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まえがき＝連続溶融Znめっきライン（Continuous 
Galvanizing Line，以下CGLという）は，鋼板の焼鈍を
行った後に溶融Znめっき浴（以下，めっき浴という）
中に鋼板を浸漬させ，表面にZnめっき層を形成させる
設備である（図 1 ）。CGLのめっき浴中には，鋼板とZn
との合金化反応を制御するために意図的にAl成分が添
加されている。また，めっき浴中には鋼板から溶出した
Fe成分も存在している。このため，CGLのめっき浴中
においてはZn-Al-Feの三元系の平衡が成立している。
めっき浴中のAlまたはFeがZn中の溶解度を超えると，
過剰のAl，FeおよびZnが反応し，固形の金属間化合
物として晶出する場合がある。このような固形の不純物
は，操業関係者の間でドロスと呼称されている。ドロス
は液体の溶融Zn中に浮遊する砂粒状の固形粒子であり，
めっき浴周辺の生産設備に付着・成長して機器の不良を
誘発する。また，通板製品に付着した場合には製品の外
観不良を引き起こす恐れがある。そのため，ドロスの発
生挙動を把握し，発生量の抑制や無害化を行うための検
討が行われてきた 1 ），2 ）。CGLにおける通常の操業条件
である723 K近傍のZn-Al-Fe 3 元系状態図は種々報告さ
れており，計算熱力学状態図としても整理されてい
る 3 ）～ 7 ）。また，ドロス自身の結晶構造や形態について
も，詳細な検討が行われている 8 ）。これらの知見によれ
ば，CGLのめっき浴中で発生する可能性があるドロス
は，「トップドロス」と「ボトムドロス」の 2 種類に大
別される（表 1 ）。「トップドロス」は浴中Al濃度が比
較的高い環境で安定なFe2Al5 相であり，溶融Znより低
い密度を持ち，晶出後はめっき浴の上方に浮上する性質

を持つ。また，浴中Al濃度が低い環境で安定となる 3
種類（ζ，δ，およびΓ2相）の金属間化合物は，いず
れも溶融Znより高い密度を持つFe-Zn化合物である。
めっき浴の底部に沈降する性質を持つことから「ボトム
ドロス」と呼ばれている。
　このように，ドロス自身の性質やめっき浴中での安定
性に関して種々の知見が報告されている。しかし，これ
らの知見を実操業における外観不良抑制に活用するため
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図 1  CGLめっき浴の模式図
Fig. 1  Schematic illustration of CGL bath

表 1  CGLめっき浴中で発生するドロス化合物
Table 1  Dross compounds generated in CGL bath
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には，さらなる検討が必要である。実際のCGL環境に
おいては多様な品種の製造を行う必要があることから，
めっき浴中成分（Al，Fe濃度）や温度を意図的に大き
く変化させた状態で操業が行われる。この際，例えば
Al濃度を低い状態から高い状態に変化させると，めっ
き浴中において安定なドロス相がFe-Al系の『トップド
ロス』からFe-Zn系の『ボトムドロス』に変化すること
に起因して不具合が生じる場合がある。したがって，実
際のCGLで発生するドロス起因の不具合の発生メカニ
ズムを解明し，有効な対策を講じるには，めっき浴の成
分および温度の履歴を踏まえた過渡的な挙動を把握し，
溶融Zn中で発生する金属間化合物の挙動を推定するこ
とが非常に重要となる。
　本稿では，実生産設備において発生した金属間化合物
に起因する不具合事例を解析し，その発生メカニズムを
熱力学的な知見に照らして考察するとともに，設備不具
合の抑制指針を構築した事例について紹介する。

1 ．CGLで発生するドロス起因の不具合事例解析

　実生産ラインで発生するドロスに起因する設備不具合
の一つに，めっき浴中ロールへのドロスの付着があ
る 9 ）～11）。CGLにおけるめっき浴中ロールは，焼鈍炉を
経てめっき浴中に浸漬した鋼板を浴中で上方に反転させ
る役割を担う。一定時間の使用後に，ロール端部に結晶
状のドロスが強固に成長する場合がある（図 2 ）。ロー

