 以上）の

また、粉砕・乾燥装置と吹込装置を遠く離れた場所に設置

多量吹込みが可能です。

することも可能で、中間輸送装置を設置することで、装置
間距離

12

約1500mの長距離輸送の実績が有ります。

関連技術では、高炉の還元材燃料として、使用
済プラスチックを羽口から吹込む装置の納入
実績もあり、装置の特徴は以下の通り。
● 設備能力30,000 t/年
● 安定した定量切出が可能な機械式切出装置
（テーブルフィーダ）
のため、
・吹込量の増減対応が容易
・吹込量の切出精度が高い
● 吹込配管1本を2羽口に分配可能な分岐方式
を採用し、炉内熱バランスを改善。
● 吹込配管の閉塞を素早く検知して、
自動パー
ジを行うシステムを採用。
● 貯留ホッパは大容量
（300m3）
で、安定した
払出しが可能な機械式払出し装置を採用。
● 吹込タンクは切替方式
（タンク並列配置）の
ため架構高さが低く、設備費を低減。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

石灰焼成炉

ソリューション
生産コスト
削減

製鉄業界、化学業界、製紙業界などに欠かすことので

製銑

きない生石灰を製造する設備が、石灰焼成炉です。
当社はスイスのメルツ社とライセンス契約を締結し、
日本国内におけるメルツ炉の製造と販売の独占権を

平均

%以下

製品残留CO2の保証値

その石灰焼成炉の設計、製作、据付を50年近く行って

850〜
950kcal

製鋼︵転炉︶

取得しました。

2

熱原単位の保証値

きた豊富な経験と技術力、国内最多の納入実績を誇る

スチールプランテックの石灰焼成炉は、熱原

この製品は、
お客様からの絶大な信頼を得ています。

単位を低く抑えることができます。また、操
製鋼︵電炉︶

業も簡単に行うことができるのが特徴です。

技術情報

1 日当たり、2 0 0 t ～
800t までの生 石 灰
の生産が可能。
● 完全な均一な熱分布
が可能。
● 高度な投入原石粒度
分布。
●

ピラーレスタイプ炉

温度調整が容易で広
範囲な活性度が得ら
れる。
● 処理可能な原石サイ
ズの範囲が広い。
● 製品に含まれる不純
物（硫黄、
フッ素etc.）
のレベルが低い。
● 気体、
液体、固体燃料
の利用が可能。
● 製品 t当たりの設備投
資額が低い。
●

小粒石灰焼成炉
15～40mmの原石が
焼 成 可 能（ 特 許 取 得
済み）。
● 原石の対象分布投入
を可能にする原石投
入システム。
● バーナーランスの数
を調整した燃料分配
システム。
●

板圧延
薄板プロセス

立上げ、立下げ時の耐
火物収縮が自由に行
われるため、
ひずみが
生じ難い。
● サイドチャンネルへの
ダスト堆積が少ない
ため、チャンネル掃除
の回数が減少し高い
稼働率が得られる。
● 異形レンガの数量が
減り、
トータルレンガ
重量が減少する。
● サスペンデッドシリン
ダ下部のキャスタブル
をプレキャスト品とす
ることで据付工事が
容易になる。
●

シングルシャフト炉

条鋼圧延

鉄骨構造や耐火物に
求められる条件が軽
く製造が容易。
● 構造がシンプルで費
用効果が良好。
● 炉内の石灰石粒度分
布の効果的な制御が
可能なフラット・タイ
プ原石投入システム
を導入。
● 同質・高品位を維持す
るために必要な均一
なガス流れが可能。
●

丸型並行流蓄熱炉

連続鋳造

角型並行流蓄熱炉

13
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転炉
転炉設備を核とした製鋼プラントは、1960 年以降、130 基以上を納入してきたス
チールプランテックの主力商品です。機械攪拌式脱硫設備（KR）や転炉設備、排ガ
ス処理設備（OG）、二次精錬設備（RH・LF）
といった製鋼プラントを構成する機器

製銑

を提供するだけでなく、プラント全体のコーディネートをします。OGは、高い安全
性に加えて環境への負荷が小さく、
さらに省エネの効果もあるため、高い評価を受

製鋼︵転炉︶

けています。

製鋼︵電炉︶
連続鋳造
条鋼圧延
板圧延

製鋼（転炉）

表面処理

製鋼分野のリーディングカンパニーとして、スチー

●

転炉

ルプランテックは高度な技術力と豊かな経験に基づ

●

機械撹拌式脱硫設備

き、転炉設備をはじめとする各種設備の供給やエン

●

RH式真空脱ガス設備

●

OG設備

ジニアリングの提供を行なっています。なかでも排
ガス処理装置は、その安全性と環境負荷軽減・省エ
14

ネ効果で高い評価を得ています。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

ソリューション

技術情報

生産コスト削減

炉体二点支持方式
これまでの数多くの製鋼プラントを建設してきた知見を活か
し、最適なレイアウトを提案します。原料や溶鋼鍋のハンドリン

製銑

グを最適化するとともに、製鋼プロセスには最先端の技術を取
り入れているため、生産性を向上させ、原単位や操業コストを
抑えられます。豊富な経験に基づく技術は、
グリーンフィールド

製鋼︵転炉︶

のみならず、既存工場の改造再開発を伴うブラウンフィールド
においても威力を発揮します。

製鋼︵電炉︶

生産量拡大
転炉設備の容量は60～330tと幅広い実績があります。炉体は
二点支持方式を採用し、必要部分を冷却しています。
また、炉底
交換が可能であり、炉修期間を短縮することができます。炉体

連続鋳造

傾動装置、
ランス設備、
サブランス設備、二次集塵設備、合金搬
送・投入設備、鍋搬送台車、鍋補修装置、転炉レンガ積機などの
補機と合わせ、
最強の製鋼工場を実現します。

●

駆動側と非駆動側のトラニオンシャフト上方の二点

●

全ての軸方向荷重をトラニオンリング上の二点で受

条鋼圧延

で炉体を支持するシンプルな構造。
け、炉体の不平衡モーメントを下部ブラケットが支え

カスタマイズ

る構造となっています。本方式の採用により、
トラニオ

熟練指導員は世界各地での製作管理に精通しており、納期・品
質を確保します。各建設サイトにあった効率的な据付工事指
導、試運転の管理を通して操業開始後の速やかな生産量確保
が達成されます。

板圧延

ンシャフトは炉体の経年変形の影響を一切受けず、
メ
ンテナンスフリー化が実現しました。
●

1969年の開発・実機化以降、本方式は当社製の全て
の転炉に採用され、長年に渡って顧客に満足を頂い
薄板プロセス

ています。

15
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OG 設備
OG設備（Oxygen Converter Gas Recovery System）は、部分燃焼型
の転炉排ガス処理設備で、新日本製鐵（株）
と当社（川崎重工業→SPCO）
が共
同で開発した純国産の製品です。

製銑

OGの国内シェアは100%、海外でも100基以上の納入実績があります。
OGは製鉄所内転炉直上に設置され、転炉排ガス（COガス）を出来るだけ燃

製鋼︵転炉︶

焼させずに冷却、集塵、回収する設備です。近年の省エネルギーと環境規制の
ニーズに対し最適なソリューションを提供することができる商品です。

技術情報

OG 設備の機能
転炉から発生する排ガスは高温（ 1,450 ℃）かつ高
CO濃度（95％）のガスである。
OG 設備はこの排ガスを出来る限り燃焼させずに冷
却し、排ガス中に高濃度で含まれるダストを除塵する
ことにより燃料として利用出来るCOガスとして回収
することを目的とした転炉排ガス処理設備である。
❶ P0制御 ❷ フード移動台車 ❸ 集塵器
❹ 3方弁と水封逆止弁 ❺ 放散塔の排煙状況

製鋼︵電炉︶

転炉から発生したCOガスは炉圧コントロールシス
テムにより燃焼率10%以下に抑えられる。
● 高温
（1,450℃）のCOガスは冷却器で約600℃～
1000℃まで冷却される。
● 冷却器をボイラタイプにした場合は高温ガスの顕
熱を蒸気として回収出来る。
● 接触式ボイラを導入することにより蒸気回収量をさらに増やすことも可能。
● 冷却器で冷却されたガスは湿式集塵器でさらに70 ℃程度まで冷却されるとともにガス中に含まれる高濃度のダストは
99.9％除塵される。
● 冷却、
除塵処理された高濃度（70～80%）
のCOガスはガスホルダーへ蓄えられ燃料その他として利用される。
ガス回収率
は70～90%。
●

連続鋳造

OG ボイラーシステム

条鋼圧延
板圧延
薄板プロセス
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ソリューション
生産コスト削減

カスタマイズ

環境負荷軽減

製銑
製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

10

炉口燃焼率

㎥N/t-steel
（at 2000kcal/㎥N）

kg/t-steel

mg/㎥N
（煙突出口にて）

ガス回収原単位

蒸気回収原単位

集塵性能

完全燃焼タイプに比べコンパクトな設備は、
より自由度の高

❶ ガス量変動にも追従可能な集塵器性能

い設備配置を可能とします。

OGで採用しているRSWはベンチュリスクラバ形式の集塵

コンパクトな設備になっております。

コンパクト且つフレキシビリティの高い設備配置は制約の多

器であり、吹錬中のガス量変動に対してもその高い集塵性能

設備を小さくすることによりIDFやポンプ等のシステム構成

い既設設備の改造においても有効に働きます。

をキープした操業が可能です。

す。
また初期投資コストも抑えられます。

❷ 湿式集塵器採用による高い安全性

板圧延

機器も小さくする事ができ消費電力を抑えることが出来ま

条鋼圧延

RSWによる炉圧コントロールにより転炉排ガス（COガス）
の燃焼を 5～10％に抑えているため、完全燃焼タイプに比べ

連続鋳造

70〜100 70〜100 30〜50

%以下

ダクト内は常に湿状態で火種の心配はなく、爆発性を有する
転炉排ガス
（COガス）
を安全に取り扱うことができます。

薄板プロセス

❸ 高い省エネ効率
高濃度の転炉排ガス
（COガス）
の回収とボイラによる顕熱の
回収が可能です。接触式ボイラの導入により蒸気回収量をさ
らに増やすことも可能です。

