HDモールド
高精細－高性能

HDモールド

HDモールド
優れた設備保護と
最高級の製品品質のために
取り組み

SMSグループのソリューション

連続鋳造プロセスは、過去数十年にわたって開発
が進み、技術水準も高くなりました。
SMSグループが開発したHDモールドは、高品質
の温度データを再現し、モールドの中で起きてい
るプロセスをこれまでにない新しい方法で洞察し
ます。
SMSグループのHDモールドを使用すると、ブレ
ークアウト防止率（1回のブレークアウトは3千
万円以上の費用になります）とアラーム／減速率
（いずれの場合もコストは15万円以上になりま
す）とのバランスが最適になります。ROIは6ヵ
月未満です。

様々な新しい鋳造機を導入して近代化し、工場の
稼働率を高めたり製品の品質を改善したりするた
めには、HDモールドを使用することが必要不可
欠です。温度をより精密に測定するためには、過
酷な環境に適した信頼性の高いセンサーを設置す
ることが基本となります。このセンサーには、熱
電対（TC）および光ファイバーセンサー（FO）
の二つがあり、両者を組み合わせて利用すること
もできます。
また様々なHDモールド・アシスタント機能を利
用できます。アシスタント機能は、鋳造機のオペ
レータを先導したり、他の業務に集中して取り組
めるように支援したりします。

人間工学的なユーザーインターフェイスには、オンラインプロセスデータや、4つの銅板の温度マッピングが含まれています。
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HDモールド・アシスタント
ブレークアウ
ト防止アシス
ト

「ブレークアウト防止アシスト」は、貼り付きの検出およびブレーク
アウトの防止を行って、機械を保護したり工場の稼働率を高めたりし
ます。

モールド温度
アシスト

「モールド温度アシスト」は、熱除去の分布、SENの位置合わせ、撹
拌の効果及びストランドシェルと銅板の接触に関する、2Dおよび3D情
報を提供します。

テーパーアシ
スト

「テーパーアシスト」は、ストランドの短辺とモールド銅板の接触挙動
を評価して、鋳造製品の短辺の外形を最適化します（銅板短辺に光ファ
イバーセンサー埋め込み推奨）。

長手方向クラ
ックアシスト

「長手方向クラックアシスト」は、銅板表面の陥没、亀裂、及び陥没で
の滲出を検出して、後処理を容易にします。

クロッギング
アシスト

「クロッギングアシスト」は、非金属介在物の凝集や洗い出しを検出し
て、鋳造リスクの増大や製品品質の低下に関する情報を提供します。

バルジングア
シスト

「バルジングアシスト」は、表面欠陥につながるモールドレベルの変動
（ローラーの曲がり、自由界面変動）の発生源を特定します。
メンテナンスが容易になり、品質の低下に関する情報が得られます。

SEN寿命計算
アシスト

「SEN寿命計算アシスト」は、歩留りが最高になるようオペレータを支
援し、鋳造効率を最大限に高めます。

摩擦アシスト

「摩擦アシスト」は、オシレータの動きを監視して非対称なエネルギー
消費を表示します。これにより、異常に関する情報が得られます。

レベルアシス
ト

「レベルアシスト（光ファイバーセンサーを使用）」は、モールドパウ
ダーの影響を受けることなく、モールドの幅方向にメニスカスの形状を
評価します。モールドの水平度を早期に検出することによって、鋳造を
自動的に開始することができます。

凝固アシスト

「凝固アシスト（光ファイバーセンサーを使用）」は、モールド内で十
分に潤滑されている領域を特定します。モールドパウダーの挙動を最も
良い状態にすることによって、最高の表面品質を実現できます。
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HDモールドTC

HDモールドFO

熱電対を使用した従来の温度測定ソリューション
で、通常はこれを縦列横列に配置します。「シー
ス付き熱電対」を用いるのが最も一般的です。こ
れらを銅板の固定ボルトに挿入するので、ボルト
の数や機械的な位置に制約があります。

SMSグループは、光ファイバーを用いて信号の取
得を革新的に改善しました。測定ポイントは500ヶ
所を超え、熱電対システムに比べて密度が高くなっ
ています。このHDモールドFOの高密度な測定ポイ
ントは、モールドの高さ全体にわたって実現されて
います。測定ポイントの位置は自由に選べます。局
所的なストランドシェルの厚さ、ならびに液体およ
び固体のモールドパウダー層の厚さは、HDモール
ドFOの光ファイバー技術でなければ直接見ること
ができません。これにより、プロセスをより詳しく
理解することができます。

温度信号は、モールドの近くでデジタル化され、
高速バス接続を介してHDモールドサーバーに送ら
れます（SMSグループの特許）。

HDモールドTCの特徴
自動適合アルゴリズムにより、初めの鋳造からブ
レークアウトを防止します。
鋼種、絶対温度、モールドパウダー、めっき・溶
射材料、銅板の厚さと関係がありません。
貼り付きの検出率は95％以上です。
30 cm以上の長手方向の表面亀裂を安全に検出で
きます。
モールドパウダーの有効性を評価できます。
熱電対からの信号の異常を自動的に検出して原因
を探ります。
フライトレコーダーで履歴データを分析します。
異常モニタリングで様々な鋳造異常の統計的評価
ソフトウェア設計は、モジュールで拡張可能にな
っています。
「プラグ・アンド・ワーク」
あらゆるタイプの連続鋳造機の近代化に適してい
ます。
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HDモールドFOの特徴
温度プロファイルを高解像度で表示できます。
貼り付きの検出率が最高100％です。
アラーム率を30％以上に改善します。
モールド内で十分に潤滑されている領域（モール
ドパウダーが機能している範囲）を特定します。
電磁気の影響を全く受けません。
信号の動作が完全です。
4cm以上の長手方向の表面クラックを安全に検出
します。
メンテナンスフリー設計です。
過酷な周辺環境を考慮し、拡張型のビームコネク
タを用いてケーブル配線ができます（信号のスワ
ッピングはありません）。
高さ方向と幅方向に自由にセンサーを配置できま
す。
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“The information provided in this brochure contains a general description of the performance characteristics of the products concerned. The actual products may not always have these
characteristics as described and, in particular, these may change as a result of further developments of the products. The provision of this information is not intended to have and will not
have legal eﬀect. An obligation to deliver products having particular characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of the contract.”