ル端部に付着したドロスが成長して通板製品と接触する
と，外観不良や変形を生じ，品質および歩留りを低下さ
せる恐れがある。また，ロール表面に異物が付着すると，
ロール表面から付着した異物を除去するために長時間の
作業が必要となる。したがって，製品品質およびメンテ
ナンス性の観点から，めっき浴中ロールに異物が付着す
るメカニズムを解明し，付着を抑制するための対策を講
じることが非常に重要である。
　浴中ロール表面へのドロス付着・成長機構を明らかに
するため，実機CGLにおいて約 1 箇月間の操業後にめ
っき浴から引き上げた浴中ロールの調査を実施した。
CGLの浴中ロール表面には，溶融Znとの反応性が低く，
ドロスの付着を抑制する作用があるとされるWC（タン
グステンカーバイド）分散Co基合金が溶射されてい
る 9 ）～11）。このため，浴中ロールのほとんどの部分には
薄い純Znのみが付着していた。この純Znは，めっき浴
からロールを引き上げる際に，表面張力により残留した
溶融Znが凝固することで生じたものである。しかし一
部には，ロール端部にドロスが付着・成長している場合
も観察された。このような付着物が確認された場合には
ロール表面から付着物を採取して，各種の分析を実施し
た。付着物の厚さは数mm程度であり，めっき浴中での
結晶の粗大成長に起因するとみられる多面体状の結晶外
形を確認できた。サンプル採取後のロール表面にはZn
が残留しておらず，付着物のすべてを採取して分析でき
ていることを確認した。
　採取したサンプルは，樹脂埋め・研磨加工により深さ
方向の断面を現出させ，断面SEM-EDX分析を実施し
た。分析結果を図 3 に示す。SEM観察視野における下
側がロール接触側，上側がめっき浴接触側に対応する。
浴中ロールの表面には，通板材とめっき浴との接触状況
を表裏面で均一にするための溝が形成されており，付着
物はこの溝に沿って形成されていることが確認された。
断面SEM-EDXマッピング分析から，付着物は主に， Zn
濃度の異なる 3 種類の相から成り立っていることが明ら
かとなった。また，同じ断面観察箇所の微小部X線回折

図 3  溶融Znめっき浴中ロールに付着したドロス化合物の断面SEM像およびEDXマッピング像
Fig. 3  Cross-sectional SEM and EDX-mapping image of dross generated on molten Zn bath roll

図 2  約 1 箇月使用後の溶融Znめっき浴中ロール
　   （両端部にドロス結晶の成長が確認できる）

 Fig. 2  Molten Zn bath roll after one month use
  (some dross crystals are grown on the both end of the roll)
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測定を実施し，付着物の相同定を実施した（図 4 ）。先
行文献の知見に照らし 7 ，8 ），これらの付着物はロールに
近い側からFe2Al5 相， Γ2相， 純Zn相の 3 つの相である
と同定した。
　通常のCGLの運転範囲ではZnの融点（約420℃）以
上の温度域で操業されていることから，CGL操業中に
は純Zn付着物は存在していなかったものと考えられる。
したがって，純Zn相については，CGLの操業終了後に
浴中ロールを引き上げた際に，表面張力によって残留し
ていた液相Znが凝固した部分であると推定できる。
　また，ロール端部に付着した異物サンプルを複数回採
取し，同様の分析を行った。この結果，いずれの場合にお
いてもロールの最表面に直接接触しているのは500μm
程度のFe2Al5 相のみであった。このFe2Al5 の上に堆積
するような形で，数mm厚に及ぶ粗大なΓ2相が成長し
ていることを確認した。
　上記より，実機CGLの浴中ロールに粗大に成長する
異物は，（ 1 ） Fe2Al5 相の初期付着， （ 2 ）Γ2の粗大成長， 
の 2 段階のメカニズムで成長しているとみられる （図
5 ）。