17
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製銑

機械撹拌式脱硫設備

RH 式真空脱ガス設備

鋼材に対する品質要求が高くなるにつ

転炉処理が終了した溶鋼をさらに精錬して成分調整を行うのが二次精錬工程

れ、高純度鋼に対するニーズが増し、
と

です。高級鋼の製造には溶鋼中に溶存しているガス成分を除去するいわゆる脱

りわけ硫黄分については厳しい含有量

ガス工程が不可欠ですが、大量の溶鋼を迅速に脱ガス処理するのに適している

調整が求められます。高レベルの脱硫

のが「RH式真空脱ガス設備」
です。

効率と操業コストの低減に貢献するの
製鋼︵転炉︶

が、
機械攪拌式脱硫設備（KR）
です。

ソリューション

ソリューション

製鋼︵電炉︶

品質向上

品質向上

技術情報

品種拡大・品質向上

吊上げ式鍋昇降装置

高い生産効率を実現するために最適なレイ

●

20

%

連続鋳造

脱硫効率向上

機械攪拌式脱硫設備を用いることで、高レ
条鋼圧延

ベルの脱硫効率、運転費の抑制、処理時間
の短縮が可能となります。
また、
ダスト発生

パウダーインジェクション方式との比較で

量の低減にも効果を発揮します。

は、
約20%の脱硫効率向上を実現しました。

板圧延

技術情報
操業パターンと処理時間
処理時間は12分以下であり、
トータルのサイ
クルタイムは転炉のTap-To-Tap 時間内と
なります。
● 溶銑鍋のフリーボードは0.8m程度であり、
同レベルの脱硫効果前提の比較でインジェ
クション方式より低く抑えることが可能とな
ります。
●

薄板プロセス

18

アウトを提案します。
高真空度を達成すると
ともに、真空槽内に純酸素ガスを吹込むこ
とで、
極低炭素鋼の製造が可能になります。
また、
高い還流率により溶鋼中不純物の形
態を制御し、
高機能鋼材が製造できます。

4本の油圧シリンダーを同期駆動することにより溶鋼
鍋を吊り上げて処理する設備を実現しました。
この設
備構成により約 30%の生産性向上を達成しました。
コンパクトな設備は、従来型の処理鍋押上げ式設備と
比較して建設コストも抑制することができます。
● 処理中に次の鍋を待機させることができ、
生産効率が
向上します。
● 1本シリンダーの押上げ式昇降装置に比して、
建設コス
トが低減できます。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧
製銑
製鋼︵転炉︶

製鋼（電炉）

電気炉はスチールプランテックが JFE エン

製鋼︵電炉︶

ジニアリング（旧NKK）
より継承した当社の
主力商品のひとつです。ユーザーとしての豊
富な経験が、電気炉とその付帯設備のみなら
ず、広範に及ぶ冶金・操業技術の提供も可能

環境対応型高効率アーク炉（ECOARC™）

●

次世代型環境対応アーク炉
（ECOARC light™）

●

電気炉

●

製鋼設備コンピュータシステム

条鋼圧延

●

連続鋳造

にしています。

板圧延
表面処理

19

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

環境対応型高効率アーク炉（ ECOARC™ ）
スチールプランテックが独自に開発した
「ECOARC™」
は、革新的な技術を随所に採用した環境対応型高
効率アーク炉です。金属材料を溶解する際に発生する白煙や悪臭を解消する高度なスクラップ予熱技術を

ソリューション
生産コスト削減

備えるなど、将来的な環境負荷にも対応しています。
さらに、従来の電気炉よりも高い生産性を実現する溶
製銑

解技術も備えています。

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

100

kWh/t

連続鋳造

電力原単位削減

1.5

%

出鋼歩留向上

1.0

kg/t

電極原単位達成

ECOARC™の導入により、大幅な生産コストの削減が可能
となり、短期での投資回収と収益性の向上が期待できます。
予熱装置の設置により、初期コストは増加しますが、生産コ

条鋼圧延

ストの大幅な削減と収益性の向上により、短期投資回収の実
現と収益力向上による高い投資リターンを享受することがで
きます。

ECOARC™の驚異的なパフォーマンスにより、導入後、直ち
板圧延

に投資回収を実感できます。

※グラフ 年産100万t規模

お客様の声
薄板プロセス

タイ・ミニミルメーカー担当者様
「現在、高層建造物に使用する鉄筋棒鋼を製造しています。ECOARC™と
いう強力な武器を手に入れたので、タイ国内の中でも生産コストが低い
メーカーになりました。今後、
さらに国内シェアを拡大していきたいと考え
ています。」

20
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技術情報
環境負荷軽減

高効率溶解技術
%

0.1

地球温暖化ガス削減

ng-TEQ/
m3N

DXN排出量

40

%

ダスト排出量削減

ECOARC™を導入することで、環境負荷の大幅な低減が可
❶ 地球温暖化ガス削減
❷ DXN排出量 0.1ng-TEQ/㎥N
❹ 通電時騒音 15dB低減
❺ フリッカーレベル40%低減
❻ スクラップ予熱での白煙・悪臭の解消

これにより、
スクラップの高温予熱が可能となり、大幅
な電力原単位の削減が実現しました。溶解室は密閉構
造を採用しており、溶解中の過剰な空気の侵入を抑制
します。
これにより、高温予熱時のスクラップ酸化を防
止しています。
スクラップの溶解はフラットバスの状態で行われます。
このため電極原単位が大幅に改善されます。

製鋼︵電炉︶

❸ ダスト排出量40％削減

による直接のスクラップ予熱が可能です。

製鋼︵転炉︶

能となります。

から予熱部まで連続して存在しているため、高温排ガス
製銑

30

予熱シャフトと溶解室が直結し、
スクラップが常に溶鋼

また、
フリッカーレベルも低位に安定し、
フリッカー補
償装置が不要、
もしくは低容量の補償設備での対応が
可能となり、設備投資費用を抑制することができます。

連続鋳造

カスタマイズ
ECOARC™導入に当たり、既存設備を流用することが可能
となります。
❶ 建屋設備の流用
❷ 給電設備の流用
❹ 水処理設備の流用
❺ その他補機の流用

で、DXNの分解ならびに再合成を抑制しています。
これ
により、DXN排出量0.1ｎｇ-TEQ/㎥N以下を実現して
います。DXNに限らず、悪臭・白煙の元になる揮発性物
質の分解も行うため、
白煙・悪臭の発散も防止できます。
炉の密閉構造により排ガスが希釈されないため排ガス

板圧延

❸ 電気炉基礎の流用

排ガスダクト系に排ガス燃焼室と急冷室を設けること
条鋼圧延

です。
これにより初期導入コストを大幅に抑えることが可能

GREEN STEEL TECHNOLOGY

中のCOガスを燃料として使用でき、燃料ガス消費量が
低減されます。

薄板プロセス

フラットバス操業のため、
アーク通電時の騒音が大幅に
低減されます。
電力原単位の低減により電気消費量が低下し、発電に
伴う地球温暖化ガスの削減にも寄与します。

21
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次世代型環境対応アーク炉（ ECOARC light™ ）
「ECOARC light™」
は、従来型の
「ECOARC™
（前頁）」
の特性を維持しつつ、既設工場の改造を前提と
して開発された次世代環境対応アーク炉です。
「ECOARC™」に比べ、
スクラップ装入方式が簡素化さ

ソリューション
生産コスト削減

れ、既存炉体設備の流用範囲も拡大されたことから初期投資の低廉化と工事休止期間の短縮が図られ
製銑

ています。

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

70~80
kWh/t

連続鋳造

電力原単位削減

1

%

1.0~1.2

出鋼歩留向上

kg/t

電極原単位達成

設備比較（ECOARC™とECOARC light™）
条鋼圧延
板圧延
薄板プロセス
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項目

ECOARC™

ECOARC light™

スクラップ装入方式

スキップカーによる
自動投入

専用バケット＋既設
チャージングクレーン

スクラップ投入回数

10～12回/ヒート

5～6回/ヒート

炉殻上部＆シャフト構造

一体構造

分割構造

台枠

リジット構造

フレキシブル構造

傾動方式

ロッカ・ローラーまたは
ロッカレール方式

ロッカ・レール方式

シャフト容積

全装入量の30％程度

同左

ダイオキシン・臭い対策

燃焼＋水冷ダクト緩冷却
または水スプレー急冷

同左

工事休止期間の目安

2.5ヶ月～3ヶ月

1.0～1.5ヶ月
（事前工事除く）

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

電気炉

ソリューション

電気炉製鋼設備は、
スチールプランテックがJFEエンジニアリング（旧NKK）
より

生産量拡大

継承した、主力商品の1つです。製鉄メーカすなわちユーザとしての豊富な経験と、

スチールプランテックの電気炉製鋼設備は、大型化技術、
ハイパワー

1968年より続く電気炉製鋼工場の設計・エンジニアリングの経験より培われた技

技術を備えています。世界最高レベルの生産性を発揮する電気炉の

でも可能としています。

提供が可能です。

製銑

術力が、電気炉及びその付帯設備のみならず広範に及ぶ冶金・操業技術の提供ま

製鋼︵転炉︶

生産コスト削減
信頼性が高く、長寿命の頑丈な設備を提供することで、
メンテナンス
コストを削減します。

製鋼︵電炉︶

カスタマイズ
標準型電気炉から顧客のニーズに合わせた電気炉ならびに付帯機器
の提供まで様々なバリエーションに応じた設備の設計・提供が可能で

連続鋳造

す。既存設備診断・操業診断から改造・更新・アフターサービスまで設
備のライフサイクルに応じたきめ細かいサービスを提供いたします。

交流電気炉（ AC-EAF ）

直流電気炉（ DC-EAF ）

三相一括制御方式 炉外精錬炉（SMF） 高速溶解2本電極式直流電気炉

スチールプランテックは、ロン
グアーク操業を行う高効率高
インピーダンス交流電気炉の
先 駈けでもあります。バラン
スの取れた炉体設計、水冷炉
壁パネルの改良およびスラグ
フォーミング技術の進歩が、
ハ
イパワーの高インピーダンス交流電気炉の実現を可能とし
ました。
エジプトAl Ezz Dekheila Steel社向け交流電気炉では、
主原料であるDRIを高速で溶解し、
かつ電力原単位は低減
するという困難な要求に応えています。UHP炉を遥かに超
えるMax.110MVA/tの世界最大級の炉を実現しています。

