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課題 
市場の成長する需要に速やかに、柔軟に対応す
る

プラント最適化向けソリューション
ビレット鋳造プラントへの要望は近年、ずっと
高まっています。特に鋳造速度が着実に速く
なっています。従来型のプラントでは、鋳
造サ イズの 頻繁な変更は容 易ではあり
ません。プロセスのこの分 野で無駄な時
間が膨大に費やされていま す。
当然、時は金なりです。競争環境がますます激
化する鉄鋼業界にあって、高度な柔軟性と顧
客志向は成功を続ける上で、絶対欠くことの
できないことです。だからこそ、大多数の鉄
鋼会社はコスト効率のよいソリューションに
よ り、競争の需要に対応できるよう各プラン
トの最適化を求めています

生産性の向上とプラント可能性の安定化
プラントオペレータは今後、出力パラメータの
最適化により、運用コストを抑えて容量拡大お
よび品質改善を実現し続けることが必要にな
ります。長期的に市場パフォーマンスを強化す
るには、これが唯一の方法です。今後、プロセ
ス信頼性とメンテナンス不要の運用を確実に
していくには、最大限のプラント自動化が必要
になります。 これにより、機械および電子プロ
セスコンポーネントの間のイン ターファイス
が最適化されます。

柔軟な市場パフォーマンス
お使いのビレット鋳造プラントは、柔軟性およ
び費用対効果について、最新の生産に関する
自社の要件および顧客要件を満たしています
か？プラントの再調節にどのくらいの時間を
無駄にしたかの計算はお済みですか？まだお
済みではありませんか？  まだお済みではない
場合、今こそ、その計算の時期です。当社テクノ
ロジおよびソリューションは、品質と経済性を
決定づける重要なポイントに注目しています。
このことは特に既存プラントの刷新に当ては
まります。プロセスパラメータの最適な調整は
一般的に、市場での成功には重要です。専門
知識や製品を活用して顧客別の個別の要望
への対応ができるほど、市場でのパフォーマン
スをいっそう向上させることができます。この
課題に対応すべく、当社では貴社を Primetals  
Technologies - VAI、MHISES および  Concast 
India AS ONE に招待します。

長い製品に対する需要が成長を続けている中
で、プラントでの製品品質、生産性、可用性お
よびプロセス信頼性の要件も高まっています。
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期待される点 ...

 • 鉄鋼消費増加の点での高いプラント
可用性

 • 高いプラントパフォーマンスの最新コ
ンセプト

 • 品質要件の向上に対応した柔軟な技術
的アップグレード

 • 鋳造速度の向上 – 生産性の最大化

 • 運用およびメンテナンスコストを抑え
て、増え続けるコストによる圧力を補填
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当社のソリューション 
革新的で持続可能なビレット鋳造テクノロジ

専門知識元の一元化
今後のビレット鋳造プラントの要件および必
要性に個別対応し、最短納期で最適な出力を
実現することができます。幅広い専門知識と
実績に裏打ちされた利益から、当社は、世界
各地に2,500以上のビレットストランドを持つ、
世界市場に向けた一流サプライヤへと成長し
ています。ただ1つ残る疑問は、それは、当社に
よるサポートがどのくらい正確に貴社に対応
できるのか？ということです。

モジュールまたは完全パッケージ
これは質問であり、答えでもあります。当社で
は顧客の個別要件に対応できる、定義の正確
な、モジュラー型のテクノロジパッケージを提
供しています。

これらの要件は、新しいプラント向け、既存プ
ラントの刷新向けになる他、DiaMold または 
DynaFlex テクノロジ向け、最適な2次冷却ま
たは水処理の改善向けになる場合もありま
す。 当社と連携して、どのソリューションが最
適かを決めていくのは貴社です。

当社のイノベーションを貴社仕様にする
Primetals Technologies という社名は、イノ
ベーションを通じてリーダーシップを取ること
を意味します。 当社では、研究開発の分野に
おいて、優れた競争優位を築いてきました。要
点: 当社のイノベーションは直接、市場に関連
しています。つまり、当社の関心範囲は、