2 ．めっき浴成分の推移と安定ドロス相の変化
に関する考察

　浴中ロールに付着する異物は，上記のとおり 2 段階で
付着・成長していた。このような形態で付着が発生する
理由を，めっき浴中での金属間化合物の安定度に照らし
て考察した。
　当社のCGLにおいては，溶融Znを付着させてそのま
ま凝固させるGI（Galvanized）製品と，溶融Znの付着
後に加熱処理を行い，表面にZn-Fe合金化層を形成させ
るGA（Galvannealed）製品の 2 種類を製造している。
GA製品とGI製品とを作り分ける目的で，浴中のAl濃
度を変化させて操業を行っている。浴中のAlは，鋼板
の主成分であるFeとめっき浴中のZn成分との合金化反
応を抑制する作用を持つ。
　前述のとおり，相対的に高いAl濃度で操業されるGI
浴においては，Fe2Al5 相が安定に晶出するのに対し，相
対的に低いAl濃度で操業されるGA浴においてはΓ2相
が安定となる。ここで，Fe2Al5 化合物はめっき浴成分で
ある純Znよりも比重が小さい。このため，浴上方に浮
上する性質を持ち，浴面に浮上したFe2Al5 を採取して
除去することは比較的容易である。
　いっぽうで，低Al濃度で操業されるGA浴において
安定となるΓ2相には比重の関係上，めっき浴底部に堆
積する性質を持つ。そのため，操業中にこれらを回収除
去することは非常に困難である。Γ2相が安定な低Al浴
においてGA製品を製造した後には，めっき浴中に多量
のΓ2相が堆積・残留している場合がある。
　この状態でGI製品の製造のために浴中成分を高Al化
し，Fe2Al5 が安定な浴条件に変化させる。この結果，浴
底部に堆積・残留しているΓ2相が不安定化し，低密度
のFe2Al5 に変化して浴面方向に浮上していく。この際
にめっき浴中にロールが浸漬されていると，ロール表面
にFe2Al5 化合物が付着してドロス粗大成長の第 1 段階
になる （図 6 ）。
　さらに操業を継続し，GA製品製造のために再度浴中
Al濃度を低下させると，Γ2化合物が安定なめっき浴条
件に変化する。この状態では，先にロール表面に付着し
たFe2Al5 を核としてΓ2相が粗大成長し，実機で観察さ
れるような強固なドロス形態に発展すると推定できる。
　上記のメカニズムから，浴中ロールへの異物の付着を
防ぐには，浴の清浄化作業を行うことが効果的であると
考えられた。GA操業終了後にめっき浴からロールを引
き上げた状態で浴に多量のAl成分を供給し，浴底部に
堆積したΓ2化合物をあらかじめFe2Al5 の形に変換させ
て浮上させ浴面から除去する。このような清浄化作業
は，通常 1 箇月ごとの頻度で実施されるCGL設備の定
期修理作業に合わせて行うことにより，生産性への影響
を最小限にすることが可能である。
　しかしながら，実際のCGLにおいて確実な浴の清浄
化を行うためには，めっき浴中におけるΓ2相が浴中Al
と反応してFe2Al5 に変化していく過程を詳細に把握す
る必要がある。そこで，ラボ試験を通じて上記変化挙動

図 5  溶融Znめっき浴中ロールに付着したドロス化合物の模式図
Fig. 5  Schematic illustration of deposit dross on molten Zn bath roll 

surface

図 4  溶融Znめっき浴中ロールに付着したドロス化合物の微小部
X線回折測定結果

Fig. 4  Micro-XRD results of dross on molten Zn bath roll
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を模擬し，めっき浴中におけるドロスの変態挙動を把握
するための取り組みを行った。

