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まえがき＝当社加古川製鉄所（以下，加鉄という）製鋼
部は，上工程集約を目的に新設工場を立ち上げ，神戸製
鉄所（以下，神鉄という）で溶製していた線材棒鋼向け
特殊鋼の製造技術確立に取り組んだ。溶鋼処理設備での
N調整技術や，ブルーム連鋳機の 5 ストランド化操業技
術を実現し，計画どおり2017年11月から加鉄での 1 拠点
粗鋼生産体制とした。
　本稿では，新設した第 3 溶鋼処理設備（ 4 RH， 2 LF）
および第 6 号連続鋳造設備（ 6 CC）のそれぞれの特徴
と品質設計の考え方，上工程集約後の稼働状況について

報告する。

1 ．鋼材生産体制の変化

　上工程集約は，溶銑・製鋼コスト低減，主力製品拡販
といった安定収益基盤構築のための鋼材生産体制の構造
改革である。図 1 に上工程集約による鋼材生産体制の変
化を示す。当社は神鉄の高炉から 3 分塊工場までを2017
年10月に休止するとともに，線材棒鋼向け特殊鋼製造プ
ロセスを加鉄に新設した。製鋼部では 2 次精錬工程とし
て 4 RH/ 2 LFを，また連続鋳造工程として 6 CCを稼働
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図 1  上工程集約による鋼材生産体制の変化
Fig. 1  Changes of steel making production system by integrating upper processes
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させ，神鉄で製造していた線材・棒鋼鋼種の生産体制を
整えた。
　図 2 に両製鉄所の 2 次精錬から連続鋳造工程のプロ
セスフローを示す。神鉄の 2 次精錬工程はASEA-SKF
方式を採用し，連続鋳造工程は生産能力60 kt/月の能力
を有する 2 基の連鋳機（ 3 CC， 5 CC）を備え，設備特
性に応じた造り分けを実施していた。またヒートサイズ
は100 tであり小ロット生産に特化していた。ヒートサ
イズが250 tの加鉄において，新プロセスでは小ロット
多品種の線材・棒鋼鋼種の品質や生産性を満足しつつ，
生産能力140 kt/月を有する 2 次精錬から連続鋳造工程
が求められた。そこで 2 次精錬工程では溶鋼処理能力の
高いRH/LF方式を採用し，連続鋳造工程では神鉄で鋳
造していた全鋼種を高生産性，高歩留り，高品質で鋳造
できる 5 ストランドブルーム連鋳機（ 6 CC）を設計した。

　上工程集約に伴う新プロセス設計の課題を表 1 に示
す。2 次精錬工程では神鉄ASEA-SKF方式で溶製して
いた難溶製材や超清浄鋼について，RHでは真空処理に
伴う脱窒素抑制や，狭成分鋼種の短時間処理化，また
LFでは強攪拌（かくはん）による介在物変化への対応
と溶鋼清浄化が課題であった。また 6 CCでは 5 ストラ
ンドとしたことから，タンディッシュ（TD）大型化に
よるストランド間の温度差と， 3 次冷却設備のメンテナ
ンス負荷増（冷却ノズルの複数化）が課題であった。こ
れらに対して新技術を導入することで解決を図った。

2 ．各設備の特徴と品質設計の考え方

2. 1　第 3 溶鋼処理設備（ 4 RH， 2 LF）
2. 1. 1　 4 RH設備概要
　表 2 に神鉄と加鉄の真空脱ガス装置の比較を示す。

図 2  上工程集約による製鋼プロセスフローの変化
Fig. 2  Steelmaking process change by integrating upstream productions