直流電気炉は、炉中心の単
一ロングアークというその
特徴から、電極のPCDがゼ
ロの究極のロングアーク交
流電気炉という見方もでき
ます。
スチールプランテックの直
流電気炉は、炉底のターンコイルシステムによってアーク
偏向を完璧に抑え、
かつ強力な溶鋼攪拌効果を獲得して
います。
さらに、炉底にはメンテナンスフリーの長寿命炉
底電極
（2,000～4,000ヒート）
を備えています。
当社はまた、
世界最大の直流電気炉も納入しております。

従来型の炉外精錬炉（ LF ）は交流電気
炉の技術をベースとしたものであり、3
本の独立した電極アーム／マストを持
ち、個別に昇降制御していました。
スチー
ルプランテックは、炉 外 精 錬 炉におけ
るフラットバス操業の特徴を活かし、3
相一括制御方式の炉外精錬炉を開発、
“Single-Mast Furnace（SMF）”と名付けました。SMFは、
シンプ
ルな機械構造で、高力率ショートアーク操業を可能とします。
❶ PCDの最少化によるレードル耐火物損耗の低減 ❷低インピー
ダンス ― 高力率 ― ハイパワー ❸メンテナンスが容易 ❹電極昇
降が1系統でシンプル・運転操作が簡単 ❺理想の導体配置で電磁
誘導損減少

条鋼圧延

技術情報

板圧延

DRIなどを主原料にする電
気炉では、
フラットバス操業
において連続的に供給され
てくる原料を高速で溶解す
る能力が要求されます。
2 本 電 極 式 直 流 電 気 炉で
は、炉 底のターンコイルに
よって2本の電極からのアークを中心方向に意図的に偏
向させることにより、炉の中心に適度なホットスポットを
生じさせ、高速溶解を実現しています。

薄板プロセス
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製鋼設備コンピュータシステム

技術情報

AUTO-ARC

製鋼工場において、安定した操業成績を得るためには、自動
運転装置が不可欠です。
スチールプランテックではこの要求
に応えるために、低価格で信頼性の高いコンピュータシステ

製銑

ムとして、電気炉用にAUTO-ARC、LF用にAUTO-LFを提
供しています。AUTO-ARC、AUTO-LFとも自動電力投入

製鋼︵転炉︶

制御のみならず、設備の監視・制御、データ収集、操業誌、日
報、
月報作成などの管理機能、および収集された実績データ
の統計解析機能など、
お客様の操業の改善・標準化のための
さまざまな機能を提供いたします。

●

製鋼︵電炉︶

ソリューション
連続鋳造

生産量拡大（生産性向上）

溶解プロフィール計算と自動電力投入制御
グラフィカルでわかりやすい操業ガイダンス
● 10,000チャージのデータの収集、
保管
● Excelを使ったレポート作成
● 操業改善のための操業データの統計解析
● ホットスポット制御
● スラグフォーミングガイダンス
● 熱ロス監視制御
● フリッカ制御
● デマンド制御
●

生産コスト削減

カスタマイズ

AUTO-LF
条鋼圧延
板圧延

パターン通電制御機能、追装/溶落判定制御

AUTO-ARCならではの機能である、ホット

各ヒートの事象記録、電力/補助燃料/副原

薄板プロセス

をベースとする操業データ解析機能によっ

スポット制御、
スラグフォーミングガイダン

料、分析値等を収集し、10,000ヒート以上

て、
スクラップ別/電力別/助燃材別/時間帯

ス、熱ロス解析などにより、電力原単位 / 耐

のデータを保管します。操業誌、日報、月報

別に適した電力パターンを追求することが

火物原単位の低減を実現します。

のレポート機能だけでなく、過去の実績デー

できます。
さらにフリッカー制御やデマンド

タから操業を評価支援するための統計処理

制御も提供します。

機能など操業改善に必要な多彩な機能を提
供します。

24

グラフィカルでわかりやすい操業ガイダンス
10,000チャージのデータの収集、保管
● Excelを使ったレポート作成
● 操業改善のための操業データの統計解析
● 溶鋼温度推定計算
● バブリングガス流量制御
● 合金／副原料投入計算および投入制御
●
●

JP Steel Plantech Co. 製品一覧
製銑
製鋼︵転炉︶

連続鋳造

スチールプランテックの連続鋳造設備は、半
製鋼︵電炉︶

世紀にわたり培ってきた冶金的知見と機械/
制御の技術・経験とを結集した設備です。
こ
れからも、お客様の高いレベルのご要望に

連続鋳造

お応えするよう、最先端の技術開発に取り
組んでまいります。
スラブ連続鋳造設備

●

ブルーム・ビームブランク・ビレット連続鋳造設備

●

Quality Strip Production Process（QSP）

条鋼圧延

●

板圧延
表面処理

25

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

スラブ連続鋳造設備
高炉・電気炉・直接還元炉などで溶解・成分調整された溶鋼を連続的に冷却・凝固させ、一定の長さで切断
した半製品を製造する設備です。製造された半製品は、次の工程である圧延設備へと搬送されます。半製

ソリューション
品質向上

品にはさまざまなサイズがあり、厚み120〜600mm、幅700mm〜のものを
「スラブ」
と呼びます。
また、
製銑

スラブから製造される最終製品には、薄板、厚板、
パイプなどがあります。

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶
連続鋳造

高品質
スラブの製造

条鋼圧延

スチールプランテックのスラブ連続鋳造設備は、多様な機能
を備えることで製品品質を劇的に向上させます。
❶ 湯面変動を抑制する、独自開発のモールドレベルコント
ロールシステム

板圧延

❷ モールド内凝固品質向上に寄与する非サイン振動可能な
モールド油圧振動装置
❸ 最適な温度プロフィールを実現するダイナミック2次冷却

薄板プロセス

制御システム
❹ 中心偏析を抑制するダイナミック軽圧下制御システム
❺ 最適ロールプロフィール設計による鋳片内部歪と表面歪
の低減

26
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技術情報
生産コスト削減・生産量拡大
スチールプランテックのスラブ連続鋳造設備は、生

ダイナミック2 次冷却制御システム（ SP-DSSC ）、
無段階スプレー幅切り装置

産コストを削減するとともに、生産量拡大に貢献し
製銑

ます。
❶ 3.0m/分以上の安定した高速鋳造速度によって、

製鋼︵転炉︶

1ストランドで月産20万t以上を実現できます。
❷ 学習式BO
（ブレイクアウト）
予知装置により、BO
を未然に防止します。
❸「ダイナミック2次冷却制御システム」
と
「無段階

3.0

小化します。

m/分

❹ 各設備の長寿命化、
メンテナンス性向上により、
稼働率を大幅に向上できます。

高速鋳造

ご要望にきめ細かくお応えし、
お客様の製品の差別

ダイナミック軽圧下システム（ SP-DSR ）
：
スラブ連鋳機

連続鋳造

カスタマイズ

鋼種に最適な温度パターンに従い、鋳造速度などの操業条件に合わせ、
モールド以降の
二次冷却帯におけるスプレー水量を当社独自のダイナミックコントロールモデルにより
自動コントロールするシステムです。
また各セグメントに設置されている二次冷却スプレーノズルは，幅切り装置を有してお
り、従来型のスプレーノズル固定遮断弁切替式に加え、
サイズや鋼種に応じた最適な幅
調整が連続的に行えるスプレーノズル移動式があります。

製鋼︵電炉︶

スプレー幅切り機能」によって、非定常部分を最

化を実現します。
条鋼圧延

❶ 綿密な計画に基づく短期間シャットダウンの垂
直曲げ改造工事の実績
❷ 工場設備に応じた、最適かつ最短での改造工事
計画と垂直立ち上げの実績
造設備
❹ 様々なサイズのスラブを製造可能なツイン／トリ

10

件

垂直曲げ改造実績

600

mm

極厚連鋳可能

2次冷却による鋳片の凝固過程で生じる、鋳片の中心偏析を防止する方法の一つに軽圧
下があります。
当社は、常に最適な軽圧下を実施できるダイナミック軽圧下システム
（Dynamic Soft
Reductionシステム）を提案しています。
ダイナミック軽圧下に必要な最終凝固位置と内部温度は、
ダイナミック2次冷却制御シス
テム
（Dynamic Secondary Coolingシステム）
により、溶鋼温度、成分、鋳造速度、冷
却水量などの操業条件の変化に対し常時オンラインで計算しています。
この情報を基にSP-DSRは、最適な圧下パターンとなるようにセグメントロール間隔を
計算し、動作指示を出します。