3 ．模擬CGLめっき浴中におけるドロスの成長
および溶解挙動の解析

　実機CGLのめっき浴底部から採取した粗大なΓ2相サ
ンプルを放電加工にて 5 mm角の立方体形状に加工し，
表面を800番のエメリー紙で研磨した。模擬めっき浴へ
の浸漬や攪拌（かくはん）を容易にするために，同試験
片の中心にφ1 mmの貫通孔を施した。この貫通孔にZn
との反応性が低いφ0.5 mmのタングステンワイヤを通
して試験片を吊（つ）り下げた。試験片を種々の温度・
組成の模擬めっき浴に浸漬させて，一定時間ごと（ 6 ～
24 h）に引き上げることにより，その溶解挙動を観察し
た。
　所定量のAl， Feを混合してアルミナるつぼ中にて
873Kにて一度完全に溶解させたうえで，試験温度まで
冷却させて模擬めっき浴として使用した。タングステン
ワイヤに吊り下げたドロス試験片は，アルミナ製のロッ
ドに固定した状態でめっき浴に浸漬させ，炉外からロッ
ドを回転させることにより攪拌の影響を確認できるよう
にした。めっき浴への浸漬試験装置図を図 7 に示す。　
　模擬めっき浴のAl濃度はA: 0.15 wt%Al， B: 0.20 wt%Al， 
C: 0.25 wt%Alとし，Fe濃度はいずれも0.05 wt%とした。
これらの組成をZn-Al-Fe 3 元系状態図 7 ）上にプロット
した（図 8 ）。模擬浴AはGA操業時のめっき浴を想定
したものであり，金属間化合物としてΓ2とFe2Al5 が共
存しうる領域である。模擬浴Bおよび CはGI操業時の
めっき浴を想定しており，Fe2Al5 のみが安定に存在しう
る領域である。所定時間経過後に溶融Znから引き上げ
た後のサンプルを樹脂埋め研磨し，サンプルの中心断面
を観察した。
　浸漬時間の経過とともにΓ2が溶解する様子の一例を
図 9 に示す。0.20 wt%Al（模擬浴B）， 723 Kの温度条件
では， 6 時間程度の浸漬ではほとんど溶解が観察され
ず，初期の立方体形状が維持されていた。しかし，浸漬
時間の経過とともにサンプルの周囲に多量のFe2Al5 が
発生し，端部から溶解が進んでいく挙動が確認された。
　この手法を利用し，浴温度および浴組成の変化に対し
て，GA浴中で安定なΓ2相とめっき浴中成分との反応性

の評価を行った。0.20 wt%Al（模擬浴B）の浴温度を変
化させた場合のΓ2相の溶解挙動変化概要を図10に示す。
723 Kでは，5 mm角のΓ2結晶が溶解するために約24h
が必要であった。浴温度の上昇とともに溶解が速まり，
溶解に必要な時間が短縮される様子が明確に確認された。
　この理由として，浴の高温化により界面における反応
速度が上昇し，Fe2Al5 相への変態が促進されることが考
えられる。また，溶融ZnへのFe，Al溶解度が上昇す
ることにより，Γ2相自身のZn液相への溶解が促進され
る作用も同時に働いたものと考えられる。
　浸漬温度を723 Kに固定した場合において，浴中Al濃
度および浸漬時間がΓ2相の溶解挙動に及ぼす影響を図
11に示す。模擬浴BとCの比較からは，高Al濃度ほど
溶解速度が上昇する傾向が確認された。これより，Γ2

相の溶解促進のうえでは，Al成分の供給を促して
Fe2Al5 相への変態を促進することが効果的であることが

図 6  GA浴からGI浴への浴組成変更時に発生する浴中ロールへのドロス付着メカニズム
Fig. 6  The mechanism of dross deposition on bath roll during bath transition from GA to GI

図 7  ドロス溶解模擬試験装置の模式図
Fig. 7  Schematic illustration of dross dissolving test setup

図 8  ドロス溶解模擬試験に使用した模擬めっき浴組成
Fig. 8  Simulated bath composition used to dross dissolving test
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明らかになった。
　ここで着目すべきは，GA操業時のめっき浴組成を想
定した模擬浴AにおけるΓ2相の挙動である。模擬浴A
中においてはΓ2相の溶解は起こらず，逆にΓ2相が成長
していることが確認された。同模擬めっき浴中には，最
初から過剰量のFe成分が添加されている。この過剰Fe
成分がΓ2相として晶出する際には，液相中に新たな結

晶核を形成するのではなく，浸漬されたΓ2相の表面で
晶出が発生し，結晶を粗大化させる現象が生じた。めっ
き浴中において，Γ2相の核生成のために必要な浴の過
飽和度は比較的大きい。これが，実機のCGL浴中ロー
ル表面に粗大なΓ2相が成長する理由と考えられる。
　Γ2相表面へのAl成分の供給がΓ2相の溶解速度に影響
していることが示唆された。このため，浴の攪拌の影響