表 1  特殊鋼溶製における課題
Table 1  Problems in production of special steel

表 2  真空脱ガス装置の比較
Table 2  Comparison of vacuum degassing apparatuses between ASEA-SKF and RH
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RH方式では高攪拌状態で脱ガスを同時に実施できる。
このため，脱ガス工程を別に設けるASEA方式と比較
して処理時間を45分短縮できる。さらに，基本処理時間
を短縮するために自動合金調整システムおよび合金微量
切り出し装置を導入し，狭成分規格鋼種の溶製にも対応
できる設備とした。非稼働時間については，オンライン
での耐火物補修が可能な旋回式メンテナンス台車を新た
に採用することによって短縮を図った。
　窒素濃度制御については，ASEA方式では大気圧下で
の窒化合金鉄の添加によって容易に制御できていた。し
かしRH方式では，常時真空下での攪拌を実施すること
によって平衡窒素濃度まで脱窒が進むため，高濃度領域
における窒素添加に大きな課題があった。そこで，高流
量窒素ガス攪拌の導入に加えて，真空槽内の圧力調整機
能を新たに備えることによって各種窒素規格に対応する
設計とした。
2. 1. 2　窒素濃度制御技術
　RHにて窒素濃度を所定範囲内に制御するために, 環
流ガス種，環流ガス流量，RH槽内の真空度，溶鋼成分
などの影響を考慮した窒素濃度予測計算システムを開発
した。本システムの基となる計算モデルの概要を式

（ 1 ）1 ）に示す。RH槽内の真空度に応じて各種パラメー
タを持たせるなど，独自の工夫を施すことによって制御
精度の向上を図った 2 ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（ 1 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 2 ）

ここで，［N］V：真空槽内窒素濃度（%），［N］L：取鍋内窒
素濃度（%），VL：取鍋内溶鋼量（m3），VV：真空槽内溶
鋼量（m3），t：時間（min），Q：溶鋼環流量（m3/min），
RS：鋼浴表面における脱窒速度（%/min），RAr：溶鋼環
流用のAr気泡界面における脱窒速度（%/min），RN2：
溶鋼環流用の窒素ガス気泡界面における脱窒速度（%/
min），Rleak：浸漬管からの大気侵入による吸窒速度（%/
min）である。
　窒素濃度を制御する方法として，スタティック制御に
加えてダイナミック制御を導入し精度向上を図った。ス
タティック制御は溶鋼成分，初期窒素濃度，目標窒素濃
度，処理時間に応じて事前にRH処理条件（還流ガス種，
還流ガス量，真空度）を決定しておく方法である。初期
窒素濃度80ppmとしたときの，各RH処理条件における
計算結果を図 3 に示す。
　ダイナミック制御は処理中の窒素濃度分析値と残りの

dt
d［N］V

VV

Q＝－ （［N］V－［N］L）＋RS＋RAr＋RN2

dt
d［N］L

VL

Q＝－ （［N］V－［N］L）＋Rleak

処理時間に応じてRH処理条件を変更する方法である。
スタティック制御のみで生じた窒素規格との乖離をダイ
ナミック制御により収束させた一例を図 4 に示す。
　本制御方法によってガス攪拌制御による窒素濃度の狭
幅管理が可能となり，窒素添加鋼のRH全量移管を可能
とした（表 3 ）。
2. 1. 3　 2 LF設備概要
　表 4 に溶鋼加熱設備ASEAとLFとの比較を示す。ヒ
ートサイズの増大に伴い，ASEAのスターラ方式では溶
鋼攪拌能力が不足するため，攪拌動力の大きいArバブ
リング方式のLFを採用した。さらに，攪拌方式の変更
によってスラグ巻き込みによる清浄度悪化が懸念された
ため，スラグ－メタル反応の制御方法について設計の見
直しを行った。
　有害となる粗大CaO含有介在物の起源はLF精錬時の
トップスラグの巻き込みが主要因であり，攪拌条件との
相関が強い。式（ 3 ）は水モデル実験値から近似した溶
鋼表面流速の平均速度U1

3）であり，式（ 4 ）で求まるス
ラグ巻き込み臨界流速Vmin＝0.69 m/s 4 ）以下の条件下に
おいてはスラグ巻き込みが発生しない領域となる。水モ
デルおよび流動解析によってランスの配置や流量の検証
を行った結果，低流量で層流攪拌を行う常用ランスと，
大流量で乱流攪拌を行う強攪拌ランスとを備える設備構

図 3  RH環流条件が［N］挙動に及ぼす影響（計算結果）
Fig. 3  Influence of RH treatment conditions on [N] contents 

(calculation results)