薄板プロセス

プル兼用マシン

板圧延

❸ 厚板製造の幅を広げる、垂直型極厚対応連続鋳
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ブルーム・ビームブランク・
ビレット連続鋳造設備

技術情報
電動サーボ式
オシレーションシステム

溶鋼から作り出す半製品のうち、
スラブよりも小さな断面を

従来の電動モー
タ駆動によるモー
ルド振 動 装 置（オ
シレーションシス
テム）では、回転数
制御はできるもの
の、一種類の波形
（サイン波）の同じ
ストロークでの振

製銑

持つさまざまな鋼種から多様な鋳片サイズ・形状を作り出す
のが「ブルーム・ビームブランク・ビレット連続鋳造設備」で
す。
スチールプランテックの設備は、高効率・省力化に優れ、

製鋼︵転炉︶

高品質な鋳片を製造することで、
お客様のニーズに合わせた
多品種・小ロット生産を実現します。

製鋼︵電炉︶

動しかできませんでした。
電動サーボ式オシレーションは、
これに代わり自由に波形
やストローク・振動数を制御することができ、
自由にモール
ドへ振動を与えることができるようになりました。
非サイン波形での振動により、
パウダーなど潤滑剤の流入
を促進することでモールド内摩擦抵抗を減らすことがで
き、安定した高速鋳造を可能とする技術です。

ソリューション

連続鋳造

生産コスト削減・生産量拡大

品種拡大

6.0

m/分

条鋼圧延

高速鋳造

板圧延
薄板プロセス

スチールプランテックのスラブ連続鋳造設備は、生産コストを削

多様な鋳片サイズや鋼種に対応した、多機能マシンの実績が豊富

減するとともに、生産量拡大に貢献します。

です。

❶ 圧延機との直結によって工程を連続化し、
エネルギーを削減

❶ ビレット
（四角、
丸、
八角形などの縦型、
横型、
円弧マシン）

❷ 各機器の自動化・連続化、設備監視システムによる省力化

❷ ブルームサイズ
（小型～大型だけでなく、丸型も制作可能）

❸ 稼働率の向上と高速鋳造による生産性向上

❸ ビームブランク
（最大450×1,048x110mmサイズ製造）

❹ アクセス性、保全設備、故障診断システムによる保全性の確保

❹ スラブとビレット・ブルームの兼用機

❺ モールドレベル制御、最適2次冷却制御による安定鋳造と非定

❺ 高炉普通鋼、
電炉普通鋼、
特殊鋼、
ステンレス鋼

常部の低減
❻ ニアネットシェイプ（最終製品に近い形状の鋳片）
による圧延
エネルギー、
コストの削減
28

❻ BO
（ブレイクアウト）
を未然に防止する、学習式BO予知装置
❼ ダイナミック2次冷却制御システムとダイナミック軽圧下シス
テム

ダイナミック軽圧下システム
（ SP-DSR ）
：ブルーム連鋳機
2 次冷却による鋳
片の凝固過程で生
じる、鋳片の中心
偏析を防止する方
法の一つに軽圧下
があります。
当社は、常に最適
な軽圧下を実施で
きるダイナミック
軽圧下システム
（Dynamic Soft Reductionシステム）
を提案しています。
軽圧下に必要な、最終凝固位置と内部温度は、ダイナ
ミック2 次冷却制御システム（ Dynamic Secondary
Coolingシステム）により、溶鋼温度、成分、鋳造速度、冷
却水量などの操業条件の変化に対し鋳造中常時オンライ
ン計算しています。
この情報を元にSP-DSRは、最適な圧下パターンとなる
ようにセグメントロール間隔を計算し、動作指示を出し
ます。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

Quality Strip Production
Process（QSP）

技術情報
未凝固圧下技術

溶鋼からの薄板製造プロセスにおいて、加熱炉工程および圧

製銑

延機台数を大幅に削減し、高品質なホットコイルを連続して
製造することができる、
中厚スラブ・薄スラブを製造する連鋳
設備です。

製鋼︵転炉︶

他社の薄スラブ設備に比べ、鋳造速度・製品品質において優
れています。

製鋼︵電炉︶

油圧式オシレーションシステム

ソリューション
品質向上

6

連続鋳造

生産コスト削減

包晶鋼生産

m/min

条鋼圧延

スチールプランテックのQSPは、モールドにパラレルモールドを

速鋳造を実現し、小型ながらも一般のスラブ連鋳機と同等の

採用し、
未凝固圧下技術を活用することによって、
世界で最も高品

生産性を持っています。

質な薄スラブを製造することができます。

減により、設備・生産コストを大幅に削減できます。
❸ 学習式 BO（ブレイクアウト）予知装置により、BO を未然に
防止

❶ 鋳片サイズは60-100mm厚×900 – 1650mm幅を実現

薄板プロセス

❷ 圧延スタンド台数削減や圧延直結によるエネルギー使用量削

板圧延

❶ 最大鋳造速度Vc=6m/分（試験設備では8m/分を達成）
の高

❷ 未凝固圧下機能により鋳込み中の厚みの変更を可能に
❸ 深絞り性の要求される冷延製品への適応が可能
❹ ダイナミック2次冷却制御システム
❺ 垂直平板型モールド
（パラレルモールド）
の使用により、鋳片表
面の品質が優れています。
29
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形鋼圧延設備
加熱炉から抽出されたビレット、ブルーム、
スラブ、
またはビームブランクを所定の
形鋼サイズに圧延し、曲がりを矯正、
さらに一定長さに切り揃え、必要に応じてパイ
リング・結束を行い、出荷状態にするための一連の設備です。国内製鉄会社への豊

製銑

富な納入実績を有するスチールプランテックが提供する形鋼圧延設備は、
生産効率
や製品精度に対する厳しい要求にも対応可能です。

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶
連続鋳造
条鋼圧延
板圧延
表面処理

条鋼圧延

スチールプランテックは、あらゆるレンジにわ

●

形鋼圧延設備

たって、高品質・高精度の圧延設備を納入してま

●

棒鋼・線材圧延設備

いりました。
これからも、お客様が必要とされて

●

シフティングリバース圧延機

●

ローラ矯正機

いる圧延のすべてに、最先端・最高水準の技術と
30

価格競争力によってお応えします。

カスタマイズ
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ソリューション

技術情報
品質向上＆生産量拡大

リバース圧延技術

複数台の圧延機（2HIミル、
ユニバーサル圧延機）
を孔
形の数だけ直列に配置し、非可逆方式にて圧延を行
うことによって生産性の高い圧延を行うことが可能で
す。中小形形鋼圧延へ適用されることが多い方式で
す。形替えはロールをスタンドごと入替えるスタンド
交換方式が主流です。

2台から3台のユニバーサル圧延機と2HI圧延機を組
み合わせて形鋼を製造する圧延方式で、生産効率は
下がりますが、
スペース効率に優れ生産ラインをコン
パクトに構成出来ます。中、大形形鋼圧延に適用され
ることが多く、形替えはロールのみを引出し、入替え
るロール交換方式又はスタンド交換方式となります。

スイングオープンヨーク装置

スタンドパスライン調整装置

ロール交換方式のユニバーサル圧延機において、
ロー
ル交換を迅速に行うために、
ロール引出側のヨークを
スイング形式で開閉する装置です。 ロール交換時間
の短縮に寄与できます。

ユニバーサル圧延機では非圧延材料は常にスタンド
中心を通過するように材料を案内する必要がありま
す。従来は圧延機の前後テールを昇降させることに
よって材料をスタンドセンターにガイドしていました
が、材料がスロープを上り下りしながらロールバイト
に噛み込むために形鋼寸法に悪影響を及ぼしていま
した。本装置はテーブル高さは水平に維持し、
スタン
ドそのものを昇降させてテーブルにスタンドセンター
を合わせる事が可能なために、非圧延材を常に水平
にロールバイトに導くことが可能です。

製銑

タンデム圧延技術

用することで、
さまざまな工場レイアウトに

組合せにより生産する形鋼の寸法精度を高め

適合したフレキシブルな形鋼生産ラインの

ることが可能となります。

提案と設備の設計が可能になります。
また、既設圧延設備の設備診断を行うこと
ます。必要に応じて改造を行うことによって、
圧延設備能力の引き上げを行うことも可能
です。

●

油圧圧下式ユニバーサル圧延機
ミルパスライン調整装置付ユニバーサル
圧延機

●

Vロール（竪ロール）
オフセット装置付ユニ
バーサル圧延機

●

Vロール（竪ロール）駆動ユニバーサル圧

●

UE圧延適用可能なユニバーサル圧延機

油圧圧下装置

薄板プロセス

形鋼では従来電動スクリュー圧下方式にてロール
ギャップを調整する方式が主流でしたが、近年の形鋼
寸法公差の向上要求に伴い、
より厳密にロールギャッ
プの管理を行う必要が生じてきました。
油圧圧下制御
は理論上ミル定数を無限大にすることが可能であり、
プロファイルメータと組合せ、
自動油圧圧下制御を行
うことにより、
形鋼の寸法精度向上に寄与できます。

板圧延

延機

条鋼圧延

で、生産サイズ・品種拡大の可能性を検証し

●

連続鋳造

ロール位置調整機能、及びオプション機能の

製鋼︵電炉︶

高剛性ミル、各種チョックロックデバイスと

ゆるタイプの圧延機設備の実績。
これを応

製鋼︵転炉︶

スチールプランテックが蓄積してきた、あら
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棒鋼・線材圧延設備
スチールプランテックでは、様々なお客様のニーズにお応え