図 9  浸漬時間の違いによるΓ2相の溶解挙動（723 K, 0.20 wt%Alの模擬めっき浴B）
Fig. 9  Dissolving behavior of Γ2 depending on immersed time (723 K, 0.20 wt%Al bathB)

図10  浴温度および浸漬時間とΓ2相の溶解挙動の関係（0.20 wt%Alの模擬めっき浴B）
Fig.10  Effect of bath temperature and immersed time on dissolving behavior of Γ2 (0.20 wt%Al bathB)

図11  模擬めっき浴のAl濃度および浸漬時間とΓ2相の溶解挙動の関係（723 K）
Fig.11  Effect of Al content of simulated CGL bath and immersed time on dissolving behavior of Γ2 (723 K)
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を評価するための試験を行った（図12）。図12より，攪
拌の有無によってΓ2相の溶解速度は大きく変化してい
ることがわかった。攪拌を実施した場合には時間に対す
る溶解量が一定となり，表面におけるΓ2相とAl成分と
の反応が律速になっているとみられる。いっぽうで攪拌
を行わない場合には，時間経過とともに溶解速度が放物
線状に低下する傾向が確認できる。Al成分との反応に
よって表面に生じたFe2Al5 粒子がΓ2結晶の周囲に滞留
していくと，浴中からのAl成分の供給が阻害される。
これにより時間とともに溶解速度が低下しているものと
考えられる。
　以上のように，模擬めっき浴へのドロス相の浸漬試験
を行うことにより，実機CGLのめっき浴中で発生して
いる相変態・溶解挙動を可視化し，その影響因子を明確
化することができた。

4 ．実操業への活用

　浴中ロールへの異物付着・成長抑制策のためには，ロ
ールへの異物付着の第 1 段階となるFe2Al5 化合物の付
着を抑制する必要がある。このためには，めっき浴中に
ロールが浸漬されていない状態でΓ2相のFe2Al5 相への
変態・溶解を促進させることが効果的と考えた。模擬め
っき浴による試験の結果より，Γ2相のFe2Al5 相への変
態反応を促進する因子として，以下の 3 点が重要である
ことが明らかとなった。
（ 1 ）浴温度を上昇させる
（ 2 ）浴中Al濃度を上昇させる
（ 3 ）Γ2粒子表面へのAl供給を促進させるため，浴の

攪拌を行う
　実際の操業への適用に関しては，生産設備の仕様や作
業性を勘案して種々の最適化を行う必要があった。しか
し，上記の基礎的知見を踏まえてめっき浴清浄化技術を
確立させ実機に適用することにより，効率的に浴中ドロ
スを無害化することが可能となった。
　これらの技術の適用以降は類似の不具合発生が完全に
解消され，1 箇月程度の操業後においても，めっき浴か

ら引き上げた浴中ロールの表面にドロスの付着・成長が
起こらなくなった（図13）。さらに，CGLの操業期間中
にめっき浴中を浮遊するドロス量を低減することも可能
になっており，製品品質・歩留りの改善に効果が確認で
きた。

むすび＝高温かつ不可視の溶融Znめっき浴中で発生す
るドロスの生成・成長反応は，その挙動を直接把握する
ことが難しい。また，実際のCGL設備においては，め
っき浴の温度および組成が連続的に変化することに起因
する不具合が発生する場合がある。したがって，各相の
熱力学的安定性に加えて，それらの変態過程における挙
動を踏まえて現象を理解することが求められる。CGL
の実機で発生した不具合の発生状況を詳細に解析し，ラ
ボ試験におけるドロス変態挙動を詳細に把握したことに
より，CGLのめっき浴を清浄化するための手法を確立
し，実生産設備における有効性が確認できた。本技術の
さらなる高度化により，高品質な溶融Znめっき鋼板の
安定生産に寄与できることを期待している。
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図12  Γ2相溶解速度に及ぼす浴攪拌の影響（0.25 wt%Al 模擬浴C）
Fig.12 Effect of sample stirring on dissolving rate of Γ2 (0.25 wt%Al 

bathC)

図13 清浄化作業を実施後，1 箇月間操業に使用した溶融Znめっ
き浴中ロール（端部へのドロス付着は確認できない）

Fig.13 Molten Zn bath roll used for one month in bath after cleaning 
operation (no dross crystals observed on edge)


