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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ノズルの出口径Ｄｅ（ｍｍ）およびスロート径Ｄｔ（ｍｍ）が、Ｄｅ≧Ｄｔの関係にあり
、最小酸化性ガス流量時におけるノズル出口部雰囲気圧力Ｐｅ（ｋＰａ）およびノズル適
正膨張圧力Ｐ０（ｋＰａ）との間で下記式；
（Ｄｅ／Ｄｔ）２＝０．２５９×（Ｐｅ／Ｐ０）－５／７×［１－（Ｐｅ／Ｐ０）２／７

］－１／２

の関係を満たすラバールノズルまたはストレートノズルを先端に配設した上吹きランスか
ら、転炉内の溶鉄表面に酸化性ガスを吹き付けて溶鉄中の炭素を酸化除去するに当たり、
前記上吹きランスの中心軸に対するノズルの中心軸の傾角を１９°としたラバールノズル
またはストレートノズルを、前記上吹きランスの中心軸の周囲に４孔配設してなる上吹き
ランスを用い、
前記ラバールノズルまたはストレートノズルへの酸化性ガスの供給圧力Ｐ（ｋＰａ）を、
精錬前半においてはノズル適正膨張圧力Ｐ０（ｋＰａ）よりも大とする一方、溶鉄中の炭
素濃度が所定値以下となった精錬後半においてはノズル適正膨張圧力Ｐ０（ｋＰａ）と等
しくなるように変化させると共に、ランス高さを高位側から低位側に変化させることを特
徴とする転炉の精錬方法。
【請求項２】
ランス先端の中心部に粉体吹き込み用ノズルを配設した上吹きランスを用いることを特徴
とする請求項１に記載の転炉の精錬方法。
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【請求項３】
前記転炉に、上底吹き転炉を用いることを特徴とする請求項１または２に記載の転炉の精
錬方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上吹きランスから転炉内の溶鉄表面に酸化性ガスを吹き付けて鋼を脱炭精錬
する転炉の精錬方法に関し、具体的には、脱炭酸素効率を高く維持した上で、ダスト発生
量を低く抑えることができる転炉の精錬方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、転炉の生産性向上を図る観点から、単位時間当りの酸素ガス供給速度を高めた操
業方法が拡大している。これに伴い、転炉の脱炭精錬において、ダストなどとして炉外に
飛散する鉄分および炉壁や炉口付近に付着、堆積する鉄分が増加している。これらの鉄分
は、最終的には回収されて、再度、鉄源として利用されることになるが、この量が多くな
ると、除去や回収に要するコストの増加や、転炉の稼働率の低下を招くことになるため、
解決すべき重要な課題の一つとなっている。
【０００３】
　転炉の脱炭精錬におけるダストの発生機構とその抑制方法に関しては、従来から多くの
検討や研究がなされており、たとえば、ダストの発生機構については、大別して、バブル
バースト（スピッティングまたは気泡の湯面離脱に伴う粒鉄の飛散等）によるとの説と、
ヒューム（鉄原子の蒸発）によるとの説の２つがあり、吹錬の進行に伴って、各々の発生
量、発生割合が変化することが知られている。
【０００４】
　また、ダストの発生を抑制する手段についても、多くの提案がなされており、例えば、
特許文献１には、上吹きランスノズルの絶対２次圧を適正膨張絶対２次圧の０．７～２．
５倍の範囲で維持しつつ、吹錬中の絶対２次圧の最大値が最小値の１．１倍以上となるよ
うに酸素ガス流量を変化させる方法が提案されている。
　また、特許文献２には、上吹きランスの先端部に設けた噴射ノズルの少なくとも一つの
噴射ノズルの出口径Ｄｅとスロート径Ｄｔとの比（Ｄｅ／Ｄｔ）を、ノズル出口部雰囲気
圧Ｐｅとノズル適正膨張圧Ｐ０との間で下記関係式；
　Ｄｅ／Ｄｔ＝０．５０９×（Ｐｅ／Ｐ０）－５／１４×［１－（Ｐｅ／Ｐ０）２／７］
－１／４

