
まえがき＝鉄鋼材料の高清浄化のニーズは年とともに強
まっており，溶鋼中に存在する介在物を効果的に除去す
ることが，製鋼プロセスでの重要な課題になっている。
数μmの微小な介在物粒子は単独での除去は困難であ
るが，凝集して巨大化した場合には浮力差を用いて浮上
分離が可能である。しかし，凝集して巨大化した介在物
が浮上分離せずに鋳片中に残存すると重大な欠陥となる
可能性がある。
　一方，介在物を低減するのではなく，鋼中に微細分散
させることにより，結晶粒の成長抑制をおこない鋼材の
特性向上を図るオキサイドメタラジーの技術も検討され
ている。
　このような課題に対処するために，溶鋼中の介在物挙
動を明らかにして積極的に制御する技術が求められてい
る。介在物の挙動を検討するにおいて，介在物の大きさ
の変化をあらわす粒子同士の凝集合体は非常に重要な現
象であり，各種の凝集のモデル1）～3）が提案されている。
　しかし，介在物粒子の形状および濡れなど粒子表面の
性質が凝集速度に及ぼす詳細な影響については明らかに
されていないこと，また介在物の粒子径ごとの濃度の時
間変化（ポピュレーションバランス）を表すモデルにお
いて精度良く予測できない場合 4）があるなど，問題が存
在していた。
　そこで，表面の性質を考慮した介在物の乱流凝集のモ
デル化をおこない，溶鋼流動と連成して精度良く介在物
の粒子径ごとの濃度分布と時間変化が予測可能なモデル
の構築をおこなった。

1．粒子の凝集モデル

1．1　乱流凝集理論

　介在物の凝集体の成長と個数の変化は，介在物の個数
濃度の釣合いの変化を表すポピュレーションバランス式

と一対の粒子の衝突の頻度を示す凝集係数の組合わせで
表される。
　�個の単位介在物粒子から構成される凝集体の個数濃
度��（m－3）の時間変化は，Smoluchowski のポピュレー
ションバランス式 5）が用いられている。しかし，この式
は同－の個数から構成される凝集体同士の衝突の取扱い
に誤りがあったため 6），次に示す修正した式（1）を用いた。

　 
  ……………（1）

ここに，δ��はKronecker のデルタ関数で，�＝�の場合
δ��＝1，�≠�の場合δ��＝0である。���は�個と�個から
なる凝集体の単位時間・単位体積あたりの粒子の衝突回
数（m－3 s－1）である。
　製鋼プロセスでは攪拌や熱対流により溶鋼には強い乱
れが存在しており，介在物の凝集は乱流凝集が支配的 7）

であると考えられている。そこで，次に示すHigashitani
らの乱流凝集のモデル 8）を用いて粒子の衝突頻度を表し
た。
　���＝α［1.3（��＋��）3（ε�ν）1/2］・��・��  …………………（2）
ここに，�は粒子半径（m），εは粒子を取巻く溶鋼の乱流
エネルギー消散速度（m2/s3），νは溶鋼の動粘性係数
（m2/s）である。αは凝集効率であり，Saffman-Turner の
モデル9）に流体の粘性および粒子間の電子分極に基づく
London-van der Waals 力の影響を考慮しており，式（3）
で表される。

　 
  …………………………（3）

ここに，μは溶鋼の粘性係数（Pa・s），�131 は粒子 1が媒
介 3中に存在する場合の実効Hamaker 定数（J），�1 は単
一粒子の半径（m）である。
1．2　凝集に及ぼす濡れの影響

　界面活性元素が溶鋼中に含まれている場合や，溶鋼と
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の接触角が小さく濡れの良いスラグ系の介在物では，凝
集速度が遅くなることが知られている10）。
　この原因として，濡れの良い粒子では介在物粒子が原
子レベルで完全な結合に至るまでに，図 1に示す鉄原子
を挟んだ見かけ上の弱い結合の時間が存在し，その期間
での再分裂によると考えられている4）。そこで，乱流凝
集の式（2）に濡れなどの表面性質により凝集速度が遅く
なる補正項を加えた式（4）を適用した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  ……………（4）

