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まえがき

鉄鋼業は経営環境が悪化しているにもかかわらず，制御

装置の重要性と安定操業の確保のために，国内外で制御設

備の老朽化更新が継続的に行われている。しかし昨今のデ

フレスパイラルに見られるように，国内では設備投資の縮

小化および分割化がなされ，予算の規模は縮小化の一途を

たどっている。

製鋼設備は，複数の設備の制御装置が異なるメーカーで

構成されているので，その情報の集中化が必要である。ま

た省力化・合理化の加速による，オペレータおよびメンテ

ナンス要員の削減が進んでいる。

これらの条件を考えると，この更新におけるポイントは

次のようになる。

建設・運用のコストミニマム化

段階的な更新の実現

他メーカーとのデータリンク

管理データの電子化

保守性の向上・遠隔化

本稿では，旧形態の計器盤式制御システムの更新から，

十数年前の分散制御システム（DCS）の更新までを，一括

更新および部分・段階的更新の例を踏まえて説明する。

製鋼プラントの制御システムから見た特徴

製鋼プラントは高炉から受けた溶銑を，溶銑予備処理設

備から転炉設備，真空脱ガス設備，炉外精錬設備，および

連続鋳造設備を経て鋼塊とし，下工程へと渡す処理機能を

持っている。

２.１ 溶銑予備処理設備

複数の吹込みステーションと粉体輸送設備で成り立ち，

計測・制御システムは十数ループのアナログ制御と数百点

から数千点のディジタル入出力により構成される。必要と

される DCSは中規模となる。この設備は設備の建設当初

からほとんどが，DCSで建設されている。第二世代MIC

REX-ＰⅡ以降の DCS 数十セットが稼動している。

２.２ 転炉設備

２ないし３基の転炉と共通設備で成り立っている。転炉

では主に溶銑の脱炭を行い，その製鋼プロセスは複雑な化

学反応を伴っている。運転条件は複雑で，操業はバッチ式

であり，表１のような工程で操業される。設備は，上吹設

備，底吹設備，OG排ガス処理設備，OG排熱ボイラ設備，

サブランス装置，副原料・合金投入設備などの複数の設備

で構成されている。この転炉では，数十ループのアナログ

制御と１万点以上のディジタル入出力による大規模 DCS

が要求され，そしてランスの駆動制御系には高速のプログ

ラマブルコントローラ（PLC）が要求される。また上位の

プロセスコンピュータと密接に連携し，各設備で複雑な制
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表１　操業工程�

操業工程� 設備名称�

待　機�

副原料投入設備�
�
溶銑・スクラップ�
ひょう量設備�

前装投入準備�

主原料（溶銑・�
スクラップ）装�
入�

プロセス�
コンピュータ�

スタティックモデル計算�

底吹設備� 底吹ガスの流量切換�

吹　錬�

出　鋼（製品の�
最終調整および�
払出し）�

ランス昇降設備�
上吹設備�
底吹設備�

吹錬パターンによるランス高さ・�
酸素流量および底吹流量の制御�

OG排ガス処理設備�不活性ガスゾーンの形成制御�

NCP0（最適炉圧�
制御）設備�

転炉ガス回収�

OG排熱ボイラ設備�アキュームレータの最適運用制御�

副原料投入設備�
スラグ造さい材の投入�
冷却材の投入�
スロッピング防止材の投入�

サブランス設備�
溶鋼温度，溶鋼中のフリー酸素濃�
度および炭素含有量の測定�

プロセス�
コンピュータ�

ダイナミック制御�
吹止制御�

合金投入設備� 合金の投入�

主原料の指定量のひょう量�

機　能�
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御がされている。転炉は1960年代から建設されている設備

