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図1　鉄鋼製造プロセス

粉状の鉄鉱石と石灰石を高温で焼き固めた
「焼結鉱」や、石炭を蒸し焼きにしてできる高
純度の炭素の塊である「コークス」を、高炉
で化学反応させて「銑鉄」を取り出します。

「転炉」の中に、高炉から運ばれた「銑鉄」と鉄スク
ラップを装入し、高圧の酸素を吹き込むことで不
要な炭素分などを取り除き、「鋼」を作ります。

最終製品の形状・重量などに応じて、鋼
を特定の大きさに固める「連続鋳造」
です。鋳型に流し込み徐々に水冷し、凝
固した鋼をロールで引き抜いて必要な
大きさに切断し「鋼片」を作成します。
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新日鐵住金株式会社 設備・保全技術センター 様

新日鐵住金株式会社は、2012年に国内鉄鋼産業をリードする旧新日本製鐵・旧住友金属工業2社の経営統合により生まれ
ました。そして、総合力世界№1の鉄鋼メーカーという目標を掲げ、競争優位性の確立と企業価値向上を目指しています。
そのための取り組みの一つとして挙げられるのが、研究開発機能の強化や、既成概念に捉われない技術先進性の追求です。
今回は、Particleworksを先進的技術の一つとして採用されている、設備・保全技術センター機械技術部の田谷貴男様を
ご訪問し、製鉄プロセスにおける冷却水の挙動解析に活用されている事例などを伺いました。

世界No.1の鉄鋼メーカーを目指し、
Particleworksのような先端技術は
どこよりも先に使って優位性を保ちたい。

御社の事業内容についてご紹介下さい。

田谷様：弊社は、自動車、ビル、橋梁、船舶、家電製品など幅広
い産業用の鉄を提供しており、国内外の工場から現地のメー

カーさんに納入しています。例えば、永遠の命題である「薄くて、

強い鉄」を世界最高レベルで実現する高強度鋼板「ハイテン」な

どの技術先進性のある高機能製品を、高品質低コストでグロー

バルにお客様へ提供しています。私の部署では、鉄を作るため

の新規生産設備の計画・設計・導入や、既存設備の改造案の提案

から、設備を使う上で発生するトラ

ブルへの対応を含めた生産設備の

安定化・保全対応までを担当してい

ます。私はその中で、未解明な物理

現象を解明して設備対策に反映す

るためにCAEを用いています。

CAEの利用状況は
いかがでしょうか。

田谷様：私の所属する設備保全技術
センターには流体解析を行う技術

者と機械構造物の弾性変形や塑性、

クリープなどの構造解析を行ってい

る技術者がいます。他の部門にも

CAEの技術者がいますので、各部

門間でCAEの情報共有をしていま

す。CAE教育としては、ソフトウェ

アの操作教育だけでなく、構造と流

体の技術講座を製鉄所の若手技術

者向けに行っており、基礎知識を習得するための講座を行ってい

ます。そこでは、座学を行った後実際の製鉄所課題に対してＣ

ＡＥの操作/結果の評価を行って、レポートにまとめてもらいま

す。製鉄所の技術者も、CAEで得た結果を判断して次のアクシ

ョンに繋げなければならないですし、シミュレーションの過程

や計算のロジックを一通り知っておかないと、直接CAEを担当

しなくても各課題に対する計算の入力条件を上手く出せないと

か、結果が正しく判断出来ませんから、かなり本格的なCAE教

育を行っています。
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図2　スプレー水挙動の解析結果-レンダリング
（上：ロール側　下：スラブ側）