Quenching System、歩留まりを大幅に改善する連続圧延

できる棒鋼、
線材用圧延設備を提供することができます。

設備EBROS™等のお客様のニーズに合わせたソリューション

例えば、生産性を向上できるスリット圧延設備、高速圧延機

を提供いたします。

製銑

（ 40m/s ）、加熱炉を経由せず大幅な省エネを実現する連

また、
電気炉、
連続鋳造設備、
圧延設備に一貫ラインを提供す

続鋳造機からの直送圧延設備、棒鋼の強度を高めるWater

ることで統合されたソリューションの提案・提供も可能です。

生産量拡大

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

10 75
〜

%増

連続鋳造

（サイズミックスによる）
生産量

ソリューション
条鋼圧延

高速圧延技術：高速圧延技術による生産量

High Speed Dividing Shear（HSDS）
：

増・安定操業が可能になります。

通常のシャーは、剪断ポイントが来てから

板圧延

ンで使用されていた、複数の圧延機を共通
駆動する
「ブロックミル」
を棒鋼仕上げ圧延
機に適用することで、従来は限界とされてい

薄板プロセス

た20m/s 以上の仕上げ速度を実現。超硬

20〜40

32

%

増

歩留

稼働率

Systemの略であり、無限長ビレットによる

ブロックミル：また、100m/s 級の線材ライ

m/s

仕上速度の高速化

%

向上

EBROS™はEndless Bar Rolling

生産量拡大

約

2 15

ロールを用いた圧延によって、寸法精度、表
面性状の向上といったメリットが得られま
す。さらに、ロール交換とメンテナンスが容
易になるというメリットもあります。

動き出す「 Start-Stop type 」でした。刃
が止まった状態から回転を開始・加速する
ため、刃の回転速度（剪断速度）に限界が
ありました。HSDSは、刃が常に回り続ける
「Continuous Rotating type」
を採用す

生産性、歩留まり向上目的とした機器となり
ます。
機能を簡単に説明いたしますと、一定間隔
で加熱炉から抽出されるビレットの先端と
後端を溶接し無限長ビレットを作り出す機
器です。
●

ギャップタイムが生じないことによる生産
性の向上

ることで、剪断速度の上昇を可能にします。
これによって、
より高速での圧延に対する、

●

クロップ、乱尺品が生じない。

安定した剪断が可能となります。

●

ミスロールの減少と均一な品質。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

技術情報
生産コスト削減

制御水冷装置

スリット圧延

シンプルな構造＆高剛性
❶ ハウジングが無い。
➡軽量化が図れ、限られたクレーン容量の圧延ヤー
ド内で 1ランク上のスタンドを導入できる可能性
がある。
❷ 圧下スクリューシャフトの中央部をパスライン上で
固定。
➡圧下スクリューシャフト下部を固定する構造と比較
し、
バランスの取れた構造となっている。
❸ 圧下スクリューシャフトにのこ刃ねじを使用。
➡大きな圧延反力を受けても確実に同一ポジション
を維持することが可能。

多条スリット圧延方法としては、2条や3，4条といった
方法があります。
2条のスリット圧延は現在主流の圧延法であり、品質
も安定し、寸法精度も良好です。高速化技術でさらに
高生産性効率化も図れます。
3，4条のスリット圧延は、圧延機台数が少なくても生
産量を増やす事が可能です。
元々2条のラインで、圧延機の台数はそのまま生産量
をupする等、低生産性ミルを高生産性ミルに改造す
るステップアップ改造にも向いています。

製銑

ハウジングレススタンド

オンライン探傷システム

HDR（Hot Direct Rolling）プロセスは、
連鋳機から出た鋳片を途中で再加熱するこ
機へと挿入するプロセスで、省エネルギーに
優れた技術です。
このHDRの実現には、①高温出片技術、②

鋳・圧延の総合エンジニアリング能力、が必

をいかんなく発揮し、
お客様のニーズにお応
えします。

超高剛性チョックレススタンド

上下ロール同時圧下構造
➡パスラインが一定。安定した圧延が可能。
➡ロールショップにおいてロール径に応じて行う下
ロールのシム調整が不要。
インナースタンドの油圧レス化
❶ メカニカルロールバランスの採用。
❷ 圧下用油圧モータをスピンドルサポートに設置。
➡水、
スケール、
ミスロールといった油圧配管にとって
条件の厳しいインナースタンド内を油圧レスにする
ことでメンテナンス性を向上。
常時サポート式スピンドルサポート
❶ インナースタンドが無い時もスピンドルをサポート
する構造。
➡スタンド交換の自動化に適している。

薄板プロセス

要となります。
当社では、
これら総合エンジニアリング能力

高い寸法制御技術
シンプルな構造と高剛性

板圧延

温度低下の最小限化技術、③次工程への引
き渡しの為の最適レイアウトを含む炉・連

仕上ミルの直後に探傷装置を設置することで、
これま
で検出が困難であった異形棒鋼製品の表面欠陥の位
置をトラッキングすることが可能になりました。
これ
により、最終的に製品のどこに欠陥があるかオペレー
ターに知らせることができ、不良品混入を大幅に削減
することが可能となります。

4 ロールサイジングミル

条鋼圧延

となく、直接ローラーテーブルで繋いで圧延

広い荷重支持面積＆チョックの自動調心システム
❶ チョック上部を2点で支持。
➡ベアリングの受圧面積が広くなり、ベアリングは長
寿命化。
❷ 自動調心機構（球面座）
をチョック内に組込。
➡ロールたわみに応じてチョックが傾くことで、ベア
リングに等分布荷重がかかり、長寿命化。

連続鋳造

加熱炉燃料費

製鋼︵電炉︶

0

製鋼︵転炉︶

圧延ラインでのオンライン熱処理プロセスにより、水
冷鉄筋の製造が可能。
高価な合金元素であるバナジウム、
ニオブを添加せず
に、高強度水冷鉄筋の製造が可能となります。

チョックレススタンドはチョックが無く非常に高剛性
な構造であり、
ロール軸に組み合わされた偏心スリー
ブをウォームで回すことにより上下ロールの間隙を
パスラインに対称に調節することが出来る機構となっ
ています。
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シフティングリバース圧延機

技術情報
完全自動化

従来の3Hiリバースミルは、素材（ブルーム、
ビレット）
をマニ
ピュレータを用いて横移動させ、次パスカリバーに送り込み

ブルーム＆ビレットのリバース圧延及び素材ハンドリング
（転回）
を完全自動化しています。

圧延します。それに対して、シフティングリバースミルは、素
製銑

材をその場に留めたまま、圧延機を次パスカリバー位置にシ

チャンスフリー圧延
H-Vコンビネーション圧延

フトさせて圧延することができます。
これによって、取回しに
製鋼︵転炉︶

よる素材の傷やねじれの発生を防止することができます。
ま
た、各1名のマニピュレータ操作要員を前後に必要としていた
従来の圧延機に対して、シフティングリバースミルではター
ナを配置することによって完全自動化を実現します。

製鋼︵電炉︶

ソリューション

連続鋳造

シフティングリバースミルの特徴

圧延回数から、Hシフティングリバースミルで、2又は4
パスの圧延回数から選択
❷ 圧延1ペアのロールから数サイズの圧延が可能なチャン
スフリー圧延に寄与できます。

品質向上

［チャンスフリー圧延］
ロール交換することなく、多種類のサイズの圧延が可能
H-Vパスにて1サイズ、H－V-V-Hパスにて1サイズ圧延。
1ロールファミリーにて最大4パス、又ガイド位置変更との
組み合わせで、最大8サイズの生産が可能となります。

条鋼圧延

（3）形替え時間の短縮の工夫がなされています。

板圧延

（1）圧延パスごとに圧延機が自動シフトして
ロールカリバーとパスラインを一致させます。

薄板プロセス

❶ 圧延材の横移動が無いため、製品曲がり、表面傷の抑
制ができます。
❷ 圧延材の移動装置が不要であり、
テーブル幅も最小化
でき、設備全体がコンパクトになります。

（2）
圧延パス回数の選択に自由度が有ります。
❶ 圧延サイズ・形状に合わせて圧延回数が任意に選択で
きます。H-Vシフティングリバースミルで2 ～ 12パスの

34

❶ ロールペア内において、
サイズ・形状毎の専用孔形を準
備することで、
サイズ範囲ごとに寸法・形状の形替えが
容易にできます。
❷ 予備ハウジングとの交換台車式によるハウジング交
換、及びロール交換の自動化により形替え時間の最小
化を行っています。
❸ ガイドはあらかじめガイドホルダーにセットし、
そのホ
ルダーごと一括にて交換可能となっています。
オンライ
ン・オフライン共にホルダーのシフト機構によりガイド
位置変更が可能となっています。

（ 4 ）圧延装置の自動化及び、要員の省人化
が可能です。

パス毎にスタンドが移動し専用孔形にて圧延するため、
ライ
ンを止めての圧延機移動及びロール隙の調整が無くなり、
すべて自動運転が可能になり調整員の省人化ができます。

Hスタンド及びVスタンドのシフティングスタンドをH-V配
置し、
リバース圧延することにより最適カリバー配置によ
りチャンスフリー圧延と ツイストフリー圧延が可能です。

圧延材の横移動を無くし、直線圧延を可能
とすることで、製品曲がりやねじれ・表面傷
を抑制することができます。
従来の3Hiリバースミルからの更新で、
ミル
の高剛性化が可能なため、製品の寸法精
度向上が可能です。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