　 
ここに，�2 は粒子の表面の性質を示すパラメータであ
り，溶鋼との濡れの悪い場合（接触角度＜ 90°）は凝集
の遅れが発生しないため 0を，濡れの良いまたは粒子形
状が不定形の場合はその程度に応じて－1.0から0.0まで
の値を適用する。
1．3　区分離散化モデル（PSGモデル）

　溶鋼中には核生成初期に生じた数μm以下の単一粒子
から数千個以上の粒子からなる数百μm以上の凝集体が
存在しており，すべての凝集体について式（1）を用いて
計算をおこなうには多大な計算負荷がかかり，実プロセ
スの評価に用いるのは困難である。そこで，粒子の凝集
体を代表径�＊1～�＊�を持つ�個のグループに分割し，
グループごとの凝集を考慮する区分離散化モデル
（Particle-Size-Grouping Model）を開発した11）。
　グループごとの凝集体の濃度�＊�は，隣り合うグルー
プの体積比（��＝�＊��/�＊�－1，�＊�＝ 4/24π（�＊�）3）が一
定となるように分割をおこなう。
　衝突による 2グループの凝集は，新たに生成した凝集
体の直径によって適切なグループに分類することで表
す。この分類の時点で，粒子の体積の収支が釣合うよう
に補正を行う。これらの過程を示すグループ化されたポ
ピュレーションバランス式を式（5）で表す。

　 
  ……（5）

ここに，�＊��は�番目と�番目の凝集体グループの単位時
間・単位体積あたりの粒子の衝突回数（m－3 s－1）であり，
以下の式（6）で表される。
　�＊��＝α［1.3（�＊�＋�＊�）3（ε�ν）1/2］・�＊�・�＊�  ……………（6）
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表面性質による補正 Higashitaniの乱流凝集モデル 
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　またξ，ζは粒子の体積補正係数であり，グループの
代表体積を用いてξ�, �－1＝（�＊�＋�＊�－1）��＊�，ζ�, �＝�＊�/�＊�
と表される。また��, �－1は臨界粒子サイズで��＜3.51の
場合�－1，��＜ 2.08 の場合�－2である。
　今回開発した，凝集による介在物粒径分布の変化の予
測モデルと水モデルによる凝集実験結果の比較を，図 2
に示す。水モデルではプロペラを用いた攪拌層を用い，
溶鋼中の介在物を模擬した粒子を用いて実施した12）。
　図 2において，縦軸は初期介在物の総濃度�0 で規格
化した各グループの介在物の個数濃度�・＊�（＝�＊�/�0），
横軸は無次元化した時間�＊（＝1.3α�13（ε�ν）1/2�0 �）で
ある。
　水モデル実験と予測モデルの凝集曲線はよく一致して
おり，本モデルが介在物凝集の予測に適用可能であるこ
とを示している。

2．凝集予測モデルの適用例

2．1　スラグ系とアルミナ系介在物の比較

　今回開発した凝集による介在物粒径分布の予測モデル
を，溶鋼処理から搬送中における取鍋内のアルミナなど
の脱酸系とスラグ系の凝集分離挙動の比較に用いた例を
示す。
　いずれの介在物も溶鋼処理開始時に単一の粒子径 2μm
で同一の体積濃度で生成し，取鍋内では均一に拡散して
おり，取鍋界面から介在物粒子径に応じた終末浮上速度
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図 1  粒子結合過程の説明（濡れの影響）
������  Schematic view of agglomeration of particles (Effect of wettability)

b) Unstable coagulation c) Complete coagulation

ParticleParticle

a) Collision of two particles 

Film thinning

ParticleParticle

Film layer of Fe atom

2) Contact angle＜90°  

1) Contact angle＞90° 

van der Waals 
attractive force

Breakup

van der Waals 
attractive force 

Hydrophile rebulsive force

図 2  凝集予測モデルと水モデル実験の凝集曲線比較
������ Comparison of agglomeration curves for each size group 

