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まえがき＝当社の主力製品である特殊鋼線材・棒鋼，ハ
イテン鋼板やエネルギー関連向け厚板などの清浄鋼は脱
硫・脱燐（りん）を必須としている。いっぽう，近年の
高炉原料の価格高騰に伴う低品位原料の使用拡大によ
り，出銑Si，Pが上昇している。加えて，当社加古川製
鉄所への上工程集約に伴って神戸製鉄所溶製鋼種の製造
を加古川製鉄所に移管することにより，脱硫・脱燐必須
材が増加することが予測された。このため，溶銑処理負
荷増大に対する対応が急務の課題となった。
　そこで加古川製鉄所では，KR（Kanbara Reactor）
法を用いたKR脱硫設備（以下，KRという）と転炉型
脱燐炉を新設して脱珪，脱硫，脱燐，脱炭を機能分担し，
プロセス高効率化と溶銑処理能力向上を図った。これに
よって転炉における脱珪・脱燐負荷を軽減することがで
き，吹錬時間短縮による粗鋼生産能力の向上をも果たし
た。その結果，上工程集約後における一つの鋼材生産拠
点での生産体制構築と鋼材 3 品種（線条，薄鋼板，厚鋼
板）の高付加価値化（低燐・低硫化）を実現した。
　本稿では，加古川製鉄所における新溶銑処理プロセス
導入の概要と導入技術の詳細について報告する。

1 ．加古川製鉄所における溶銑処理プロセスの概要

1. 1　プロセスの変遷
　図 1 に加古川製鉄所製鋼（溶銑処理－転炉）プロセス
の変遷を示す。加古川製鉄所では1970年に転炉を稼動さ
せたのに続き，1977年に混銑車脱硫設備を 1 基新設し，
1985年にこの設備を混銑車脱燐設備へと増強した。そし
て，1999年には混銑車脱硫・脱燐設備をもう 2 基増設し

て 3 基体制 1 ）とした。またその際に，高炉鋳床樋での
脱珪に変更した。その後，2014年 4 月に新溶銑処理工場
を建設し，2017年11月にKRと転炉型脱燐炉の各 2 基の
生産体制を構築した。
1. 2　プロセス変更の概要
　図 2 に加古川製鉄所のプロセスフローを示す。従来，
高炉から出銑された溶銑は，高炉鋳床脱珪を経て混銑車
に払い出されて脱燐・脱硫・除滓（じょさい）を行い，
溶銑鍋に払い出され，転炉へと供給されていた。
　新溶銑処理工場稼動後は，高炉鋳床脱珪をやめ，主工
程として混銑車での脱珪，およびKRと転炉型脱燐炉を
経て転炉へ溶銑供給するプロセスに変更した。
1. 3　新溶銑処理工場の概要
　図 3 に加古川製鉄所製鋼工場のレイアウトを示す。既
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図 1  加古川製鉄所における溶銑処理－転炉プロセスの変遷
Fig. 1  Historical changes in hot-metal pretreatment and steelmaking 

process in Kakogawa Works
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設転炉工場の北側に新溶銑処理工場の建屋を配置し，高
炉－混銑車－新工場－転炉の溶銑物流が一方向となるよ
うに工夫した。
　図 4 に新溶銑処理工場内の設備配置を示す。溶銑搬送
車両やクレーンの干渉を最小限に抑えるため，溶銑の流
れを払い出し場からKR，脱燐炉までが一方向となるよ
うに各設備を配置した。なおKRは，移動式の処理台車
2 台と溶銑鍋の据え付け場所 4 箇所を設置した。これに
より， 2 箇所の据え付け場所において，一方で脱硫処理
を行っている間に他方で除滓作業を行うことによって脱
硫処理能力の向上を図った。また，転炉型脱燐炉につい
ては 2 基稼働体制とし，並列配置とした。

2 ．新溶銑処理プロセスの導入コンセプト

　新プロセスの導入コンセプトと導入技術および改善内
容を表 1 に示す。コンセプトの 1 点目は高効率な溶銑処
理・転炉プロセスの構築であり，脱珪，脱硫，脱燐，脱
炭の機能分担を行った。2 点目は高効率な脱硫技術と脱
燐技術の確立であり，強撹拌（かくはん）条件でのさら
なる反応効率向上技術の導入を行った。次節にて，その
詳細について述べる。
　そのほかKRでは，省スペースでの前後スラグ分取を
可能とする設備配置によるスラグ利材化の最適化や，当

