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特集 製鉄機械

１．はじめに

　タイの鉄鋼需要は年々増加しており、海外からの輸入

と、アーク炉による国内生産の２つによって賄われてい

る。同時に、鉄鋼業はタイにおけるエネルギー消費の最

も大きな産業であり、そのほとんどがアーク炉による消

費であるため、アーク炉のエネルギー消費量を削減する

ことが同国における大きな課題となっている。

　本稿では、アーク炉排ガス中の排熱を利用して効率を

改善する方法を概説し、日本最大の公的研究開発支援機

関であるNEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）

のモデルプロジェクトとしてタイのUMC Metals Ltd.

に導入された高効率アーク炉を紹介する。

　従来型の炉では、投入されたエネルギーの30％以上が

排ガスと共に失われてしまうため、排ガス熱の回収・再

利用はエネルギー消費削減のために非常に重要である１）。

そこで、当社は、最も効果的に熱回収が可能で環境負荷

も小さい最新鋭高効率アーク炉ECOARCTMを開発した。

　ECOARCTMは炉体と直結したシャフトを有し、溶解

期、精錬期、昇温期を通して発生する高温の排ガスによ

るスクラップの予熱が可能である。更に、予熱用シャフ

トの下流に設けた燃焼室において排ガス中に含まれるダ

イオキシン（DXN類）を分解、急冷室で急速冷却して再

合成を防ぐことができる。更に、環境負荷低減効果に加

えて電極原単位削減、酸素や燃料消費量削減等の様々な

操業上の利点を有する。

　既に３基のECOARCTMが日本国内で商用生産を行っ

ており、更にもう１基が計画段階にある。また、韓国で

も１基のECOARCTMが商用生産に用いられている。そ

の全ての機体で電力原単位が削減され、環境負荷の低減

が確認されている。本稿にて紹介するタイ初導入機は第

５基目のECOARCTMである。なお、ECOARCTMの名称

は、「ECOlogically friendly and ECOnomical ARC 

furnace」に由来する。
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２．省エネルギー技術

⑴　ECOARCTMの概要

　図１に示すように、ECOARCTMは炉と直結したス

クラップ予熱用のシャフトを有する。操業時、溶鋼が

溶解室に存在する状態でスクラップは予熱用シャフト

内にためられており、シャフト底部のスクラップは常

時溶鋼に浸かった状態にある。また、操業中は常時「フ

ラットバス」と呼ばれる鋼浴が保持された状態で操業

される。フラットバスはアークにより安定的かつ継続

的に加熱され、過熱された溶鋼に接したスクラップか

ら溶解する。酸素ランスと溶鋼へのカーボン吹き込み

により生成したガスもシャフトへ導かれ、高温の状態

でシャフト内のスクラップを予熱した後に排ガスダク

トから排出される。以上の手法により、ECOARCTM

では全てのスクラップが均等に高温の予熱領域を通過

するため、効果的に排熱回収（予熱）することができる。

ゆえに、ECOARCTMは最も効果的なスクラップ予熱シ

ステムを備えていると言える。

　図２に予熱用シャフト通過後の排ガスの流れを示

す。ECOARCTMでは、予熱用シャフトから出る排ガ

ス中のCOガスの２次燃焼割合（OD＝CO₂／｛CO＋

CO₂｝）は、60～70％である。この残存COガスが燃

料となるため、わずかな追加燃料の使用により、排ガ

スを予熱シャフトの下流に備えられた燃焼室におい

て、DXN類が分解するのに十分な時間と温度で燃焼

させることができる。そして、燃焼後のガスは冷却室

において冷却水スプレー直接冷却システムにより急速

に冷却され、DXN類の再合成が防がれている。この

プロセスは現在稼働中の全てのECOARCTMに適用さ

図１　ECOARCTMの概要図

図２　ECOARCTMの排ガス浄化プロセス
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れており、日本におけるDXN類の規制値を十分にク