であり，計器盤＋ PLCの装置から最新式DCSに更新済み

の制御装置まで，装置の状況は多種多様である。世代別の

稼動 DCSは，第一世代の MICREX-Pは数セットで，第

二世代のMICREX-PⅡ（1991年ごろまで）から第五世代

のMICREX-AXまでの数十セットである。また転炉設備

は，複数の設備からなるため，未更新設備ではメーカーが

統一されていないのが現状である。

２.３ 真空脱ガス設備・炉外精錬設備

簡単な上吹・底吹設備，合金投入設備などで成り立ち，

その制御装置は，十数ループのアナログ制御と数百点の

ディジタル入出力により構成される。この設備は数十年前

から設置されているが，システムは計器盤＋PLCでの設

備が大半である。しかし10年ほど前から建設されているも

のは，小規模DCSが採用されている。

２.４ 連続鋳造設備

複数のストランドと共通設備により構成されている。制

御装置は，数十ループのアナログ制御と数百点以上のディ

ジタル入出力により構成され，中規模 DCSが適する。現

在稼動DCSは，MICREX-P，PⅡ，PⅢ，IXなど数十セッ

トある。

制御システムの更新・拡張および機能の向上

３.１ 設備投資の形態

次のような投資の形態がある。

設備更新の予算が DCSの導入に程遠く，現状の修理

部品が枯渇したアナログ計器の更新に限定する設備投

資

システムの一部を第一期工事で更新し，第二期工事お

よびそれ以降で，全体を DCSに仕上げる設備投資

第一期工事で PLCを更新するか，DCSの HMI（Human

Machine Interface）を更新するかの判断ポイントは，そ

の対象機種のメンテナンス用部品の枯渇状況による。

システムのすべてを一度で更新する設備投資

この設備投資は転炉設備全体になれば多額のものとなる

が，真空脱ガス設備などであれば，小規模 DCSの適用で

可能なので，設備投資はそれほど大きくはならない。一括

更新の場合，設備の全体のたたずまいが明確に決定でき，

システムのより高度な自動化を含めて，システムは構築し

やすい。

３.２ 更新・拡張の形態

更新・拡張形態は次のように各種いろいろなものがある。

アナログ計器限定の更新，小規模DCS（パソコン＋ PLC）

での更新，および最新の第五世代MICREX-AXを採用し

た更新・拡張とがある。

３.２.１ アナログ計器に限定した更新

デスク・計器盤に設置している調節計をディジタル調節

計コンパクトコントローラＭ（型式：PDA）に更新し，

その他のアナログ信号もそれに取り込む。このコンパクト

コントローラＭは，オープン化・ネットワーク化に対応し

ているので，上位とのデータリンクの基礎ができる（図１

参照）。最大４ループの制御ができ，またトレンド表示機

能もあり一種の超小型DCSといえる。入出力は，AI ８点，

AO8 点，DI 10点，および DO 10点である。転炉・OG排

ガス処理設備などでこの更新方法を実施してはいるが，将

来の拡張性に欠け，あくまで応急の対策と考えるべきであ

る。

３.２.２ 小規模DCS（FOCUSおよび FOREST）での更新

PLC（MICREX-F，SX）に PID 制御モジュールを搭載

し，十数ループの制御を行う。また既設に PLCが設置さ

れていれば P，PEリンクで接続し，PLCの情報をパソコ

ンに集中化できる。アナログ制御ループが少なく，電気制

御が主体になる真空脱ガス設備・炉外精練設備，および単

独監視・制御される転炉の水処理装置などにこの方法は適

している。しかし転炉装置においては，将来の発展性を考

えると，HMIに MICREX-AXの AOS-PC2000を適用さ

せることが得策である。

３.２.３ 第三世代MICREX-PⅢでの増設

MICREX-AXには制御 LANが DPCSの機種があり，

MICREX-PⅢと混在でき，更新前に設備の増設ができる。

このMICREX-AXは将来活用できるので，むだのない設

備投資が可能となる。

３.２.４ MICREX-PⅡのMICREX-AXでの更新・拡張

転炉では装置全体の一括更新が今まで主流であった。し

かし今後は，経済事情により，段階的な更新・拡張に移行

すると考えられる。MICREX-PⅡはゲートウェイを使っ

て，MICREX-AXへの更新が段階的にできる（図１参照）。

またソフトウェアのコンバートにより，HMIのソフトウェ

ア財産はMICREX-AXに容易に継承できる。

またMICREX-PⅡは，既設ロッカーの I/O 端子部分が

コネクタ方式になっているので，ロッカー（不要なMPU

などの機器は撤去）ごと流用でき，外線ケーブルもほとん

どそのままの状態で流用できる。これにより工事費用を大

きく削減できる。この方式は製鋼分野を含め他分野でも実

施済みである。

保守部門の詰所に保守用 HMIを設置するために，デー