社真岡製造所で発生するアーク炉残灰利用技術 2 ）, 3 ）を
確立した。また脱燐炉では，炉内付着地金の溶解技術や
スラグ冷却促進技術を確立するとともに，シミュレーシ
ョンを用いて物流の最適化を図った 4 ）。
2. 1　高効率な溶銑処理－転炉プロセスの構築
　脱珪・脱硫・脱燐・脱炭の機能分担の変更内容を表 2  
に示す。脱珪は高温で反応が進む酸化反応，脱硫は高温
で反応が進む還元反応，脱燐は低温で反応が進む酸化反
応であり，反応機構がそれぞれ異なる。そこで，これら
をひとつずつに機能分担し，反応効率の最大化を図った。
　図 5 に溶銑処理プロセスの機能分担の考え方を示す。
脱珪処理は従来，固体である酸化鉄を使用していたた
め，溶銑温度変動による反応効率のばらつきや酸化鉄還
元時の吸熱反応による熱ロスが問題であった。そこで，

図 2  加古川製鉄所における溶銑処理－転炉プロセスフロー
Fig. 2  Schematic flow of hot-metal pretreatment process from blast 

furnaces to converters in Kakogawa Works

図 3  加古川製鉄所における製鋼工場の新レイアウト
Fig. 3  New layout of steelmaking plants in Kakogawa Works

図 4  新溶銑処理工場の設備レイアウト
Fig. 4  Facility layout of new hot-metal pretreatment shop

表 1  溶銑処理－転炉プロセスの導入コンセプト
Table 1  Renewal concept of installing process from hot-metal 

pretreatment to LD

表 2  溶銑処理－転炉プロセスの機能分担の変更内容
Table 2  Changes in allotment of refining function from hot-metal 

pretreatment to steelmaking

図 5  溶銑処理プロセスにおける機能分担とその効果
Fig. 5  Improvement by allotment of refining function in hot-metal 

pretreatment
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混銑車での気体酸素処理によって温度を上昇させるとと
もに，後工程での脱硫反応効率向上を図った。
　また脱硫処理では，従来は混銑車処理であったため十
分な撹拌ができず，反応効率の低さを高価な脱硫剤の使
用によって補っていた。そこで，脱硫剤として安価な石
灰を用いるべく，KRを導入してインペラによる強撹拌
化と反応効率の向上を図ることによって低コスト化を実
現した。
　脱燐処理では，湯面から炉口までのフリーボードが小
さく，酸素供給速度に制限があった。このため，従来の
方法では撹拌が弱く，反応効率の低さを処理時間の延長
により補っていた。そこで転炉型脱燐炉を導入し，底吹
きガスによる強撹拌化にて反応効率を高めるとともに，
歩留りの向上を図った。
2. 2　高効率な脱硫技術の確立
2. 2. 1　KRの設備仕様
　KRの設備仕様を表 3 に示す。強撹拌による反応効率
向上を志向し，インペラの最大回転数は150 rpmとした。
これにより，安価な石灰，アルミ灰を使用して高効率な
脱硫を可能とした。
2. 2. 2　インペラの高速撹拌
　KRでの脱硫効率を向上するには脱硫剤の分散性を向
上させ，反応界面積を増大させることが効果的である。
脱硫剤の分散性に及ぼすインペラ回転数と浸漬深さの影
響を図 6 に示す。脱硫剤の分散性向上には，インペラ回
転数を高くして撹拌渦の凹みを大きくすることによって
脱硫剤を巻き込む力を強くすること，さらに，インペラ
をより深く浸漬させて脱硫剤の滞留範囲を広くすること
が有効である。
　この考え方に基づき，渦形状の予測を水モデルにて事
前検証した。水モデル実験では，撹拌中の浴面の盛り上
がり高さを測定し，その値が予測式（ 1 ）（永田の式 5 ））
にて再現できることを確認した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 1 ）5 ）

