
機能
Sinter Optimizationは、原料の配合法、化学的特性および物理的特
性を含むプロセスパラメータの完全な履歴、およびプロセス測定値を
提供します。これにより焼結プロセスのプラス/マイナス両面の状態の
総合的分析をおこなうことが可能です。

焼結エキスパートシステムの全体の機能は、オペレータの介入を最小
にとどめて最適な焼結機運転を可能にすることにあります。このソリュ
ーションは、たとえば新たな原料成分と品質、人的要因、プロセス状態
の変化により生じるプロセスの変動を軽減します。システムがプロセス
の異常状態やプロセスの変化に速やかに対応し、総合的な焼結プラン
トの安定操業を実現します。

正確なタイミングで制御動作を実施し、外乱を正確に予測することは、
重大なプロセス状態を防止し、低生産コストで高い生産量を維持する
ためには最も重要です。

このシステムにより、オペレータの勤務シフトとは無関係にプラントを
稼働することが可能となります。その結果、焼結プラントを24時間順調
に稼動させることができ、装置の寿命が延び、生産コストが低減され
ます。

システムの構成
 • プロセス情報システム

 • プロセスモデル

 • エキスパートシステム

サービス内容
 • 統合エンジニアリング

 • 据付け立会指導

 • 試運転立会指導

 • メタラジーとプロセスのノウハウ

 • 運転の最終調整

 • 運転と保守の現地トレーニング

 • 遠隔サポート

 • 配合原料のオンライン化学成分測定装置の組み込み
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プロセスモデル
 • 焼結プラントの原料配合計算

 • 混合鉱石ベッドの原料配合計算

 • 配合履歴モデル

 • 配合トラッキングモデル

 • 混合鉱石ベッドのスタッキング計画モデル

 • 混合鉱石ベッド分布モデル

 • 通気度計算モデル

 • 調和粒径計算モデル

 • BTP(Burn-Through Point)/BRP(Burn-Rising Point)計算モデル

 • Burn-Through時間予測モデル

 • SWGR(Selective Waste Gas Recirculation)最適化モデル 

エキスパートシステムの知識ベース
 • ラボ分析にもとづく塩基度ルール

 • オンライン測定装置にもとづく塩基度ルール

 • 新材料分析ルール

 • 焼結プラント返鉱ルール

 • コークス装入ルール

 • 原料水分ルール

エキスパートシステムによる制御項目
 • 水分添加制御

 • BTP(Burn-Through Point)/BRP(Burn-Rising Point)制御

 • 幅方向BTP(Burn-Through Point)制御

 • サージホッパーのレベル制御

主な利点
 • Sinter Optimizationは、焼結プラントに利用できる最先

端のプロセス最適化システムとして、原料選択、焼結鉱品
質、エネルギー効率および生産性を犠牲にすることなく、
大幅なコスト低減とプロセス改善を可能にします。 

 • 正確な化学成分目標を有する最適配合計算および追加
の制御ループにより、最高品質の焼結材料の生産が可能
になり、同時にコークス消費量が効果的に削減されます。 

 • BTP(Burn-Through Point)の最適な位置制御と均一な
火炎が得られることにより、最大の生産性が達成可能で
す。
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