図 4  ダイナミック制御時の［N］推移
Fig. 4  [N] behavior in dynamic control

表 3  各［N］規格における環流条件と［N］制御結果
Table 3  RH treatment conditions with changes of required [N] level in steel, and obtained [N] value after suitable treatment
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成とした。表 5 に示すとおり，スラグ設計と攪拌条件と
を組み合わせることによって，清浄化処理，介在物制御，
S濃度制御を実現した。
　　　　　　　　　　…………………………………（ 3 ）

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 4 ）

ρm：溶鋼密度（kg/m3），ρs：スラグ密度（kg/m3），σ：
溶鋼－スラグ界面張力（N/m3），ｇ：重力加速度（m/s2），
ε：攪拌動力密度（W/t），R：取鍋半径（cm） 
　これらの新技術の導入により， N濃度制御が可能な
RH設備に介在物制御およびS濃度制御の機能を補完す
るLF設備を組み合わせることにより，第 3 溶鋼処理設
備は神鉄にて溶製していた鋼種全てを製造可能な設備構
成とした。

U1=1.54（ε･R）0.43

Vmin=4
{48g（ρm－ρs）σ}

ρs2

2. 2　第 6 号連続鋳造設備（ 6 CC）
2. 2. 1　設備概要
　 6 CCの設備概要を図 5 に示す。本設備は当社機械事
業部門と鉄鋼事業部門とによって設計を行った垂直曲げ
型のブルーム連鋳機である。鋳片サイズ300×430 mm，
曲げ半径10.0 m，鋳造速度はいずれも神鉄 3 CCおよび
5 CCと同様の設計 5 ）とした。
　 6 CCの設計コンセプトと仕様を表 6 に示す。6 CCの
ロールプロフィルは，表面品質厳格材を鋳造していた
5 CCをベースに，さらなる表面および内部品質の向上
を狙い，最適化を図った。まず，皮下内部割れの原因と
なる鋳型下バルジング防止のため，鋳型を含めた垂直部
長さを4.0 mに延長した。タンディッシュ（以下，TD
という）は 5 ストランドに対応して大型化を図るととも
に，安定流動制御と小ロット対応が可能な形状とした。
3 次冷却設備は，ミスト冷却と大気冷却が選択でき，鋼
種特性に応じて鋳片表面温度を広範囲に制御できる設計
とした。
2. 2. 2　タンディッシュ
　図 6 に 6 CCTDの模式図を示す。6 CCTDは注入室と
ストランド室を堰（せき）で分離し，堰には溶鋼を通す
スリーブ（堰孔）を設けている。TD重量低下時にスト
ランド室と注入室が湯面でつながることで非定常部の排

表 4  溶鋼加熱設備の比較
Table 4  Comparison of apparatus for heating molten steel

表 5  各制御における攪拌条件とスラグ設計
Table 5  Conditions of stirring intensity and slag treatment with 

changes of steel grades

図 5  6 CCの設備概要
Fig. 5  Schematic diagram of 6 CC
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鋼性を確保できるシンプルな構造とした。TD設計にお
ける技術的な課題は，横長形状でも溶鋼を均一化できる
定常部の流動制御であった。大容量化による介在物浮上
分離の促進と，横方向への流動制御によりスリーブに近
接するストランドへの直送流の抑制を可能とすることで
ある。これらについてスリーブ角度と形状をシミュレー
ションや水モデル実験を用いて検討した。
　表 7 に 6 CCTDの溶鋼流動シミュレーション結果を
示す。従来技術である大容量TDによる介在物浮上促進
とスリーブ方式による溶鋼流動の制御，およびストラン
ド室での上昇旋回流の形成の考え方 6 ）をベースとした。
また，近傍ストランドに直接流れることなく水平方向へ
の流れを作るスリーブの形状と角度を調整することによ
って，ストランド室における溶鋼温度や介在物浮上速度
の均一性を確保できる最適構造とした。
　これにより， 6 CCTDはシンプルな構造で流動制御，
排鋼性を満足する形状とすることができた。実操業にお
いては，TD温度降下はシミュレーション結果とよく一
致し，ストランド別の最大温度偏差は2.0～5.0℃と小さ
く（表 7 ），TD溶鋼流動制御による偏熱低減効果が得
られた。さらに，排鋼性を確保したことから非定常部で
のチャージ境クロップ量も極小化でき，計画どおりの効