Particleworksの導入経緯をお聞かせ下さい。

田谷様：製鉄には、加熱と冷却というプロセスを繰り返しますが、品
質作り込みと設備保護の観点から冷却が重要です。非常に多くの

ノズルを用いて加熱鋼板を冷却

する際、ノズル同士の水が干渉す

ると製品の品質に影響します。

また冷却後の水も冷却に寄与し

ます。その評価には、実機規模

の装置で実験をするか、数値解析

を利用する時は格子法のCFDソ

フトウェアを用いて解析していま

した。しかし、格子法では、多く

のノズルを配置したモデルにする

と計算負荷が高いため、短工期

での設備設計の時間スパンでは

解を求めることはできません。また、複雑な自由界面を扱うには

メッシュを切るのにかなりの時間を要したり、空気まで計算するた

めに計算時間が膨大になったり、さらには計算が発散してその度に

メッシュを切り直すという課題があり、場合によっては途中であき

らめていました。そんな中、車にスプレーをかけ流体の動きを粒子

法で解析しているParticleworksの動画を拝見し、当社の課題にマ

ッチしていたので、１年間のレンタル期間を経て正式導入しました。

メッシュが不要ですから、検討期間も短かくなりました。格子法で

すと、収束計算を何回もやって計算が重いとか、メッシュサイズ以

下では解像できないなどの問題があります。粒子法は、計算は止ま

らずに現象は再現できますし、非常に使いやすいと感じました。

もともと粒子法は、最先端の技術でまだ研究段階だった頃から知っ

ていましたが、それが市販のCAEツールとして出てきたことや、

計算工学会の活動で粒子法を開発された越塚教授と馴染みがあ

ったということもあり、Particleworksを使うことになりました。

越塚先生には弊社にも来ていただき、講演会もして下さいました。

2011年からParticleworksのトライアルを始めたのですが、その

間に改善点も見えてきました。例えば、連続鋳造プロセスでは、

ノズルを楕円形にして冷却用の水の流れを拡げたいのですが、そ

の設定がデフォルト機能でなかったので、プロメテックさんにカ

スタマイズで対応いただきました。その他は、標準機能がしっか

りしていますので、基本的にはそれでカバーしております。

導入後の効果はいかがですか。

田谷様：使い勝手はかなりいいです。ユーザーインターフェイス
も非常に良く、多くのノズルを配置する際に座標と流量だけ入

れれば設定が出来るので便利です。また、Particleworksでな

いと解けない問題はたくさんありますので、今はどんどん使って

います。計算時間は、GPUのおかげでこの何年かで劇的にスピー

ドアップしました。実現象をより忠実に再現するために粒子径は

小さければ小さいほどいいので、欲を言えばもっと速い方がいい

ですね。大体2か月くらいで最終的な結果を出さないといけな

いので、2～3週間で計算規模の適正化を検討し、そこからケー

ス検討をします。ケース自体は1ケース3～4日で解析して2週間

くらいかけ、全体で設備のスペック提示が2か月程です。

今まで冷却水配置の設備設計では手計算と実験を繰り返し、手戻

りがあると実験装置の改造組替えを行うわけですが、これがかな

り大がかりでお金も時間もかかっていました。また、実験では外側

の大まかな流量や圧力までしか分からず、ノズル同士の水の干渉

までは飛散水に阻まれて観察できません。Particleworksは、中

の様子を断面表示できるので、どのように水が当たるかが分かり

ます。可視化により、次にどんな水の吹き方にするかというアイデ

アがわきやすく次のアクションに繋がりやすいです。また、あらか

じめ何パターンか試して最適なもので実験をしますので、手戻りは

格段に減りました。可視化のもう一つの良い点は、数値計算をし

ない依頼者側も議論に入れることです。それが非常に良くて、こう

いう配置だとより低コストで出来るなど、依頼者もアイデアが湧い

てきます。計算ばかりやっている人間はそういう発想は出て来ま

せん。そういう第一歩目のアイデアを、皆で議論できる場を作り出

せるツールですね。動画が

リアルすぎて何でも出来る

と捉える方もおられますが、

定量的な部分での差異が発

生することもありますので、

定性的な傾向を再現して、

その背後にある物理現象を

解明する所に注力していま

す。また、可視化について

は普段は粒子で確認します

が、社外に出すなど特別な

場合だけ、レンダリングして

見せることもあります。一

つこういう絵があると説得

力が違います。（図2）

具体的な解析事例をご紹介下さい。

田谷様：主な事例としては、鉄鋼製造プロセスにおけるスプレー
冷却水の挙動解析があります。連続鋳造鋳片、加熱鋼板の冷却