タウェイ（DPCS）やビデオ信号を光ケーブルで延長して

いたが，MICREX-AXの場合は，容易に Ethernet
〈注〉

でパソ

コンと接続できるので，市販ソフトウェアの導入により，

インターネットで遠隔監視ができるようになった。高価な

DCSの HMIを設置しないので，建設費用が減少する。

３.３ 他設備との伝送

他メーカーの設備との伝送は，情報の集中には欠かせな

いものである。伝送の方法は，FL-net，ME-NET，Ether

netなど各種存在するが，その特徴を考えて適用する。
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〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標
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３.３.１ FL-net

他社 PLCとの接続は，新設の場合においては国内で標

準化されている FL-netが最適であり，今後の主流となる。

2000年から転炉設備で適用したものがすでに稼動中である。

３.３.２ ME-NET

既設の他メーカーの設備と LANで接続する最強の手段

は，汎用 PLCの標準 LANである ME-NET〔伝送速度

1.25 Ｍビット/秒（bps），ブロードキャスト伝送，最大64

局〕を使用することである（図１参照）。この ME-NET

は汎用 PLCであれば追加でき，ソフトウェア定義は容易

なので，自社 LANを使用している意識で取り扱える。製

鋼設備では，数セットの実施例がある。

３.３.３ Ethernet

他社の DCSとの Ethernetを使った制御 LANの接続は，

接続の経験のない PLCが対象になれば，伝送手順の取決

めおよび接続試験などが必要になり，前出のME-NETな

どと比較すると適応しにくい面がある。しかし情報 LAN

においては，そのオープン性により，電話回線を使用した

遠隔からの設備診断，操業解析など用途は格段に広がって

いく。

機能向上

パソコンの情報処理機能を利用したシステムを以下に紹

介する。このシステムに使用するパソコンは，付帯装置な

ので，FAタイプではなく標準品を使用している。

４.１ パソコントレンドシステム

高速（数百 ms）で多量のデータトレンドは DCSには

不向きである。PEリンクでコントローラに接続されたパ

ソコンを設置し，パソコントレンドシステムを実現させる。

データは，市販ソフトウェアで加工するために定形フォー

マットで取出しができる。このシステムは十数年にわたり，

改良を重ね数世代の DCSで運用されてきている。

４.２ パソコン警報管理システム

このシステムは，MICREX-PⅢシステムにおいて，操

作履歴およびアラーム印字の紙詰まりを端に開発されたも

のである。プリントアウトさせる代わりにパソコンに記憶

させるものであり，ペーパーレス化と多量の履歴保存可能

になり，保守部門に貢献している。当然最新機種において

は，Ethernet 経由にて本機能は実現される。

あとがき

製鋼における計測・制御は，計器盤・リレー盤による計

測・制御装置からメーカー独自の DCSを経て，オープン

なパソコンを主体にした DCSと発展してきた。これから

も更新を容易にする連続性のある計測・制御システムを考

え，またランニングコストまでを含めたトータルコストの

最小化を常に意識し，ニーズに添った的確なソリューショ

ンを供給していく所存である。
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転炉コンピュータ�

ソフトコピー用�
プリンタ�

転炉（上吹）OG�
ACS-2000

底吹�
ACS-2000

副原料投入�
ACS-2000

合金投入�
ACS-2000

共通OG，ボイラ�
ACS-2000

MICREX-F

ME-NET
Tリンク�

コンパクト�
コントローラM

副原料，合金鉄�
輸送�

他社PLC

他社PLC

純水装置�

他社PLC

スクラップ，溶銑�
ひょう量装置�

ランス，サブランス�
ACS-2000

PまたはPEリンク�

ゲートウェイ�
ACS-2000

PCS-100

集じん装置�

HDC-100

NCP0

DPCS-E

AOS-PC2000 AOS-PC2000
ADS-PC2000 AES

パソコン�
トレンド�

ADS-PC2000

所内遠隔監視用�
パソコン�

遠隔監視用�
パソコン�

共通設備�各炉設備�

情報LAN：Ethernet（10 Mbps）�

制御LAN：FL-net準拠（100 Mbps）�

図１　転炉制御システムの構成
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