果が得られている。
2. 2. 3  3 次冷却設備
　 3 次冷却設備は，鋳片切断～加熱炉装入の間に鋳片表
面温度をA1変態温度以下に冷却する冷却設備である。
鋳片表層組織を微細化し，分塊圧延時の粒界割れ伸展を
防止するために設けている。6 CCではミストおよび大
気両方の冷却方式を選択できる仕様とした。さらにミス
ト冷却では，鋳片切断後に冷却帯を配置することによ
り，鋳造速度の影響を受けず均一冷却することができた。
　また，ミスト冷却帯のメンテナンス性向上と鋳片下面
のさらなる均一冷却化を狙い，超広角ミストノズルを開
発した（図 7 ）。従来の 3 CCミストノズルに比べて超広
角ミストノズルは，水量密度や衝突圧を保持しつつ鋳造
方向に約 2 倍の噴霧幅を持つ。これによりノズルピッチ

表 7  TD形状案とシミュレーション結果
Table 7  Tundish shape and simulation results

図 7  超拡散型 3 次冷却ミストノズル
Fig. 7  Mist nozzle with super-wide spreading angle for third cooling

表 6  6 CCの設計コンセプトと仕様
Table 6  Design concept and specifications for 6 CC

図 6  6 CC大型タンディッシュ模式図
Fig. 6  Schematic view of 6 CC TD with large size
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を従来の約 2 倍に広げることができ，ノズル個数を半減
することができた。さらに，鋳片下面のロール接触部近
傍の未冷却域を約10%低減できた（表 8 ）。
　これらの技術を導入したことにより，冷却速度の多様
化に加えて冷却の均一性と良好なメンテナンス性を兼ね
備えた 3 次冷却設備とすることができた。6 CC立ち上
げ後，鋳造鋼種ごとに冷却条件を使い分け，鋳造から加
熱炉装入までの鋳片温度を狭幅制御することができた。
6 CC鋳造材の鋼片表面に対する磁粉探傷検査結果では，
3 CCおよび 5 CC以上の表面品質を得ることができてい
る（表 9 ）。

3 ．上工程集約の工事工程と稼働後の状況

　上工程集約決定後，2015年10月には 2 LF工場を稼働
させたのに続き，2017年 1 月には 4 RHおよび 6 CC工場
を稼働させた。神鉄の上工程が休止した2017年10月末ま

での期間は間欠操業とし，操業確立と承認材の溶製（鋼
種拡大）を実施した。またその間は，神鉄からの異動予
定者に対する作業習熟訓練も進めた。2017年11月より神
鉄からの異動者を受け入れ，フル操業体制とした。
　集約後は， 4 RHの溶鋼時間短縮， 6 CC多連々化や鋳
造速度アップなどを進め，計画的に生産能力を拡大させ
た。2019年 3 月には立ち上げ以降最大の粗鋼生産量
148.5 kt/月を記録し，140 kt/月という当初目標とした生
産能力（年平均）を達成した。

むすび＝加古川製鉄所では，上工程集約に向けて第 3 溶
鋼処理設備（ 2 LF, 4 RH）と第 6 号連続鋳造設備（ 6 CC）
を新設し，線材棒鋼向け特殊鋼生産体制を強化した。新
設備は立ち上げ後も順調に稼働し，作業習熟と生産能力
向上に努めた結果，上工程集約後のフル生産体制の下で
安定生産を継続しつつ，小ロット対応と品質向上に効果
を上げている。
　今後は， 2 CCと 6 CCブルーム連鋳機 2 基体制下でさ
らなる互換性の向上や，鋳造の制約を緩和することによ
るコストミニマム生産を進める計画である。それによっ
て生産性・品質・コスト面での最適な生産体制を確立し，
安定供給および品質安定化の面で顧客や社会の期待に応
え，確固たる信頼を得ていきたいと考えている。
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表 8  超広角ノズル適用の効果
Table 8  Effect of applying mist nozzle with super-wide-angle

表 9  鋼片表面磁粉探傷検査結果
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