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現在，鉄鋼業界では，地球環境対策として「環境調和型製鉄プロセス技術開発」（COURSE50）という長期国

家プロジェクトに産官学一体で取り組んでおり，CO2 削減を目指している。当社は，そのプロジェクトでガスク

ロマトグラフ GC8000 を付加した分析システムを提供することで，試験高炉の炉頂，炉内各部の圧力，温度，各

成分測定を可能にした。その結果，固体物で充満している試験高炉内部のガス，温度，圧力の各部水平方向の分

布が把握可能となり，試験実施時の CO2 削減レベルの数値把握を可能にした。

本稿は，COURSE50 プロジェクト及び試験高炉測定概要と，パイロットレベルでの総合実証試験において重要

な役割を果たしたガスクロマトグラフ GC8000 を用いた分析システムを紹介する。

Currently, the Japanese steel industry has been working on a long-term national project 
named “Environmentally Harmonized Steelmaking Process Technology” (CO2 ultimate 
reduction in steelmaking process by innovative technology for cool earth 50: COURSE50) as 
a global environment preservation activity for the reduction of CO2 emissions in an industry-
government-academia integrated collaboration. We have performed measurements of pressure, 
temperature, and components of the top and internal points of a test blast furnace by applying a 
gas chromatograph GC8000 to an analyzer system. With the analyzer system, we achieved the 
horizontal distribution monitoring of gas components, temperature and pressure at each part 
of the test blast furnace which was filled with solid materials, thus enabling the CO2 emission 
reduction during the test to be quantitatively determined.

This paper outlines the COURSE50 project and the test blast furnace measurement, and 
introduces the analyzer system using a gas chromatograph GC8000 which played an important 
role in the comprehensive verification tests at the pilot level.

1. はじめに

地球温暖化が深刻視されている現代において，先進
国の日本が果たすべき責任，義務は国際社会の中で大
きい。温暖化対策は世界的な課題であり，CO2 の排出
削減，省エネ技術開発は環境対策として必須となって
きている。2007 年に発表された「美しい星 50（Cool 
Earth50）」i においても，「省エネなどの技術を活かし，
環境保全と経済発展を両立させること」が提言され，そ

れを達成するための「革新的技術開発」の１つとして
「環境調和型製鉄プロセス技術開発（COURSE50：CO2 

Ultimate Reduction in Steelmaking Process by Innovative 
Technology for Cool Earth 50）」が位置付けられた (1)。

この背景として，日本の産業部門において，鉄鋼業界
の CO2 排出量が全体の約４割を占め，その約７割が高炉
を用いた製鉄プロセスで発生していることが挙げられる。
また，既に日本の鉄鋼業の鉄鋼生産におけるエネルギー
効率は世界一であり，CO2 排出削減ポテンシャルは大き
くない。その状況からさらに CO2 排出量を削減するため
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には，革新的技術開発が必要であることも背景として挙
げられる。COURSE50 では，CO2 排出削減，CO2 分離，
回収により，CO2 排出量を約 30% 削減する技術を開発す
ることを目標としている。2030 年頃までに技術を確立
し，2050 年までの実用化・普及を目指している (1)(2)。

現 在，COURSE50 の ス テ ッ プ ２（2013 ～ 2017 年
度）の技術開発を，国立研究開発法人 新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO: New Energy and Industrial 
Technology Development Organization） の 委 託 研 究 開
発プロジェクト「環境調和型製鉄プロセス技術開発」と
して，産官学一体となって取り組んでいる (2)。図 1 に

COURSE50 スケジュール，図 2 に研究開発体制を示す。
このプロジェクトでは，国内で約 25 年ぶりとなる試

験高炉を開発し，その試験高炉を使って技術開発を行っ
ている。当社は新日鉄住金エンジニアリング株式会社殿
の下で，試験高炉の一部である通常操業指標，新技術の
成果指標となるガス成分を測定する分析システムを開発，
提供し，現地調整を行っている。

本稿では，試験高炉の測定概要と，そこで使用される
ガスクロマトグラフ GC8000 を用いた分析システムを紹
介する。

図 1 COURSE50 スケジュール
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2. 現行の高炉プロセスと COURSE50 技術

本プロジェクトにおいて，横河電機は試験高炉のシャ
フト内のガスや炉頂ガス等のガス組成を分析するプロセ
ス分析計を納入した。COURSE50 では「CO2 を減らす技術」
と「CO2 を分離回収する技術」の２つの大枠の技術開発
を目指しており (3)，今回の分析システムは，前者の成果
指標として大きな役割を担っている。図 3 に，現行の高
炉プロセスと COURSE50 で開発される技術を示す。

3. 試験高炉の測定概要

今回，試験高炉に提供した分析システムの大きな特徴
は，炉内の温度分布やガス組成等を確認する測定装置で
ある「水平ゾンデ」を，上・中・下段に設置したことで
ある。そして，高さ方向のどの位置からもガスの採取や
温度測定，炉内ガス成分の分析を可能にする分析システ
ムを当社が開発したことである。