ローラ矯正機

技術情報
ローラ矯正機の種類

圧 延された製 品の曲りを取り除き、
まっすぐにする設備です。

製銑
製鋼︵転炉︶

ソリューション
生産コスト削減

連続鋳造

品質向上

製鋼︵電炉︶

❶ 片持式/両持ち式
❷ 固定ピッチ/可変ピッチ
❸ ロール幅可変
❹ 油圧圧下/メカ圧下式
の組合せを必要に応じて選択可能とします。

25

約

分

条鋼圧延

矯正不良率
減少

ロール交換時間の短縮

伴って発生する片持式の弱点である
「軸の傾き」の影響を抑える

ほか、
ロール交換時間の短縮によって、生産性の向上も実現。
さら

ために、スチールプランテックでは、両持ち式のローラ矯正機を

に、又幅可変ロールを提供することで、生産コストの削減にも寄

提供しています。同機は、製品長矯正時の端部未矯正部分を小さ

与します。

薄板プロセス

ロール一括交換方式の採用により、交換作業の短縮化が図れる

板圧延

従来は片持式のローラ矯正機が主流でしたが、製品の大型化に

くするために、
ピッチ可変式ローラ矯正機を採用しました。
また、
ロール幅可変機構の付設にも実績があり、形鋼の場合、H1100ま
で対応可能です。

35
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冷間圧延機（TCM,CRM）
スチールプランテックはお客様のニーズ
に合わせ、最新鋭の冷間連続圧延ライン
（ TCM ）および冷間可逆圧延機（ CRM ）

製銑

を提供します。ユーティリティー設備や
検査ライン、ロールショップなどを含め

製鋼︵転炉︶

たトータルエンジニアリングを提供しま
す。

製鋼︵電炉︶

ソリューション
品質向上
スチールプランテックが開発したSPEOS™（ Sperior Profile with
Edge Oriented Shifting）技術の導入により、形状制御とエッジドロッ
プ改善の両機能をあわせ持つ圧延技術を実現しました。

連続鋳造
条鋼圧延

ラインアップ

板圧延

豊富な経験をもとにした従来型の4-Hi、6-Hi圧延機だけでなく、
当社が独
自に開発したZoom-Mill™やSPEOS™等の新技術を生かした最新鋭圧
延機を提案し好評いただいています。お客様の生産計画に基づいた最適
な圧延機タイプ、
レイアウトの提案を行います。
❶ 酸洗ラインと連続した、酸洗・冷間連続圧延ライン
❷ コストを抑えながら高品質製品を生み出す4-Hi可逆圧延機
❸ 薄もの多品種圧延に適した6-Hi可逆圧延機
❹ スキンパス機能を併せ持つコンビネーションミル
❺ 高い生産性をもったZoom-Mill™+可逆圧延機

表面処理

板圧延

スチールプランテックは豊富な経験と実績に裏

●

冷間圧延機
（TCM,CRM）

打ちされた高い技術力に基づき、革新的な独自

●

Zoom-Mill™

技術を搭載した厚板レベラ、冷間圧延機、厚板剪

●

厚板剪断機

●

厚板レベラ

断機をご提案し、お客様のコスト低減と高品質
36

製品の製造を実現しています。

技術情報 SPEOS™クラウンロール
特殊なクラウンを付与したワークロールをシフトすることで最適な平坦度とエッジドロップの低減を同時に達成する技
術を開発しました。本技術は、冷間可逆圧延機（CRM）
をはじめ冷間連続圧延機（TCM）
に採用され製品の高品質化お
よび板幅方向の歩留まり向上に寄与しています。
● 一種類のロールクラウンで広幅から狭幅まで広いクラウン制御レンジを有します。
● 板幅に応じたクラウン位置にロールシフトすると自動的にGETZ
（Gap Expanding Transitional Zone、
ギャップ
拡大遷移域）
が板端部近傍に配置され、
エッジドロップ低減が可能となります。
● 従って、
一対のワークロールのみでクラウン制御とエッジドロップ制御が同時に出来ます。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

Zoom-Mill™

技術情報

スチールプランテック独自の技術で、
より高い生産性を実現

Zoom-Mill™圧延とは、
リーダーストリップ

させ、
お客様から好評を頂いています。

と点溶接機を用いリバース圧延時の未圧延

製銑

Mill™。

Zoom-Mill™（Zero Oriented
Off-gauge Minimization）

従 来 型の可 逆 式 冷 間 圧 延 機から進 化を遂 げた Zo o m -

部分を低減することを目的とする当社が開
発した新しい圧延方法のことです。
製鋼︵転炉︶

Zoom-Mill™ 圧延のオフゲージ率は実績
から従来圧延と比較して 1 ％の改善になり
ます。6パス仕上げの場合、通常コイル外周

ソリューション
生産量拡大 / 生産コスト削減

製鋼︵電炉︶

部のオフゲージ長さは10m以上になります
が、Zoom-Mill™ 圧延の使用により、オフ

カスタマイズ

ゲージ長さを2m 以下に仕上げることが可
能になります。
コイル先端から張力を付加して圧延できる

連続鋳造

ため、Zoom-Mill™ 圧延は他のオフゲージ
低減方法と比較して、通板安定性、板厚精
度、板形状共に優れています。
圧延済みコイルのオフラインへの払い出し

条鋼圧延

を待つ時間、次のストリップを出側テンショ

1.0 1.4
〜

%向上

%

1

%向上

歩留

増産効果

2

週間

シャットダウン期間

2

年

投資コスト回収期間
（平均）

既存のCRMからZoom-Mill™への改造も可能です。安価な投資

とで、生産コストの削減が可能（オフゲージ削減）になり、短期間

コストで、既設CRMの生産量アップ/生産コストダウンの両立が

での投資回収、収益向上を実現することができます。

できます。

❶ 小コイル
（Pup Coil）
の抜き出し作業が不要となり、工程の省
力化が実現されます。
❷ 通常の可逆式圧延機に比べ、
コイルハンドリング時間が短いた

また、他社メーカーのCRMにも対応。短時間のシャットダウンで

イル当たりの処理時間が短縮出来ます。従っ
て、生産性の向上も期待出来ます。
また、
オフゲージの小コイル（Pup Coil）が
出ないので、Pup Coilの抜き出し、
バンド掛
け、搬出、処理等の作業がなくなり省力化に

薄板プロセス

スチールプランテックが独自開発したZoom-Mill™を導入するこ

などがないため、溶接に時間を要しても1コ
板圧延

歩留
（通常CRM比）

6

ンリールに通板の上保持し、数周巻く時間

繋がります。

改造が完了するため、改造コストの投資回収期間が短いのが特長
です。

め、高い生産性を約束します。
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製銑

厚板剪断機

厚板レベラ

スチールプランテックは、お客様のご

スチールプランテックが1998年に開発したSuPerLeveler™は、厚板工場で生産

要望に応じて、最適な厚板剪断ライン

される鋼板（6-50mm厚）の平坦度を向上させる設備です。矯正中にレベラ
（水平

の提案を行います。高張力鋼板の剪断

精度を高める下地調整材）
に発生するたわみを、剛性無限大制御によって完全に補

にも対応した高剛性を持った各種厚

正します。
これによって、従来のレベラでは安定しなかった、TMCP鋼板、焼き入れ

板剪断設備を提供しています。

鋼板といった矯正反力を必要とする鋼板の矯正が可能になります。

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

ソリューション
生産量拡大 / 品種拡大

連続鋳造

スチールプランテックが提供す
る、
クロップシャー、
ダブルサイド
シャー、
スリッティングシャー、
エ
ンドシャー等、それぞれの剪断
設備は、厚板剪断ラインの生産
性向上に寄与します。
❶ 最大板厚50mm、最大板幅5,500mm、材料抗張
力最大1,200MPaの剪断に対応
❷ 剪断刃の自動交換装置による、簡単、安全、短時間な
交換が可能
❸ ローメンテナンス設計により、保全周期や作業時間
を改善
❹ 無駄のない最適な厚板剪断機の配置を提案

技術情報

1 軸 3クランクタイプ ダブル
サイドシャー

条鋼圧延
板圧延

品質向上

薄板プロセス
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スチールプランテックの厚板剪
断機は、最適な剪断面品質を得
るための設計と、豊富な実績に
基づく製造技術から生まれる、
高性能な設備です。
❶ 最適なローリングカットモーションの採用による、
シャーボウ、
だれ、
剪断面スリップ痕の低減
❷ 高精度なナイフギャップ調整装置により、均一で良
好な剪断面品質を実現
❸ 信頼性の高い解析シミュレーションモデルを活用した
設計により、
十分な剛性を持った厚板剪断機を提供

組立の簡単化とメンテナンスの容易化を実現させるた
めに、
スチールプランテックが開発した新型ダブルサイ
ドシャー。
従来の3軸3クランクタイプのものと比較して、構造上の
特徴からコンパクト化も達成し、既設厚板剪断ラインへ
の更新需要にも応えるものとなっています。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

ソリューション

技術情報

品質向上
ギャップ偏差を、鋼板全体にわたって補正

（ダイナミッククラウニング ）方 式 」によ

することが可能になりました。特に、先端・

り、従来の「プリセット方式レベラ
（横たわ

尾端から1.2 ｍ前後の範囲は、プリセット

み補正量を、矯正開始前に予想して設定

方式レベラに比べて、平坦度が格段に向上

する方式）」では実現できなかったロール

しています。

噛み込み補正制御

レベラに発生するたわみを横たわみ、縦たわみ、圧縮たわ
みの3 種類に分類し、それぞれを油圧シリンダによって補
正することで、
レベリングロール間のGAPを常に一定に保
つことを可能にしました。特に従来のレベラは、
プリセット
式で矯正中に補正量の変更ができなかった横たわみが、
下部フレーム内に設置されたたわみ検出センサによって測
定されることで、上フレームとロールキャリッジ間に設置
された油圧シリンダで正確に補正可能になりました。

薄くて硬い板は厚板先端をレベラ内へ導入させることが
困難なため、
「噛み込み補正」
という、先端部導入時に軽イ
ンターメッシュとして、
その後正規のインターメッシュとす
る制御方法を取ります。
この場合も先端の軽圧下と、正規
圧下の反力が異なっても、常に設定したロールギャップを
板幅方向にも均一に与えることが可能です。