ここで，ΔH2：盛り上がり高さ（m），N：インペラ回転
数（rpm），D：容器直径（m），y：インペラ形状で決まる
定数，g：重力加速度（m/s2），である。
　つぎに，溶銑を用いた0.3 tKR試験，5 tKR試験での盛
り上がり高さの実測値と実機換算のインペラ回転数との
関係を図 7 に示す。溶銑の場合でも実測値と予測値は一
致しており，回転数と浸漬深さの条件は実機でも適用可
能であることを確認した。
　そこで，5 tKR試験によって脱硫速度を測定し，イン
ペラ回転数の最適条件を決定することとした。実験で測
定した脱硫反応速度指数とインペラ回転数との関係を図
8 に示す。
　なお，脱硫速度指数kは式（ 2 ）によって求めた。

　　k＝ln（［S］i/［S］f）/θ ………………………………（ 2 ）

ここで，［S］i：処理前 S（mass%），［S］f：処理後 S（mass%），
θ:処理時間（min）である。
　実験結果より，脱硫速度はインペラ回転数の向上によ

ΔH2/D=N 2D（π/30）
2

4 g
ln（1/y）+1/4
1/y 4

図 8  5 tKR試験における実機換算インペラ回転数と脱硫速度と
の関係

Fig. 8  Relationship between rotational rate of impeller and 
desulfurization rate index

図 7  盛り上がり高さと実機換算インペラ回転数との関係
Fig. 7  Relationship between swelling height and rotational rate of 

impeller

図 6  インペラ回転数と浸漬深さが脱硫剤巻き込み挙動におよぼ
す影響

Fig. 6  Influence of rotation speed and immersion depth of impeller 
on dispersion of desulfurization agent

表 3  KR脱硫設備の仕様
Table 3  Specification of KR type apparatus for desulfurization
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り増加するが，回転数120 rpm以上では一定となること
を確認した。脱硫速度の増加要因については，インペラ
回転数の向上により，脱硫反応の律速工程である脱硫剤
の溶銑中への拡散が促進されたためであると推定する。
いっぽう，回転数120 rpm以上では，脱硫剤の溶銑中へ
の拡散が十分となり，脱硫反応の律速工程が溶銑中にお
ける脱硫剤の滞留時間に依存するため，脱硫速度が一定
となったと考えた。
　なお，実機においては，インペラ耐火物の摩耗進行に
よる脱硫剤の巻き込み悪化を想定し，インペラの最大回
転数は150 rpmとした。
2. 3　高効率な脱燐技術の確立
　脱燐炉の設備仕様を表 4 に示す。強撹拌による高効率
な脱燐を可能とするため，底吹き撹拌効果の最大化，底
吹高流量下でも長寿命化を可能とする底吹き羽口耐火物
仕様の最適化を行った。
2. 3. 1　底吹き撹拌効果の最大化
　式（ 3 ）に脱燐反応速度式，図 9 に転炉型反応容器に
おける反応速度向上の考え方を示す。
　　
　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 3 ）

ここで，A：反応界面積（m2），k：物質移動係数（min－1），
V：液体の体積（m3），［P］：時刻tにおける燐濃度（%）

［P］eq：平衡到達燐濃度（%），である。
　脱燐反応速度を向上させるには一般的に，スラグ－メ
タル界面での混合を促進させることによって反応界面積
Aを増大させること，および溶銑撹拌を促進することに
よって物質移動係数kを増大させることが有効である。
通常，底吹きガス流量を大きくすることで脱燐反応速度
は向上できる。
　いっぽう当社では，さらなる反応効率の向上を図るべ
く，羽口の数や配置に着目し，反応速度への影響につい

=－k （［P］－［P］eq）d［P］
dt

A
V

て水モデルにて検証を行った。図10に羽口数ごとの反
応速度指数を示す。羽口数が多いほど反応速度が向上す
るということが明らかになった。実機には設備取り合い
上の最大設置数である10孔を適用した。
2. 3. 2　底吹き羽口耐火物の仕様最適化
　底吹き羽口耐火物は，溶銑の差し込みによる底吹きノ
ズルの溶損，および強撹拌条件下でのガス流れや溶銑流
動による剥離（はくり）によって損傷が進行する。表 5
に損傷要因とその改善のための取り組みについて示す。
　まず，底吹きノズルの溶損抑制については，ノズルに
溶銑が差し込まない条件を明確にするべく，式（ 4 ）6 ）

にてノズルの通ガス断面積とガス流量との関係を算出し
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（ 4 ）