プラントオペレータとして貴社がどのようなテ
クノロジを求めているかに留まらず、その顧客
がどのような製品と品質を求め、期待してい
るかまで及びます。当社ではこの革新力を糧
に貴社のビレット鋳造プラントを最適化する
ための協力体制へと招待します。

サービス志向
当社のサービス範囲には、プロジェクトに先
立って実施する容量分析と実現可能性調査
および従業員のコーチング、またスペアパー
ツ生産とテクノロジの継続的更新が含まれ
ます。また、当社の長期、顧客別 Primetals  
Technologies 融資モデルも忘れてはなりま
せん。 
1つの目標を念頭において活動すること—貴
社がプラントのライフサイクル全体を通じて最
大のプロセス信頼性を実現する—が当社のす
べてです。

世界市場は日々急速に変化し、予測がます
ます難しくなりつつあります。トレンドは、生産
コストを下げても、高い容量を継続できるも
のへと
移行しています。この需要に対応していくに
は、最短納期で全体的ソリューションを最適
化することが求められます。顧客とのの綿
密な連携。これこそ正に、当社が Primetals 
Technologies たるゆえんです。
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PRIMETALS  TECHNOLOGIES ビ
レット連鋳機ソリューションの利点:

 • 高い信頼性と運用容易性 – 可能なか 
ぎり対象を広範にした標準化の活用

 • プロセスの最適化

 • 実証済みテクノロジパッケージおよび
検査済みオートメーションソリューショ
ンの活用

 • 鋳造速度の向上 – 実証済み高速鋳造
テクノロジを活用

 • 投資回収の早期実現 – 低運用コス 
ト と メンテナンスコスト抑制を通じて

 • 競争力の強化 
例えば、DynaFlex 油圧振動装置の 
早期採用によるテクノロジ活用

 • 実績による利益 – 全冶金プロセスおよ
び当社の革新力

 • 高いプラントパフォーマンス –  プラント
の全ライフサイクルおよびそれ以降のラ
イフサイクルパートナーシップの活用

5



Primetals Technologies のコンパクト、モジュ
ラー型ビレット連鋳機には、高度なテクノロジ
パッケージおよび特殊連鋳機の設備とコン
ポーネントが搭載されています。
高生産性、高度な生産柔軟性および高レベル
な製品品質のような、
今日の連続鋳造機の絶ゆることなく増大す
る要求に完全に一致します。
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全市場向け
オーダーメイドの 
ソリューション
PRIMETALS  
TECHNOLOGIES -  
VAI、MHISES およ 
び CONCAST INDIA   
AS ONE
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最大 50% の高速鋳造速度
高い生産柔軟性と品質には、技術機械、プロセス技術および オー
トメーションが最適な組み合わせで装備されたマシンが必要で
す。Primetals Technologies は、2,500以上の据付またはアップグレー
ド済みビレット連鋳機の実績をベースにしたビレット鋳造向けの個別
対応型ソリューションを提供します。Primetals Technologies ビレッ 
ト鋳造機は、鉄鋼等級によって異なるものの、50%も高速な鋳造 速 
度を可能にします

高パフォーマンスのビレット鋳造
モジュラー型鋳造機デザインは、DiaMold 高速鋳造テクノロジとを組
み合わせることで、プラントオペレータがプラント生産性を以前では不
可能であったレベルまで引き上げることができます。

品質保証テクノロジのパッケージにより、鉄鋼生産者が現在および将
来の市場要件に対応できるようになります。コンポーネントおよびシス
テムはすべて、適用基準および規格にしたがって設計され、できるかぎ
り最高の信頼性を実現するため、統合された生産およびプロセスオー
トメーション制御が装備されています。ビレット連鋳機に
は、DYNAFLEX 油圧振動装置が装備され、迅速な交換のためのモジ
ュラー型設備デ ザインとの組み合わせで新たな生産柔軟性を提供し
ます。
もっとも魅力あるメリットの1つが、堅牢で耐用期間の長いコンポーネ
ントによる運用コストの削減およびモジュラー型設備デザインによる
容易なメンテナンスであるのは確かです。