オフセンタ矯正

LP 鋼板の矯正

通常使用しているセンサに加え、上下フレーム内にクラウ
ニングシリンダに対応する数のたわみセンサを設置し、
レ
ベラ前面に設置したレーザセンサを使用することで、板の
センタリングが不要なオフセンタ矯正が可能になります。

長手方向に板厚の異なるＬＰ鋼板は、板厚の変化により矯
正反力も変動しますが、
どの様に矯正中の反力が変化して
も、SuPerLeveler™なら設定通りのロールギャップを維
持出来るため、LP 鋼板の矯正ができ、更にその矯正信頼
性が大きく向上します。

製銑

SuPerLeveler™は、
「 動的横たわみ補正

ダイナミッククラウニング制御

製鋼︵転炉︶

生産量拡大
自社開発の「高荷重容量バックアップロール」
従来のレベラよりも矯正可能範囲が大幅に
拡大しました。

製鋼︵電炉︶

や「噛み込み補正制御」などの機能によって、

連続鋳造
条鋼圧延

品種拡大
倍に拡大

板降伏応力範囲

最大

1.5

倍に拡大

極厚連鋳可能

先端、尾端の矯正反力が急激に変動する領域
なり、鋼板の残留応力を低減することが可能

薄板プロセス

および定常部を均一に矯正することが可能に

板圧延

2

最大

になりました。
これにより、切断後の変形がな
い鋼板の製造が可能となります。

39

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

薄板プロセス

●

連続焼鈍ライン
（CAL）

技術力と豊富な実績に基づき、
お客さまの

●

連続溶融亜鉛メッキライン
（CGL）

ニーズにマッチしたプロセスライン設備を

●

電磁鋼板用焼鈍・コーティングライン
（ACL）

熱処理によって鋼板の結晶構造を変化させ、硬さや強さ、延びなどの性質を向上

●

連続塗装ライン
（CCL）
テンパーミル／スキンパスミル

させる設備です。洗浄、加熱、冷却、調質圧延、精整の5つの工程を一つのラインで

●
●

テンションレベラ

供給しています。各種プロセスライン設備

製銑

の信頼性と製造製品の品質の高さは、世
界のお客様から高い評価を得ています。

製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶
連続鋳造
条鋼圧延
板圧延
表面処理
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連続焼鈍ライン（ CAL ）

スチールプランテックは、世界屈指の高い

行うことで、省スペースや低コストを実現。スチールプランテックの CALは、自動
車産業や家電業界をはじめ、世界のあらゆる分野に向けて高品質の冷延鋼板を
供給します。

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

ソリューション

技術情報

品質向上

急速冷却技術

蛇行・絞り制御技術、幅方向均一加熱・冷却技術、多重反射温

の自動車用冷延鋼板を製造することが可能です。
そのため、世

度計による板温度の高精度測定を導入しているので、高品質

界で多数の納入実績があります。
製銑

品種拡大
製鋼︵転炉︶

ガスジェット冷却、
ロール冷却、水冷却という3種類の冷却プロ
セスを保有しています。
これにより、一般材から深絞り用冷延鋼
板、超高張力鋼板まで幅広い冷延鋼板の製造を行うことがで
きます。

製鋼︵電炉︶

急速ガスジェット冷却

連続鋳造

独自のガスジェットノズル形状による板温均一化
板幅方向風量調整による板温制御
高水素濃度で冷却能力Up

ロール冷却

生産量拡大
高速安定通板技術を導入しています。
そのため従来の製品より

水冷却Water Quench

も生産性を向上させることができます。

超急速冷却で自動車用超ハイテン製品の製造が可能

条鋼圧延

水冷ロールによる急速冷却
補助ガスジェットノズルにより板温の均一化
運転コストの低減

板圧延
薄板プロセス
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連続溶融亜鉛メッキライン（ CGL ）
鋼板の表面に亜鉛の被膜を作ることで、鋼板の耐腐食性を高めることを目的とした製造ラインです。膜厚
制御範囲は幅広く、作られた亜鉛メッキ鋼板は建材や自動車、電気製品など、幅広く使用されています。

ソリューション
品質向上

スチールプランテックのCGLは卓越した性能を有し、世界のお客様から高い評価を得ています。
製銑
製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶
連続鋳造

エアナイフや高精度メッキ付着量制御により、高品質の自動
車用亜鉛メッキ鋼板の製造が可能です。製造された亜鉛メッ
条鋼圧延

キ鋼板は、高品質を求められる日本の自動車会社に採用さ
れ、
その品質は高く評価されています。

板圧延
薄板プロセス
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技術情報
品種拡大

生産量拡大

急速冷却技術

製銑
製鋼︵転炉︶
製鋼︵電炉︶

急速ガスジェット冷却
独自のガスジェットノズル形状によ
る板温均一化
● 板幅方向風量調整による板温制御
● 高水素濃度で冷却能力Up
●
●

連続鋳造

高速安定通板技術により、生産性を向上させることができ

亜鉛メッキ鋼板に対応できます。

ます。

❶ シングルポット、
ダブルポットレイアウト

❶ ロールクラウンの最適化

❷ GI（溶融亜鉛メッキ鋼板）、GA（合金化溶融亜鉛メッキ鋼

❷ 最適なステアリングロールの配置

板）
のバリエーション

めっき付着量制御

条鋼圧延

当社のCGLはお客様のニーズにお応えして、
あらゆる品種の

❸ 最適な張力制御
板圧延

❸ 急速ガスジェット冷却による自動車用ハイテン製品の製造
❹ 建材用製品のためのGFやGLの製造設備
❺ インラインコーターの組み込み

薄板プロセス

正確な膜厚制御を実現する高機能メッキ設備
極薄メッキ製品対応
● エッジ部のオーバーコートを防止する非接触バッフルプレート制御

●

●
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電磁鋼板用焼鈍・
コーティングライン
（ACL）

技術情報
加熱制御

電気機器の効率化や小型化、
高精度化、
高信頼化

製銑

に対応する電磁鋼板を製造するのが、電磁鋼板
用焼鈍・コーティングライン
（ ACL ）です。
スチー
ルプランテックの製品は、低い張力で薄物材を高

製鋼︵転炉︶

温焼鈍（内部のひずみを取り除き、優れた電磁特
性を与えるための熱処理）するために横型炉方
式を採用しています。

1000 ℃を超える焼鈍温度で加熱・均熱するため、バー
ナーや電気ヒーターの配置、
ゾーン負荷制御の最適化を実
現しています。

製鋼︵電炉︶

冷却設備

連続鋳造

ソリューション
品質向上

生産量拡大

品種に応じて1000℃を超える焼鈍温度にも対応できます。
また、
条鋼圧延

最新炉制御や高精度張力制御などにより、高いレベルで品質の安
定化を実現しています。
さらに、
オンライン磁気特性測定装置や膜
厚計、板厚計、板幅計といった品質保証機器も備えています。

板圧延

緩速冷却、急速冷却をきめ細かく制御するため、Brick
Zone 、Cooling Tube Zone 、Slow Jet Cooling 、
Fast Jet Coolingを組み合わせて、最適な冷却パターン
を実現しました。

薄板プロセス

塗装、焼き付け、冷却の設備をインラインに組み込んでいるため、
高い生産効率で製造することが可能です。
また、正確な張力制御
や安定した操業によって、
生産性を向上させることができます。
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連続塗装ライン
（CCL）

テンパーミル／スキンパスミル

製銑

それらの材料をスキンパス圧延によって機械的性質や表面性状を改善し、平坦

を向上させるCAL（連続焼鈍ライン）
で生産された鋼板に、
あらかじめ塗料を塗

度を向上させる装置です。スチールプランテックは1965 年に独自の試験装置

布、焼き付け、塗膜を形成させるプリコートラインです。色彩、光沢などの美装性

によるテストを行った後、理論構築と実機の納入を繰り返してきました。
その結

と耐候性、
防食性などの保護性を付加します。

果、現在までに全世界へ63台のスキンパスミルを納入しています。

ソリューション

プリコート鋼板

技術情報
連続鋳造

品質向上

技術情報

製鋼︵電炉︶

耐腐食性を高めるCGL（連続溶融亜鉛メッキライン）
や、強さや延びなどの性質

製鋼︵転炉︶

熱延鋼板、冷延鋼板、
ステンレス鋼板、
アルミ板の最終製品を完成させるために、

スキンパスミル、テンションレベラの
コンビネーション技術

インライン ステンレス用
スキンパスミルの技術
オフライン用スキンパスミルの処理の省略化と、高張力
下でのスキンパスミル圧延のメリットのため、
ステンレ
ス用のAPL・BALの出側には、近年においてはスキンパ
スミルが設置されることが一般的です。
特にステンレス材の場合は、材料、ロールに傷が入りや
すいため、走間でスキンパスミルを傷を付けずに溶接部
を通過させる必要があります。
このため当社では、
走間で溶接点を通過させる技術を有
し、実際に多くの納入実績を持ちます。

高精度伸率制御を可能にした、
ブライドルロールの
機械式駆動技術

薄板プロセス

耐候性の良好な2コート2ベーク塗装の、
建材用、
家電用
を主としたプリコート鋼板の製造が可能。
インラインテンションレベラも設置し、形状矯正鋼板の
製造も可能。

板圧延

多数の納入実績に裏付けされた、
「高精度塗布量制御」
によって、高品質なプリコート鋼板の製造が可能です。

条鋼圧延

当社が最も得意とするテンションレベラとの組合せにより、
スキンパスミル
は機械的性質の改善・表面性状改善の役割、
テンションレベラは板平坦度の
向上と、効率よく役割分担しております。
コンビネーションの場合は、前後及び中央のブライドルロールの配置、
ロー
ル本数、
モータ容量の決定、運転方案に考慮が必要となります。
当社では、
ス
キンパスミル、
テンションレベラのコンビネーションの実績が45台あり、顧
客に最適な提案を行うことができます。