今回，当社のシステムで実現する試験高炉ガス成分測
定の測定ポイントは，シャフト部（水平ゾンデ（上・中・
下，各 12 点合計 36 点）），炉頂部分である。図 4 に，主
なガス成分測定ポイントを示す。

図 4 主なガス成分測定ポイント

4. GC8000 分析計概要

高炉ガス測定システムでは，多成分の同時測定が必
要であるため，分析計には，当社のガスクロマトグラフ
GC8000 を用いた。GC8000 は，操作部に大型カラータ
ッチパネル液晶を搭載し，試験高炉の暗所でも操作性が
良い。また，測定仕様ごとに専用設計され，信頼性も高い。

本 シ ス テ ム で は， 炉 内 用， 炉 頂 用 と し て ２ 台 の
GC8000 を用いた。各測定ポイントのサンプルは，H2 を
含む同じ測定成分の無機混合ガスである。このため，検
出器には TCD（熱伝導度検出器），キャリアガスには He
を共通で用いた。また，各測定ポイントの測定方式，機
能の差を考慮し，炉内用でのサンプル採取量は炉頂用よ

シャフト部

水平ゾンデ

炉頂ガス
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図 3 現行の製鉄プロセスと COURSE50 開発技術
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りも少なくし，分析周期は炉頂用よりも若干長くした。
製品生産工程管理指標を得るためには，一般的に連

続測定方式の分析計を用いる。そこで炉頂用においては
GC8000 を用いて，運転開始後，停止指令が入力される
まで常時測定を続ける。しかし，炉内用においては，任
意の時点で測定を行うだけである。炉内のサンプル採取
点では，ガスは高温であり，焼結鉱やコークス等の原料，
および多量のダストが充満しているため，ガス引き込み
時には，大規模な装置が動作すると共に多量の N2 ガスが
消費される。電気，ガスのランニングコストを抑えるた
めに，任意の時点でバッチ方式にて測定を実施する。

上述した２台の GC8000 は，各々５，６章と７章で説明
する各測定システムと連動し，多成分を同時に測定する。

5. 炉内測定システム

炉内測定システムは，主に水平ゾンデ測定システムか
ら構成される。測定システムのフロー図を，図 5 に示す。
また，表 1 にシステムの構成装置と特徴，表 2 にシステ
ムの概要と機能を示す。さらに，表 3 にステーションの
機能，図 6 にステーション外観を示す。 

表 1 炉内の各測定システムの構成装置と特徴

表 2 測定システムの概要と機能

表 3 各ステーション機能

図 6 ステーション外観

システム 構成装置 装置特徴

水平
ゾンデ

ゾンデプローブ 温度計付

ゾンデ駆動装置 空気圧でゾンデプローブを駆動

バルブ
ステーション

主に圧力伝送器（EJX），タンク（フ
ィルタ付）を搭載

アナライザ
ステーション

主に GC8000，制御盤（タッチパネ
ル，FA-M3），タンク，エジェクタ，
加熱用ヒーター，冷却用クーラーを
搭載

DCS 主に各測定指令，分析計データ含む
入力信号を処理

水
平
ゾ
ン
デ

概
要

試験高炉の炉胸の上部，中部，下部のプローブからサ
ンプルを採取し，各部のガス圧力と温度を測定する。
サンプルの性状 ( 温度，圧力，水分量，ダスト量 ) を
整えた後，そのサンプルを分析計へ導入し，サンプル
を成分分離し，各ガス成分の濃度を測定する。

機
能

炉胸の水平方向のガス組成，圧力，温度の分布が測
定可能となり，試験高炉の各状況が数値で把握可能
になる。また，その状況を把握することにより効率
的な原料投入を可能とし，品質の高い銑鉄の生産を
可能にする。

ステーション 機能

バルブ
ステーション

タンクを有し，サンプルを一時保管，性状を整
える役割をする。同時に N2 パージ機能を有する。

アナライザ
ステーション

分析計，負圧機構等を有し，サンプルの性状を
さらに整え，分析計へ導入する機能を有する。
同時に N2 パージ機能を有する。
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図 5 炉内測定システムのフロー図
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今回の測定システムでは，炉内，炉頂の各測定システ
ムのユーザインタフェース部にタッチパネルを採用した
ことと，炉内測定システムに，H2 の濃度に合わせ，高低
レンジ切り替え機能を備えたところに特徴がある。

図 7 に炉内測定システムのタッチパネル画面を示す。
従来は，個別のボタンやランプ等で構成されていた状態
確認，表示，操作部にタッチパネルを採用した。これに
より，試験高炉の開発では避けられない仕様変更に柔軟
に対応することを可能にした。モニタ，状態，操作，異常，
保守の画面をそれぞれ設け，用途ごとに１つの画面に情
報を集約することで，測定箇所，動作工程，経過，時間，
異常特定等の確認を容易にした。また，各時間変更を容
易にし，操作性や暗所での視認性も向上させた。