水挙動を可視化することで、冷却水がよどみなく均一に流れるか

どうか、冷却ノズルの配置や流量をどうするかの検討に用いてい

ます。連続鋳造では、鋳型に液体の鉄を流し込んで一次冷却し、

スプレーで水をかけながら二次冷却して固体にします。この鋳

造設備の高さは10ｍ程あるため、かなりの圧力がかかります。

すると固まりたての鉄は変形しやすく、バルジングといって風船の

ように膨張する可能性がありますので、それを防ぐために短いピッ

チのロールでサポートします。その際、ロールは長いままではな

く、剛性を高めるために分割して短いものを配置しています。こ

の分割により、垂れ水や溜まり水が発生して凝固が不均一となり、

新日鐵住金株式会社　
設備・保全技術センター機械技術部　
田谷貴男様
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図3　スプレー水挙動のモデル化
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図5　流量別スプレー水挙動の解析結果と実験結果との比較

5  L/min/nozzle 10  L/min/nozzle 20  L/min/nozzle

垂れ水が発生しスプレーと干渉 ロールから溜まり水が溢れる

傾向はほぼ同じ⇒計算モデルの有効性確認。中心部ロールでの溜まり水・スプレー干渉確認。

図4　スプレー水挙動のモデル化-粒子径の影響
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図6　鋼板冷却装置における、戻り水
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これによって中心偏析が起こってし

まいます。これが品質上良くないの

で、均一に吹きかためるようにスプ

レーを配置しているのですが、実際

に水がどのようにかかっているかは

実験では細かく評価できません。製

品品質の結果と仮説はありますが、

そこに至る主要なメカニズムが明ら

かになっていませんでした。そこで、

Particleworksを使ってスプレー水

挙動を解析するモデルを開発しまし

た。鉄鋼設備本体は、設備メーカー

がパッケージとして売っているもの

をそのまま導入するのではなく自分

たちが必要とするスペックを満たす

設備構成を設備メーカーに提示し、

その中での導入効果検証ツールとし

てシミュレーションを活用していま

す。（図3、図4、図5）

新しい事例では、鋼板冷却設備にお

いて大量の水を流すと、水切りノズ

ルにて水がせき止められない場合ラ

インセンサの動作不良等の問題が

起こるため、水をセンサ方向に流さ

ない設備スペックを粒子法で検討し

ています。（図6）従来は実験のみの

トライアンドエラーでしたが、実験

だと大流量のためにスプレーが干渉

する箇所の可視化は難しく、センサ

方向に水が流れる主要因子の特定

が困難でした。これを粒子法で可視

化することで、支配因子が特定でき

ました。そして、この可視化動画を

見ながら依頼元の工場の技術者を

踏まえた議論の中で横の壁の形状

変更をしたり冷却ノズルの位置を変

更するなどのアイデアが出てきて、

要求スペックを満たす設備を提示す

ることが出来ました。粒子法を用い

ることで実験水準の絞り込みができ、

実験設備の製作を含めた実験コスト

の削減と短工期での検討が可能と

なりました。そもそも、実験のみの

トライアンドエラーと短工期での検

討では、要求スペックを満たす設備

構成が提示できない可能性もあった

のではないかと思っております。
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プロメテック・ソフトウェア株式会社

本　　社 〒113-0033　東京都文京区本郷三丁目34番3号 本郷第一ビル8階
TEL：03-5842-4082　FAX：03-5842-4123

西日本支社 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄一丁目3番3号 朝日会館7階
TEL：052-211-3900　FAX：052-211-3901 

URL：www.prometech.co.jp
E-mail：sales@prometech.co.jp

開発元・国内・海外総販売店

Particleworksは粒子法の一種として開発されたMPS法（Moving Particle Simulation）の理論に基づく流体解析ソフトウェアです。格子生成が
不要な新しい計算手法で、流体を粒子の集まりとして表現し、飛沫などの自由表面をともなう液体の挙動を高精度に安定して解析できます。