リアすることができている。現時点では、タイでは製

鉄業に対するDXN類の規制がないが、将来的に日本

と同様な排出基準が作られたとしてもECOARCTMは

十分に基準を満たすことができるだろう。

⑵　ECOARCTMの商用生産性能

　表１に現在稼働中の５基、設計段階の１基の

ECOARCTMの仕様を示す。稼働中の４基では、エネ

ルギー消費の大幅な削減と建屋内外の環境負荷低減に

成功している。

⑶　その他の優位性

①　ノイズレベルの低減

　ECOARCTMではフォーミングスラグを維持した

フラットバス操業が行え、炉頂からのスクラップ投

入も行われないため、ノイズレベルを大きく低下さ

せることができる。

　当社により測定されたデータでは、従来炉におい

て約100dBのノイズが記録された溶解期の最後に

おいて、ECOARCTM では常に100dB以下（平均

90dB程度）までノイズレベルの低下が確認された。

更に、初回ヒートを除き炉頂からスクラップの投入

をしないので投入時のダストの大量飛散が起こら

ず、アーク炉建屋内は従来炉と比べて清浄に保てる

という利点がある。

②　フリッカと高調波歪み率の低減

　ECOARCTMでは常時フラットバス操業が行われ

るため、従来炉で見られるような投入電力の大きな

変動は生じない。従って、高力率、低フリッカ、低

い高調波歪み率を保つことができ、電力特性の調整

に必要な電気機器（SVC、高調波フィルタ等）を大

幅に減らせ、場合によっては不要にすることができ

る。

３．NEDOモデルプロジェクトの概要

⑴　プロジェクトの採択

　今回のNEDOモデルプロジェクトは、タイの省エ

ネ環境技術発展へ貢献し、日本の産業の競争力を高め

ることを目的に行われた。

　設備導入先のUMC Metals Ltd.（UMC）は、本モデ

ルプロジェクトに対する３社の候補からNEDOと当

社により選定された。選定時には、３社に対する設備

導入の省エネ効果と期待できる温室効果ガス（GHG）

の削減効果、投資コストが試算され、コスト回収能力

の確認が行われた。更に、タイ鉄鋼業界と候補３社の

エネルギーや環境に関するポリシーを含む詳細な調査

が行われ、本プロジェクトによる省エネ技術の普及や

景況向上の可能性、候補企業の資金調達能力が評価さ

れた。

⑵　UMC Metals Ltd.

　UMCはタイの製鉄メーカであり、70トンアーク炉、

レードルファーネス、連続鋳造機を備えている。既存

の機器の評価が行われ、必要となる省エネ設備が検討

された。表２に主要設備の仕様を示す。

＜UMCの概要＞

－主要製品：ビレット、異形棒鋼

－既存主要設備の概要

NO 1 2 3 4 5 6※１

稼働年 2001 2005 2008 2010 2012 2014

場所 日本 日本 日本 韓国 タイ 日本

出鋼量 70トン 140トン 130トン 120トン 70トン 200トン

電源タイプ AC AC AC AC AC AC

トランス容量 41MVA 88MVA 75MVA 80MVA 50MVA 115MVA

電極 20in 24in 24in 22in 22in 28in

製品 異形棒鋼
H形鋼
平鋼

山形鋼

自動車用
線材 異形棒鋼 異形棒鋼

ビレット
形鋼
棒鋼

※１　設計段階（2012年12月時点）

表１　ECOARCTMの主仕様

特集：製鉄機械
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⑶　新規設備の基本仕様

　省エネ効果、即ち電力消費削減に着目するため、新

規設備においても基本仕様は既設炉と同等である。ま

た、レードルファーネスや連続鋳造機等の下流設備の

生産性も、アーク炉の出鋼量を維持するため、既設の

ままとした。以上の条件に基づき、本プロジェクトで

導入された機器の仕様は以下の通り決められた。

－アーク炉：環境対応型高効率アーク炉（ECOARCTM）

－出鋼量：70tons/heat

⑷　機器配置

　環境対応型高効率アーク炉を導入するため、既設の

従来炉と排ガス集塵システム、燃焼室へとつながる水

冷ダクトの一部を取り除き、新しい排ガス集塵システ

ムと付帯機器を据え付けた。既設のトランスと電極ア

ームは流用し、既存のスクラップバケットはより小さ

なものへ変更した。 

プロセス 機器 仕様

アーク炉
（EAF）

炉体 AC 70トン、EBT

トランス 50 MVA

酸素吹込装置 水冷ランス

レードルファーネス
（LF）

容量 70トン

トランス 10 MVA

排ガス集塵 建屋集塵 20,000m³/min

４．現在の状況

　2012（平成24）年12月現在、UMCのECOARCTMは

ホットラン後の調整段階にある。ホットラン時の出鋼の

様子を写真１に示す。ホットラン後は順調にヒート数を

重ね、客先の環境に合わせた調整を行っている。既に仕

様諸元に肉薄しているヒートもあり、設備にも大きな問

題点はなく操業ができている。

　更に、当社は現在、出鋼量200トン のECOARCTM６

号機の設計を進めており、当社が、出鋼量70トンから

200トンのECOARCTMまで幅広く対応できることが明

らかになるだろう。

＜参考文献＞
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表２　既存主要設備の仕様

写真１　出鋼