を満たす溶鉄精錬用ランスを、前記適正膨張圧Ｐ０を、ノズルの入側圧Ｐとの間で、
Ｐ／２．０≦Ｐ０≦Ｐ／１．２　あるいは　Ｐ／０．８≦Ｐ０

の範囲として用いる溶鉄の精錬方法が提案されている。
【０００５】
　これらの技術は、ラバールノズルから噴射される酸素ガスの状態を適正膨張範囲から外
れた範囲とすることによって、酸素ガスの運動エネルギーを減少させ、それによって、バ
ブルバーストに起因するダストの発生を抑制しようとするものである。しかし、この技術
では、ダストの発生量は抑制できるものの、浴面での酸素ガス流速が減速してしまい超音
速噴流を得るというラバールノズル本来の効果が減少するため、脱炭酸素効率の低下を招
き、脱炭精錬時間が長くなるという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献３には、上底吹き機能を有する転炉を用いた脱炭精錬において、鉄浴面
に上吹き酸素ガスとともにＣａＣＯ３含有率が２０ｍａｓｓ％以下の生石灰粉を吹き付け
ることによってダスト発生量を低減する技術が提案されている。この技術は、ＣａＣＯ３

の分解熱を利用して鉄浴表面、特に火点（酸素ガス噴流の浴面衝突位置）の温度を低下さ
せることによって、ヒュームに起因するダストの発生を抑制する技術である。しかし、Ｃ
ａＣＯ３の分解熱（潜熱）分だけ別途熱源が必要となるため、製造コストを増加させると
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いう問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平０８－２８３８２０号公報
【特許文献２】特開平０９－２０９０２１号公報
【特許文献３】特開２００６－３４２３７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来技術が抱える上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、酸
化性ガスを上吹きして溶鉄の脱炭精錬を実施するにあたり、高い脱炭酸素効率を維持した
ままでダスト発生量を抑制することができる転炉の精錬方法を提案することにある。
　なお、転炉の精錬では、脱炭反応の進行に伴って溶銑中の炭素が減少して最終的には溶
鋼となるが、溶銑と溶鋼とを明確に区別することはできないので、本発明では、溶銑およ
び溶鋼をまとめて「溶鉄」ということとする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明者らは、上記課題の解決に向けて、特許文献１および特許文献２に開示の技術をさ
らに発展させるべく、酸化性ガスの吹き付けに用いるランス先端に設けられたラバールノ
ズルおよびストレートノズルに着目して鋭意検討を重ねた。その結果、高い脱炭酸素効率
を維持したままでダスト発生量を抑制するには、転炉内の溶鉄に酸化性ガスを吹き付ける
上吹きランスの先端に配設するラバールノズルまたはストレートノズルの孔数を適正化す
ることが有効であること、さらに、上記ラバールノズルまたはストレートノズルの中心軸
と上吹きランスの中心軸とのなす角度（以降、「傾角」ともいう）を適正化することがよ
り有効であることを見出し、本発明を開発するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、ノズルの出口径Ｄｅ（ｍｍ）およびスロート径Ｄｔ（ｍｍ）が、
Ｄｅ≧Ｄｔの関係にあり、最小酸化性ガス流量時におけるノズル出口部雰囲気圧力Ｐｅ（
ｋＰａ）およびノズル適正膨張圧力Ｐ０（ｋＰａ）との間で下記式；
（Ｄｅ／Ｄｔ）２＝０．２５９×（Ｐｅ／Ｐ０）－５／７×［１－（Ｐｅ／Ｐ０）２／７

］－１／２

の関係を満たすラバールノズルまたはストレートノズルを先端に配設した上吹きランスか
ら、転炉内の溶鉄表面に酸化性ガスを吹き付けて溶鉄中の炭素を酸化除去するに当たり、
前記上吹きランスの中心軸に対するノズルの中心軸の傾角を１９°としたラバールノズル
またはストレートノズルを、前記上吹きランスの中心軸の周囲に４孔配設してなる上吹き
ランスを用い、前記ラバールノズルまたはストレートノズルへの酸化性ガスの供給圧力Ｐ
（ｋＰａ）を、精錬前半においてはノズル適正膨張圧力Ｐ０（ｋＰａ）よりも大とする一
方、溶鉄中の炭素濃度が所定値以下となった精錬後半においてはノズル適正膨張圧力Ｐ０