差動減速機を使用し、主モータと伸率モータの 2 台の
モータにて、個別駆動に対して30 倍～ 50 倍の伸率制
御精度を得られる駆動装置です。
昨今、
モータの回転数精度は向上しておりますが、安定
した伸率制御が必要なラインには、
この技術が使用され
ております。
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テンションレベラ
熱延鋼板、冷延鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板、銅板、特殊材料板などの材料を矯正して平坦度を向
上させ、最終製品として仕上げる装置です。矯正対象材の範囲は、板厚が 0.05mm 〜 8.0mm 、板幅が

ソリューション
品質向上

300mm〜2300mm、降伏強度が50MPa〜1500MPaです。1970年から独自の試験装置によって各種
製銑

材料のテストが実施され、理論構築と実機の納入が繰り返されてきたテンションレベラ。製品を現在まで
に全世界に194台も納入したスチールプランテックは、
テンションレベラの専門メーカーです。

製鋼︵転炉︶

最適なロールレイアウトと独自に開発したウェットシステム
を備えています。そのため、鋼板の表面に押し傷の少ない高
品質の製品を製造することができます。

製鋼︵電炉︶

品種拡大

連続鋳造
条鋼圧延

mm

300〜
2300

50〜1500

板厚

板幅

降伏強度

板圧延

0.05〜8.0

mm

MPa

薄板プロセス

現在、
エンドユーザーのニーズは多岐にわたるため、矯正対象
材料は様々なものがあります。
スチールプランテックは、多種
多様な材料・仕様に対し最適なテンションレベラをご提供い
たします。
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技術情報
生産量拡大

ステンレス材料用
テンションレベラの
ウェットレベリング技術

高伸率制御を可能にした、
ブライドルロールの
機械式駆動技術

ステンレス用、
アルミ用、特殊材料用のテンションレベ
ラでは、押し傷防止のためにウェットレベリングを行
うことがありますが、材料が柔かい場合および表面品
質が厳しい場合は、ロールスリップ防止のために、板
と接触するロールを駆動させる必要があります。
テンションレベラの小径のロールを駆動する技術を
保持しているのはスチールプランテックだけです。
テスト機の各種材料の試験から得られたロール配置
技術と、
このヘルパー駆動技術他の差別技術により、
現在国内のテンションレベラはスチールプランテック
のみが対応しています。

最終製品の表面品質が特に厳しいステンレス材料用
テンションレベラでは、押し傷の発生が最大の問題で
した。
この問題解決のため、
日本のユーザーと共同でこの技
術の開発を行い、実機化を実現いたしました。
これは現在、
アジア地区のステンレス用テンションレ
ベラのスタンダードとなっております。

差動減速機を使用し、主モータと伸率モータの2台の
モータにて、個別駆動に対して30倍～50倍の伸率制
御精度を得られる駆動装置です。
特に、超高速のラインや表面品質の高い用途のライン
には、
この技術が使用されております。

残留応力低減、
反りの安定化のための
マルチロールユニットを持つ
テンションレベラ

メンテナンス性向上のため、
上フレーム反転式の
テンションレベラ

製銑

テンションレベラロール
ヘルパー駆動技術

製鋼︵転炉︶

世 界 最 速 レ ベ ル で あるライン 速 度
でに納入したことがあります。
また、
ライン速
度1000mpn以上のテンションレベラに関
しては、
6台の納入実績があります。

条鋼圧延

従来の最高速度は1,200mpmでしたが、
それを超え
る世界最速レベルのライン速度 1,340mpmのテン
ションレベラを、
2006年にJFEスチール / 東日本製
鉄所（千葉）向けに納入いたしました。

連続鋳造

超高速テンションレベラ技術

製鋼︵電炉︶

1340mpm用のテンションレベラをこれま

スチールプランテック製のテンションレベラの特徴の
ひとつとして、上ロール交換を目的に 上フレームが
180度反転することが可能です。
これは他社製にはない、
当社独自の技術です。

板圧延

1986年新日鉄住金 / 光地区向けに、
当時最大の50t
張力のテンションレベラを納入いたしました。
現在は 1,500MPa のスーパーハイテン材用のテン
ションレベラとして、世界最大レベルの張力100t（世
界最高クラス）
のテンションレベラを製作中です。

薄板プロセス

超高張力能力を持つ
テンションレベラ
アルミ用、銅用のテンションレベラでは、
その用途によ
り次工程の条切り、エッジング、チップ状への加工の
ため、残留する応力の低減が必要となります。
このために開発されたのが マルチロールユニットを
持つタイプのテンションレベラです。
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The Contribution to Earth Environment

地球環境への貢献

徹底したCO 2削減・省エネルギー対策

スチールプランテックは世界でもトップレベルの環境技術を有しています。
この技術
をベースに、製鉄所のCO2削減、省エネルギー、資源・エネルギーの回収再利用、環境
改善などの企画提案や設備の提供を行っています。地球のために、未来のために。

製銑

❶ CDQ
（コークス乾式消火設備）

❹ OG装置（転炉ガスおよびガス顕熱回収）

石炭

鉄鉱石

原料炭

製鋼︵転炉︶

溶鋼

製鋼︵電炉︶

電気炉
コークス炉ガス／ COG
（顕熱回収・燃料予熱 ほか）

連続鋳造

❷ 焼結排熱回収システム

1

❺ 溶銑脱硫、脱燐設備
排熱回収システム

コークス炉

焼結機

条鋼圧延

焼結鉱
❸ 廃プラスチック前処理および高炉・キルン燃料化装置

焼結排熱回収システム
（燃焼用空気予熱、
蒸気回収、電力回収）

2

板圧延
薄板プロセス

3

コークス

CDQ（コークス乾式消火設備）
（蒸気回収・電力回収）

TRT（高炉炉頂圧発電）
（電力回収）

高炉ガス

熱風炉排熱回収
（燃焼用空気予熱）

溶銑

熱風炉
廃プラスチック前処理および
高炉・キルン燃料化装置
高炉

48

スチールプランテックの技術
一般省エネ技術

環境対応型高効率アーク炉ECOARC™

製銑

6
7

❼ 電気炉廃熱回収設備

JP Steel Plantech Co. 製品一覧

❻ 環境対応型高効率アーク炉ECOARC™

電気炉廃熱回収設備

排熱回収（燃焼用空気、燃料の予熱）

製鋼︵転炉︶

直送圧延／ HDR
（燃料の削減）

熱延製品

熱間圧延
製鋼︵電炉︶

連続鋳造

冷延製品
溶鋼

鋼片低温抽出
加熱炉

鉄くず
酸素
副原料

8
9

還元鉄キルン排熱回収
バイオマスエネルギーの
製鉄燃料化

海外製鉄所の省エネ・CO 2削減支援

溶銑脱硫、
脱燐設備

スチールプランテックは海外製鉄所の省エネ対策やCO2削減促進のために以下のような支援
事業を行っています。
❶ 製鉄所の環境・省エネ診断と改善策の提案
❷ 製鉄所のCO2排出権獲得の支援
1. 各種省エネ技術の紹介および提案
2. CDM／JI形成※ フィジビリティ・スタディ
3. PDD※ 作成から政府承認取得および国連登録までの諸手続
4. プロジェクト実施後のCO2削減検証やモニタリングのアドバイス

薄板プロセス

転炉

焼鈍炉

板圧延

5

蓄熱バーナー
炉体改造（炉長延長、仕切壁による伝熱効果向上）
スキッドパイプの断熱強化
ヒートパターンの改善
（燃料の削減）

冷間圧延

条鋼圧延

4

OG装置
（転炉ガスおよび
ガス顕熱回収）
（蒸気回収）

連続鋳造

熱片装入／ HCR
（燃料の削減）

※CDM: Clean Development Mechanism, JI: Joint Implementation ※PDD: Project Design Document
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Technical Service

技術サービス

プラント設備のコンディションを常にベストに保ち、安心してご利用いただくた
めにスチールプランテックでは技術サービス部門によるアフターサービス、プレ

人と技術が築く信頼、そしてお客様との絆

サービスを実施しています。また、最高水準のテクノロジーを活用するための研
究・開発にエネルギーを傾注しています。

製銑
製鋼︵転炉︶

技術サービス部門
迅速かつ信頼度の高いサービスによって、安心して設備

製鋼︵電炉︶

をご利用いただけるよう、
スチールプランテックではお
引き渡しが完了した各種プラント設備のアフターサー
ビス、
プレサービスを実施しています。
また、営業・計画・
プロジェクト等、
当社内の関連部署との連携を図ること
により、お客様に常に最先端の充実したプラント設備

連続鋳造

のご提供を行っております。
石灰焼成炉耐火物改修工事

丸ビレットセグメント更新

ETLテンションリールヘッド更新

条鋼圧延

電気炉炉殻改造工事

板圧延
薄板プロセス

圧延機減速機オーバーホール

50

JP Steel Plantech Co. 製品一覧
製銑

トータルエンジニアリング

製鋼︵転炉︶

巡回サービス
設備引き渡し

製鋼︵電炉︶

設備診断・コンサルティング

Engineering

Technical Service

連続鋳造

サービス機能
技術

運転指導

部品供給・点検・修理
条鋼圧延

製作・建設

板圧延

設備補修・改造工事

薄板プロセス

計画・設計
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本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-6-23 金子第 2ビル4 ～ 9F Tel: 045-471-3911 Fax: 045-471-4002
関西サテライト:〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-14 住友生命新大阪北ビル4F Tel: 06-7178-3851 Fax: 050-3156-3336
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