ここで，Q/N：流量（Nm3/min.），ρg：底吹きガス密度
（kg/cm3），ρl：溶銑密度（kg/cm3），H：浴深さ（m），d：
ノズル径（m），である。
　図11に計算結果を示す。この結果より，溶銑の差し
込みが発生しない通ガス断面積の範囲（図の網掛け部）
で底吹きノズルのスリット径を決定した。
　つぎに，底吹き羽口耐火物の損傷（剥離，摩耗）抑制
のための改善内容を図12に示す。主な損傷要因はガス
と溶銑による摩耗損傷である。いっぽう，稼動初期の底
吹き羽口耐火物のサンプル調査を行った結果，補修剤が
剥離して溶銑の差し込みによる耐火物横亀裂（ヒートク
ラック）を確認した。そこで，補修剤の付着力を向上さ

Q/N≧3.3×102 ・ ・d 5/2
ρg

ρl－ρg

H
1.48

－5/8 1＋

表 4  転炉型脱燐炉の仕様
Table 4  Specification of BOF type apparatus for dephosphorization

表 5  脱燐炉炉底羽口耐火物の損傷速度抑制のための取り組み内容
Table 5  Effort for improving consumption rate of tuyere brick 

for dephosphorizing furnace

図10  底吹き孔数による反応速度への影響
Fig.10  Influence of number of bottom tuyeres on reaction rate index

図 9  脱燐反応速度向上とその影響因子
Fig. 9  Schematic illustration about improvement of dephosphorization 

reaction rate and influence factor
図11  ガス突出面積とガス流量の関係

Fig.11  Relationship between area of gas flow and gas flow rate
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せて溶銑の差し込みを防止する目的で，底吹き羽口耐火
物のサイズアップによる補修材接着面積の拡大を行っ
た。
　上記条件を実操業に適用した結果，撹拌動力密度 7 ）

の大きい高ガス流量条件であっても底吹き羽口耐火物の
損傷速度を大幅に抑制することができた（図13）。

3 ．新プロセス導入効果

3. 1　処理後のSおよびPの実績
　高効率な新溶銑処理プロセスの導入，および単体プロ
セスのさらなる高効率化の取り組みの結果，図14に示
すように低硫鋼（製品S規格≦0.005%）での処理後S≦
0.001%，低燐鋼（製品P規格≦0.015%）での処理後P≦
0.012%を安定達成している。

3. 2　粗鋼増産効果
　転炉の粗鋼生産能力を図15に示す。新設備の稼動に
より，転炉Tap to Tap時間を従来に対して10%短縮で
きたことで，粗鋼生産能力は6,240 kt/年（2013年度）か
ら6,970 kt/年（2018年度到達点）まで向上した。なお，
転炉の時間短縮については，脱燐処理比率の向上に伴う
転炉吹錬前Si，C濃度の低下により，造滓剤の低減，お
よび脱Siと脱Cに必要な上吹き酸素量が減少したこと
が主な要因である。

むすび＝当社における溶銑処理プロセスの高効率化によ
るコスト低減と粗鋼生産能力の向上のため，2014年 4 月
に新溶銑処理工場を稼動させ，2017年11月の上工程集約
以降にKR，転炉型脱燐炉の各 2 基体制を構築した。脱
珪，脱硫，脱燐，脱炭を機能分担するとともに，撹拌の
高効率化のための技術をKRと脱燐炉に導入した。これ
により，今後需要が伸びると予測される高級特殊鋼の溶
製能力を高めるとともに，低硫低燐化要求に応える体制
を整えた。今後も技術レベルの向上を図り，さらなる高
効率化と顧客満足度向上に努めていく所存である。
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図14 新プロセス導入前後の低硫鋼・低燐鋼における処理後Sお
よび処理後P濃度

Fig.14 S concentration in low S grade steel before and after De-S, 
and  P concentration in low P grade steel before and after 
De-P before and after installatoin of new process

図15  新プロセス導入前後の粗鋼生産能力
Fig.15 Steel product capacity before and after installation of new 

process

図13  改善前後の撹拌動力密度（指数）と底吹き羽口損傷速度
Fig.13 Relationship between stirring energy and consumption speed 

of tuyere brick before and after improvement

図12  底吹き羽口耐火物損傷抑制のための改善内容
Fig.12  Schematics of improving consumption rate of tuyere brick