（ｋＰａ）と等しくなるように変化させると共に、ランス高さを高位側から低位側に変化
させることを特徴とする転炉の精錬方法を提案する。
【００１３】
　また、本発明の転炉の精錬方法は、ランス先端の中心部に粉体吹き込み用ノズルを配設
した上吹きランスを用いることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の転炉の精錬方法は、前記転炉に、上底吹き転炉を用いることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、上吹きランスの先端に設けられた酸化性ガスを噴出するラバールノズ
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ルまたはストレートノズルの孔数を適正化し、かつ、上記ラバールノズルまたはストレー
トノズルの傾角を適正化することによって、脱炭酸素効率を低下させることなく、ダスト
発生量を抑制することができるので、鉄歩留りの向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の上吹きランスと酸化性ガスを噴出するラバールノズルおよびストレート
ノズルの構造を説明する図である。
【図２】ダスト発生速度に及ぼす上吹きランス高さの影響を示すグラフである。
【図３】脱炭酸素効率に及ぼす上吹きランス高さの影響を示すグラフである。
【図４】ダスト発生速度と耐火物溶損指数に及ぼすラバールノズルおよびストレートノズ
ルの傾角の影響を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　先ず、本発明を開発するに至った実験について説明する。
　発明者らは、図１に示す上吹きランス１から酸化性ガスを吹き付けると同時に、炉底部
から撹拌用ガスを吹き込む形式の容量５ｔ規模の転炉を用いて、転炉内の溶鉄に酸化性ガ
スを上吹きし、溶鉄の脱炭精錬を行う際における、炉壁や上吹きランスへの地金付着量に
及ぼす上吹きランス高さの影響を調査する実験を行った。ここで、上記実験で使用する図
１に示した精錬用の上吹きランス１は、外筒２（外管２）、中管３および内管４の三重管
で構成され、上吹きランス１の先端部には、鉛直斜め下向き方向を向いた、酸化性ガスを
噴出する複数の噴射ノズル５が、上吹きランスの中心軸の周囲に等間隔で配置されている
。なお、噴射ノズル５は、必ずしも同一円周上に配置する必要はなく、また、必ずしも等
間隔に配置する必要もない。また、上記実験では、酸化性ガスとしては酸素ガスを、底吹
きの撹拌用ガスとしてはアルゴンガスを用いた。また、上記実験における酸素ガスの供給
は、溶銑中の炭素濃度が４．０ｍａｓｓ％の時点から開始し、０．０５ｍａｓｓ％となる
時点まで継続した。
【００１８】
　上記実験は、具体的には、表１に示したように、酸素ガスを噴出する噴射ノズルとして
、スロート径Ｄｔが８．３～１１．７ｍｍで出口径Ｄｅが９．７～１３．８ｍｍのラバー
ルノズルを、上吹きランス先端に、上記上吹きランスの中心軸に対する噴射ノズルの中心
軸の相対角度（以降、単に「ノズル傾角」ともいう）を１９°とし、上吹きランスの中心
軸の周囲に３孔、４孔、５孔または６孔配設した４種類の上吹きランスと、同じく酸素ガ
スを噴出する噴射ノズルとして、ノズル径が１０．１ｍｍのストレートノズル（Ｄｔ＝Ｄ
ｅ）を上吹きランスの中心軸の周囲に４孔配設した１種類の上吹きランス（合計５種類）
を使用し、上吹きする酸素の流量を１８ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）／ｍｉｎで一定とし、ラン
ス高さｘ（静止溶鉄面からランス先端までの距離）を２００～１０００ｍｍの間で種々に
変えて脱炭精錬し、排ガスダスト中のダスト濃度および脱炭酸素効率に及ぼす噴射ノズル
孔数ならびにランス高さの影響を調査した。
　なお、本発明においては、以降、ラバールノズルとストレートノズルを総称して「噴射
ノズル」ともいう。
【００１９】
　ここで、上記実験に使用した上吹きランスに配設したラバールノズルは、適正膨張圧力
Ｐ０を０．５４ＭＰａとして設計されたものであり、上吹きガスの圧力エネルギーを速度
エネルギーに効率良く変換するというラバールノズル本来の機能を発揮させる理由から、
酸化性ガスの供給圧力Ｐを、上記適正膨張圧力Ｐ０と等しくなるように制御したものであ
る。
【００２０】
　また、上記実験に使用した上吹きランスに配設したストレートノズルは、末広がり部分
を持たないノズル構造のため、超音速噴流を形成することはできないが、酸化性ガスの供
給圧力を増加させることで音速まで噴流速度を高めることができる。なお、上記ストレー
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トノズルは、上吹きする酸素の流量が６．２ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）／ｍｉｎ以上の条件で
音速となるものであり、上吹きする酸素の流量が１８ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）／ｍｉｎ時の
酸化性ガス供給圧力Ｐは０．５４ＭＰａとなるように設計されたものである。
【００２１】
【表１】