プロメテック・ソフトウェア株式会社に事前の承諾を得ることなく、本記事の全部または一部を使用（複製・改ざん・頒布・送信・上映）することを禁止します。また、ダウンロード、プリントアウトされた複製物を、不特定または多数の人へ送信・配布することはできません。

参考資料
Prometech Simulation Conference 2014 講演資料

このように、粒子法によるシミュレーションを評価手段として取り入
れたことで、設備の検討プロセスが大幅に改善されました。粒子法に
よる解析は、複雑自由界面の計算が短工期で簡単に可能でかつ日本
が今優位な技術ですし、これからどんどん広まっていくと思います。

Particleworksをいち早く導入したのは、
御社の社風にもよるところが大きいのでしょうか。

田谷様：総合力世界No.1を謳っていますので。社風としても総合力
世界No1を実現するためのあるべき理想的な姿は何かを常に問われ
ますし、他社はどうなのかを意識し常に一歩リードすることを意識し
ております。ですからParticleworksのような新しい技術は、歴史
が短いという不安はありますが、適用して今まで解決できなかった
課題が解決できるのであればどこよりも先に使って結果を出したい
と思います。また、規模が大きい会社ですので、それぞれの分野で
強みがある人がたくさんいて、その人達と連携することで一人では出
来ない課題も解決できる良さもあります。そして、製鉄業は、24時
間稼働していて設備を止めることは避けなければなりませんから、
とにかく早く答えを出すというスピード感も大事にしています。

CAEのスキル習得での苦労などはございますか。

田谷様：CAEはあくまでも製鉄プロセスの課題解決の道具ですから、
原理原則に基づき計算結果に裏付けられた実現可能な解決策を出さ
なければ意味がありません。製鉄プロセスの多くは相変化や化学反応
を含む熱流体現象ですので、全てをCAEで解くのは現実的ではないで
すし、実験や手計算とCAEを組み合わせて使っているのが実態です。

ですから、それぞれの長所に加えて、案件のコスト/納期を考慮した
中でCAEを使ってどの部分をモデル化するかを見極めるスキルが必
要です。このスキルはCAEの理論を知っているスキルと同じくらい、
現場現物で課題の本質がわかっているかや、関係者とのコミュニケー
ションが重要になりますので、そのような配慮に苦労しています。

プロメテックやParticleworksへの要望、
今後の抱負をお聞かせ下さい。

田谷様：プロメテックさんには、要望に対して迅速かつ丁寧に対応い
ただいており満足しています。海外製のCAEでは共同開発がなかな
か進まないとか、開発者も海外にいて技術のコアになる部分が聞き
出せないことがあります。国内ベンダーさんですとスピーディに聞き
出せますし、技術サポートも素早いので、その点も非常に助かってい
ます。また粒子法のParticleworksでしか解けない現象があります
から、そこに付加価値があります。例えば液滴の物理現象を詳細に
扱うモデルなどを充実させてさらに使いやすくなれば良いですね。
それから、粒子の大きさを局所的に細かくするなど、大きさを変更
できる機能があれば良いと思います。そういったモデルを踏まえて
複雑な伝熱現象解明が粒子法を用いて行えればと思っております。

本日は、貴重なご意見をどうもありがとうございました。粒子径の
変更や熱流体解析などは、実現に向けて開発も検討中で、そう遠く
ないうちに機能としてご提供できるよう、開発を進めて参りたいと
考えております。この度は、業務ご多忙の中インタビューにご協力
下さり誠にありがとうございました。引き続きより良い製品開発を
ご支援できるよう、プロメテック一同ご支援させていただきます。

本社所在地：東京都 千代田区
設　　立：2012年10月  旧新日本製鐵（1950年発足）と旧住友金属工業（1949年設立）の経営統合により発足
事業内容：製鉄、エンジニアリング、化学、新素材、システムソリューションの各事業
ホームページ：http://www.nssmc.com
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取材日 2016年3月23日

本記事の内容は、取材時2016年3月の情報です。製品の機能および構成などは取材時より変更されている可能性がありますので、予めご了承下さい。最新の情報については、プロメテック・
ソフトウェア(sales@prometech.co.jp)までお問合せください。