図 7 炉内測定システムのタッチパネル画面

また，高炉の炉内ゾンデ分析システムで初めて高低レ
ンジ切り替え機能を搭載した。通常の操業中の高炉は，
各部の測定値変動は少なく，測定レンジ域から出ること
はない。しかし，試験高炉では，様々な条件で操業する
ことを想定しており，通常の高炉で使用する H2 レンジで
は正確な測定が不可能になる。そこで，高 / 低という２
つの H2 レンジを分析計にもたせ，制御盤と DCS 双方か
ら選択を可能にした。そして，分析周期ごとにレンジ確
認を実施し，有効性確認機能も付加することにより，サ
ンプル中の水素量の変化に影響受けずに正確な測定を可
能にした。

この後，炉内測定システムを構成するシステムについ
て説明する。

6. 水平ゾンデ測定システム

水平ゾンデ測定システムは，DCS の測定開始指令で，
表 4 の①から⑥の工程順に，表 1 の各装置が連動的に動
作し，分析計で測定する。

水平ゾンデの測定には，上部，中部，下部の内，選択
箇所の選択ポイント（12 点のうち１点）を測定するポイ
ント測定と，全点（12 点全点）を連続測定する全点測
定の２種類の測定モードがある。またその測定モードは
DCS で選択する。

表 4 の動作により，各時点で各ガス成分の値を計測で
き，時間の経過とともに濃度が変化し，トレンドを形成
していることを確認できた。この結果から，水平ゾンデ
測定システムは，二つの方式により，サンプル採取点ご
とに異なる各ガス成分濃度を周期ごとに有効に測定でき
ていることがわかった。
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表 4 水平ゾンデ測定工程ごとの各装置動作表

装置 バルブ
ステーション

アナライザ
ステーション プローブ

GC8000

動作 状態

モード 全点 ポイント 全点 ポイント 全点 ポイント 全点 ポイント 全点 ポイント

工
程

① N2 パージ

タンク負圧

移動 ― ストップ

②

サンプル導入

測定ポイント

準備時間

ラン

圧力測定

整圧

③ サンプル送出
サンプル置換

サンプル移送

④ 測定待機 大気圧平衡
分析周期

⑤ フィルタ逆洗 配管パージ

⑥ N2 パージ タンク負圧 ― 前進 後退 分析周期 分析周期 ラン ストップ

― 継続 終了 継続 終了 継続 終了 継続 終了 継続 終了

＊全点選択時は，全点測定完了まで②～⑥を繰り返す。
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7. 炉頂測定概要

炉頂測定システムは，試験高炉の高炉ガス脱塵処理系か
らサンプルを採取する。測定システムの構成を表 5 に示す。

表 5 炉頂測定システムの構成装置と特徴

DCS からの測定開始指令により，サンプルの導入を
開始する。サンプルガスの清浄度が低いので，保守効率
を高め安定した常時連続測定を行うために，２系統のサ
ンプラを有している。サンプラの切り替えについては，
DCS またはタッチパネルからのサンプラ系統切り替え指
令により，次分析周期から系統を切り替える。通常高炉
では切り替えと同時に間欠パージ等を行い，未選択ライ
ン閉塞防止等を行うが，試験高炉という特性上，N2 パー
ジは手動とした。図 8 に炉頂測定システムのタッチパネ
ル画面を示す。炉内と同様の画面構成にしており，選択
中の系統確認，N2 パージの動作時確認も可能である。

図 8 炉頂測定システムのタッチパネル画面

8. おわりに

本稿では，COURSE50 プロジェクトとそこで使用する
試験高炉の測定概要を紹介し，試験高炉として世界初の
上中下３箇所において水平ゾンデガスの測定を可能にし
た GC8000 ゾンデ炉内分析システムについて紹介した。

当社は，PGC（Process Gas Chromatograph）で，国内
外で 50 年以上の実績があり，分析システムでも様々な
プラントで実績がある。測定で得られた各指標が，お客
様のプラントの操業，運転効率等の指標だけでなく，環
境問題の解決策に繋がる重要な要素にもなってきている。

当社は，本分析システムのように，お客様と共創した
システムソリューションを提供することにより，お客様
の新しい価値創出に貢献し，さらに地球環境にも貢献し
ていきたく考えている。

最後に，本件は国立研究開発法人 新エネルギー・産業
技術総合開発機構の委託研究開発プロジェクト「環境調
和型製鉄プロセス技術開発」の一部として実施したもの
である。この場を借りて厚く御礼申し上げる。
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* EJX は，横河電機株式会社の登録商標です。

構成装置 装置特徴

サンプル
プローブ

ここからサンプルを採取する。後段機器，ラ
イン保護のためダストを除去する。

1st サンプリング
装置

プローブ，ライン目詰まり防止のため N2 パ
ージを行う。また，サンプラ 2 系統を切り
替える。

2nd サンプリング
装置

サンプルの流量，圧力調整を行い，分析計が
測定可能なサンプル状態にする。

分析計 GC8000 本稿の 4 章を参照のこと。ここでは省略する。
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