【００２２】
　図２は、上記実験における排ガス中のダスト濃度から求めた溶鉄ｔ（トン）当たりのダ
スト発生速度と、上吹きランス高さとの関係を示したものである。なお、上記図２の横軸
には、ランス高さの指標として、ランス高さｘと噴射ノズルの出口径Ｄｅとの比（ｘ／Ｄ

ｅ）を用いた。これは、噴射ノズルから噴射したガスの流速の減衰特性は噴射ノズル径の
絶対値に左右されるからである。また、上記ダスト発生速度は、下記の（２）式で定義し
た値である。
　ダスト発生速度（ｋｇ／ｍｉｎ・ｔ）＝（排ガス中のダスト濃度（ｋｇ／ｍ３（Ｎｏｒ
ｍａｌ）））×（排ガス流量（ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）／ｍｉｎ））／溶鉄量（ｔ））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
　図２から、ダスト発生速度は、ランス高さ（ｘ／Ｄｅ）が上昇するのに伴い増加するが
、同一ランス高さでは、噴射ノズル孔数が少ない方が、ダスト発生速度が低下することが
わかる。また、同じ４孔の噴射ノズルでも、ストレートノズルの方が、ラバールノズルよ
りもダスト発生速度が低下することがわかる。
【００２３】
　また、図３は、脱炭酸素効率と上吹きランス高さ（ｘ／Ｄｅ）との関係を示したもので
ある。なお、上記脱炭酸素効率とは、上吹きランスから供給した酸素ガスの内、脱炭反応
に費やされた酸素ガスの比率（％）のことであり、下記の（３）式から得られる。
　脱炭酸素効率（％）＝（溶鉄中炭素の除去に費やされた酸素量（ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）
／ｍｉｎ））／（供給した酸素量（ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）／ｍｉｎ））×１００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３）
【００２４】
　図３から、脱炭酸素効率は、あるランス高さ（ｘ／Ｄｅ）までは一定の値を示すが、そ
れ以上にランスを上昇させると、脱炭酸素効率は急激に低下し、特に３孔の噴射ノズルで
はその現象が顕著に現れることがわかる。また、同じ４孔の噴射ノズルでも、ストレート
ノズルの方が、ラバールノズルより、脱炭酸素効率が低下することがわかる。
　以上の結果から、上吹きランス先端の噴射ノズル孔数は、脱炭酸素効率から下限が、逆
に、ダスト発生速度から上限が制限されるため、最適な孔数の範囲が存在することがわか
った。
【００２５】
　次いで、発明者らは、上記表１に示した、４孔のラバールノズルを設けた上吹きランス
のランス高さｘを３００ｍｍ（ｘ／Ｄｅ：２５．２（一定））として、ラバールノズルの
傾角を１５°、１８°、１９°、２０°、２２°、２４°および２６°に変化させて、上
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記と同様にして溶鉄を脱炭精錬する実験を行い、ダスト発生速度と転炉耐火物の溶損量に
及ぼすノズル傾角の影響を調査した。
【００２６】
　図４は、ダスト発生速度と耐火物溶損指数に及ぼすノズル傾角の影響を示したものであ
る。なお、転炉の耐火物にはＭｇＯ－Ｃレンガを使用したため、耐火物溶損指数は、下記
（４）式で定義した。
　耐火物溶損指数（－）＝（各ノズル傾角における実験後のスラグ中ＭｇＯ濃度（ｍａｓ
ｓ％））／（ノズル傾角１５°における実験後のスラグ中ＭｇＯ濃度（ｍａｓｓ％））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（４）
【００２７】
　図４から、図中に□で示したダスト発生速度は、ノズル傾角を大きくしていくと、ある
角度までは低下するが、それ以上になると逆に増加に転ずる、すなわち、ダスト発生速度
が最小となる角度があることがわかる。これは、ノズル傾角が小さいときは、ノズル傾角
の増大に伴い、浴面動圧の低下に起因してダスト発生速度は減少するが、ノズル傾角が大
きくなり過ぎると、浴面振動が大きくなり、却ってダスト発生速度が増加するためである
と考えられる。
　一方、図中に△で示した耐火物溶損指数は、あるノズル傾角以上になると急激に増加す
るため、最適な傾角には上限があることがわかる。これは、ノズル傾角を大き過ぎると、
上吹き酸素と溶鉄との衝突面に形成される２０００℃を超える高温反応領域が炉壁耐火物
に近づき耐火物の溶解を助長するためであると考えられる。
【００２８】
　したがって、図４から、ダスト発生速度を抑制し、かつ、耐火物溶損指数を低減するた
めには、ノズル傾角を１８～２２°の範囲とする必要があり、好ましくは１９°であるこ
とがわかった。なお、上記ノズル傾角のダスト発生速度と耐火物溶損指数に及ぼす影響は
、表１に示した４孔のストレートノズルを設けた上吹きランスについても上記と同様の実
験を行ったが、同じであった。
【００２９】
　本発明は、上記の実験結果に基き、開発したものである。すなわち、本発明の転炉の精
錬方法は、ノズルの出口径Ｄｅ（ｍｍ）およびスロート径Ｄｔ（ｍｍ）が、最小酸化性ガ
ス流量時におけるノズル出口部雰囲気圧力Ｐｅ（ｋＰａ）およびノズル適正膨張圧力Ｐ０