calculated by present method with water model experiment
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で浮上分離をおこなうとした。乱流凝集に用いる取鍋溶
鋼の乱流エネルギー消散速度εは，溶鋼攪拌時と搬送時
のそれぞれの条件で流動解析より求めた値を用いた。
　20 分間の攪拌とその後に 40 分間静置した条件での各
介在物の総個数濃度の変化を図 3に，最終状態での各介
在物の粒径分布を図 4に示す。
　アルミナ系介在物は凝集速度が早いため巨大化して攪
拌終了後の静置の間に多くが浮上分離すること，スラグ
系の介在物は濡れが良いため凝集が進行せず浮上分離が
ほとんど起こらないなど，実機の傾向と合致している。
　また静置後の介在物の総量はスラグ系と比較してアル
ミナ系が少ないが，70μm以上の大型アルミナ系の介在
物は凝集による生成量が浮上分離する量よりも多いた
め，スラグ系よりも増加している。
　攪拌初期のアルミナ系介在物の分離は，脱酸速度モデ
ルで表される指数関数的な減少と異なる傾向を示す。こ
れは，生成される介在物径が分布を持つこと，取鍋内で
介在物が初期に不均一に分散しているなどが考えられ，
今後の検討課題である。
2．2　タンディッシュ内の介在物挙動

　連続鋳造装置でのタンディッシュは連続処理系である
ため，均一に攪拌される精錬装置とは異なり介在物の濃
度と粒子径が場所によって大きく変化する。
　そこでタンディッシュ内での介在物濃度の変化を確認
するため，流動解析と連成させたシミュレーションを実

施した。最初にタンディッシュ内の流動計算をおこな
い，得られた溶鋼速度分布（��）およびεの値より介在
物の輸送，拡散および凝集の解析を実施した。これらを
組合わせたモデルを式（7）に表す13）。
　

　 
  …（7）

ここに，��は介在物の乱流拡散値，��は介在物の終末浮
上速度を表す。
　これらの介在物挙動モデルを用いて，当社加古川 3号
連鋳機タンディッシュの解析をおこなった結果を図5に
示す。介在物は注入部（図 Inlet）から単一粒子で流入す
る条件で計算をおこなった。
　図 5より，介在物はタンディッシュ内での移流中に凝
集が進行し，流出部（図Outlet）に近づくに従って，単
一粒子が減少して凝集体の個数濃度が増加している。ε
の大きいInlet近傍だけでなく，タンディッシュ全域で凝
集が進行しており，さらに深さ方向でも介在物濃度が異
なる。
　これらの傾向はタンディッシュ内の介在物挙動の検討
結果 3）と一致しており，このモデルを用いることで詳細
な介在物挙動の検討が可能となる。

むすび＝介在物粒子の濡れによる乱流凝集への影響を考
慮した介在物の粒径予測モデルを開発することにより，
製鋼プロセスでの介在物の成長，分離挙動の時間変化を
明らかにすることが可能となった。
　溶鋼中の介在物の挙動は凝集だけではなく，核生成や
気泡による付着分離，スラグ界面への付着と巻込み，耐
火物の脱落，異なる種類の介在物の凝集など，さまざま
な現象が存在するため，今後はそれらの現象を明らかに
してモデルに組込んでいく。また実機の介在物計測デー
タを用いることによりモデルの精度向上を計る。
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図 3  取鍋内の介在物総濃度の変化比較
������  Comparison of total inclusion concentration changes in ladle
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図 5  3CC タンディッシュ内の介在物個数分布（初期濃度で規格化）
������  Distribution of number of inclusions in 3CC tundish
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図 4  処理開始から 60 分後の介在物の粒径分布比較
������  Size distribution of inclusion particle at 60 min after refining 
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　最後に，本研究における粒子の凝集モデルは，著者の
東北大学留学中での研究成果であり，ご指導いただいた
東北大学環境科学研究科の谷口尚司教授に謝意を表しま
す。
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