ビレット鋳造機テクノロジ 
高速ビレット鋳造機の  
実証済みソリューション

供給およびサービス範囲
 • 鉄筋等級向けビレット連鋳機

 • 高速鋳造対応機器

 • 高度な機械設備

 • 連鋳機の近代化更新

 • オートメーションパッケージ

主なメリット
 • 生産性向上

 • 品質向上

 • 信頼性改善

 • 生産柔軟性向上

 • 生産コスト低減
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当社のビレット鋳造サービス
当社では、貴社の御要求に基づいた、可能なかぎり最高のソリュー 
ションを展開するため貴社と密接に連携してまいります。 当社に 
は、世界1,800件の プロジェクト成功の実績がありますので、ご安心く
ださい。当社の顧客 関係では、世界各地の他社には真似できない、各
顧客プロジェクトに 合った形で対応しています。 現場チームは最 
適な協力体制によって、各市場に根差した業務対応を行っていま 
す。現地チームは各地の市場 条件に精通しているのみならず、各地 
域の言語や文化もよく理解して います。オンラインデータ管理は、世界
各地と、知識と実績の高速交換 を可能にします。

製造ネットワーク
当社では、自社製造センターおよび作業場において、重要部品および
特選設備を製造します。これらの施設は、顧客と近接した地域、ブラジ
ル、中国、フランス、ドイツ、インド、メキシコおよび米国にあります。こ
のように、当社では生産計画と材料の選定や部品製造、組立および
防錆処理から、出荷前検査および発送まで、プロジェクトの全 段階に
おいて最高水準の品質が満たせるように対応しています。Primetals 
Technologies の作業場と工場は国際基準認定を受けており、それぞ
れが同じ国際基準の製品および生産 (ISO9001:2008)、労働安全 (ISO 
18001:2007)、および環境コンプライアンス(ISO14001:2004）に対応し
ています。この結果、作業負荷バランスと生産予約管理を最適化でき、
厳しい納期の信頼に応えることができます。

出荷前には、装置および設備は作業場で可能な範囲で予め組立さ
れ、総合検査および較正を行います。機械設備、電気・自動化システ
ム、テクノロジパッケージおよびメカトロニクスソリューションを含
む、Primetals Technologies の垂直的かつ総合的な供給能力は、短期
据付、迅速な設備立上および保証された性能仕様の確実な実施の礎
となるものです。

2台の5-ストランドビレット鋳造機 OAO Magnitogorsk ロシア
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Primetals Technologies のコ
ンパクトでモジュラー型設計
のビレット連鋳機の特長は、
世界でもっとも高度なテクノ
ロジパッケージおよび特殊鋳
造設備とコンポーネントです。
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6

1 レードルタレット

2 タンディッシュ台車

3 DiaMold

4 DynaFlex 振動装置

5 DynaGap SoftReduction®

6 ローラーテーブル

7 切断装置

8 ダミーバーストレージ

9 搬送テーブル

10 クロストランスファー

11 収集テーブル、冷却ベッド
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製品品質および低コスト生産の需要が非常に高まる中で、ビレット 
製造者は、常に設備改善および効率的鋳造作業が求められていま 
す。  当社では、モジュラー技術パッケージの採用により、改造工 
事 期間短期化、また高速鋳造や多鋼種に対応できるサイズ変 
更の柔軟性、最新測定器具を利用して非常に短期間での設備立上 
曲線を実現しています。

最新の専門知識に基づき、生産のフル稼動まで顧客をサポートします。
方法やツールに加え、ライフサイクル管理での長期サポートも提供しま
す。特殊オートメーションソリューションは、簡単、安全で信頼の生産を
実現します。高度なプロセス信頼性は、最高レベルで再生産可能な結
果を保証します。

市場トレンドに対応   
PRIMETALS TECHNOLOGIES の革新的テクノ
ロジにより鋳造機のパフォーマンスを改善

ELBE-STAHLWERKE FERALPI、ドイツ
目標 
歩留まりおよび生産性の向上

ソリューション 
引出可能な DYNAFLEX 振動装置付き新型機械ヘッド

顧客の目標は、インラインストローク調節、非正弦振動機能、逆振動機
能、DIAMOLDチューブ付の新しいモールド装置および新設計の2次 
冷却システムを含む、技術的な特長のあるビレット品質の改善でし 
た。品質改良以外に、ESFは、生産出力の向上も希望していました。そ
のため、引出可能な DYNAFLEX 振動装置を ELBE-STAHLWERKE 
FERALPI  連鋳機向けに選択。このソリューションでは、鋳造プロセス 
を停止することなく、ストランド上で鋳型を交換することができ、その結
果、連鋳機の生産性および柔軟性が向上します。ボタンを押すと、すべ
ての機械接続 部の油圧が解除され、機械ヘッド全体 - 鋳型、鋳型テー
ブルおよび振動装置自体を含む - が、支持ホイールで固定された可動
式キャリッジにより、鋳造位置から引き出されます。停止から再起動ま
で、全手順に要する時間は15分、最大でも20分です。この手順に 
は、モールド交換、ダミーバ－の挿入、冷材セットが含まれます。

Acciaierie di Calvisano、(Feralpi Group、イタリア) の最新ビレット鋳造機
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BADISCHE STAHLWERKE、ドイツ
目標 
生産性向上および更新プロジェクト期間の短縮

ソリューション 
既存の5‐ストランドビレット鋳造機を 
新型の6‐ストランドビレット鋳造機に更新

Badische Stahlwerke GmbH は、Primetals Technologies と、ドイツ・
ケールの製鉄工場にて同社のビレット鋳造機 CCM 2 を交換する契約
に調印。元の5‐ストランドビレット鋳造機を、公称年間容量約130万ト
ンで、130 mm⾓、 160mm⾓ のビレットを有する6‐ストランドビレ ッ 
ト鋳造機に更新しました。プロジェクト目標は、既存の鋳造機をで き 
るかぎり短期間に交換し、生産力を向上させることでした。設備はす べ
て、シャットダウン期間をできるかぎり短縮する設計を採用しました。

同鋳造機は、2011年初頭に、わずか42日での再稼働に成功していま
す。

この鋳造機には、タンディッシュ台車からトーチ切断機まで、新しい設
備が装備されています。提供範囲にはカーブドモールドも含まれてい 
ました。引出可能な DynaFlex 鋳型振動装置を据え付け、同装置の全
振動周波数範囲にわたって振動パラメータを柔軟に調節できます。 
このソリューションは、油圧サーボを用いず鋳造プロセス中に 
ストローク、周波数、および波形の調節が容易に行えます。 引抜お 
よび矯正装置等も最新ソリューションタイプに交換し、新しいレ ベ 
ル1とHMI オートメーションシステムも据え付けました。また、更 新
後の鋳造機 には欧州安全基準 EN14753 にしたがって安全設 備が装
備されています。

Acciaierie di Calvisano、(Feralpi Group)、イタリアの新しい鋳造機ヘッド 
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数十年にわたる経験は、中でも特に、生産性の向
上、容量拡大、運用コスト削減と排出低減が重要と
なるビレット鋳造において当社の専門知識として反
映されています。

これらは、顧客がその成功に当社を活用した、およ
び当社自体を評価した成果です。成功したプロジェ
クトをよく観察し、当社が貴社をどのようにサポート
できるかを自身で見極めてください。

経験による専門知識 
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2,500ストランド以上の
ビレットCC据付実績 
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Primetals Technologies Austria GmbH
三菱重工業とパートナーとの合弁企業

Turmstrasse 44 
4031 Linz 
Austria 
 
primetals.com
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