（ｋＰａ）との間で下記（１）式；
（Ｄｅ／Ｄｔ）２＝０．２５９×（Ｐｅ／Ｐ０）－５／７×［１－（Ｐｅ／Ｐ０）２／７

］－１／２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
を満たす噴射ノズル（ラバールノズルまたはストレートノズル）を先端に配設した上吹き
ランスから、転炉内の溶鉄表面に酸化性ガスを吹き付けて溶鉄中の炭素を酸化除去する精
錬方法であり、上記上吹きランスとして、ランス先端に上記（１）式を満たす酸化性ガス
噴射ノズルを、ノズル傾角を１９°の範囲とし、かつ、上記上吹きランスの中心軸の周囲
に４孔配設したものを用いるところに特徴がある。
【００３０】
　ここで、噴射ノズルの出口径Ｄｅ（ｍｍ）およびスロート径Ｄｔ（ｍｍ）が、最小酸化
性ガス流量時におけるノズル出口部雰囲気圧力Ｐｅ（ｋＰａ）およびノズル適正膨張圧力
Ｐ０（ｋＰａ）との間で上記（１）式の関係を満たすことが必要である理由は、最小酸化
性ガス流量時に酸化性ガス供給圧力Ｐ（ｋＰａ）がＰ＜Ｐ０となると、ラバールノズル内
壁において噴流が剥離（噴流の流線が、ノズル壁面から離れた状態）して、ノズル内への
溶鉄の侵入を招き易くなり、逆に、酸化性ガス供給圧力Ｐ（ｋＰａ）がＰ＞Ｐ０となると
、圧力エネルギーの速度エネルギーへの変換効率が低下し、脱炭酸素効率の低下を招くた
めである。一方、ストレートノズルにおいては、酸化性ガス流量にかかわらず、前述の噴
流の剥離現象は認められないものの、酸化性ガス供給圧力Ｐ（ｋＰａ）がＰ＜Ｐ０となる
ときには、噴流流速が音速未満となり、脱炭酸素効率が低下するからである。
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【００３１】
　また、上吹きランス先端に配設する噴射ノズルの数を４孔に限定する理由は、図２およ
び図３からわかるように、脱炭酸素効率の向上とダスト発生速度を抑制する観点からは、
噴射ノズルの数を４孔とするのが最適であるからである。なお、ダスト発生速度を重視し
た転炉操業を行う場合は噴射ノズルの数を３孔にしてもよく、また、脱炭酸素効率を重視
した転炉操業を行う場合は噴射ノズルの数を５孔以上としてもよい。
【００３２】
　また、本発明においては、上吹きランス先端に配設する噴射ノズルの傾角は１８～２２
°の範囲に設定する。これは、図４からわかるように、ノズル傾角が１８～２２°の範囲
でダスト発生速度の抑制と耐火物溶損の抑制を両立できるからである。
【００３３】
　また、本発明の転炉の精錬方法は、最小酸化性ガス流量時における酸化性ガス供給圧力
Ｐ（ｋＰａ）とノズル適正膨張圧力Ｐ０（ｋＰａ）が同じとなるノズル出口径Ｄｅの噴射
ノズルを設けた上吹きランスを用いる、すなわち、最小酸化性ガス流量時における上記噴
射ノズルへの酸化性ガスの供給圧力Ｐを、ノズル適正膨張圧力Ｐ０と等しくして（Ｐ＝Ｐ

０）、酸化性ガスを供給するのが好ましい。その理由は、最小酸化性ガス流量時にＰ＝Ｐ

０とすることによって、ラバールノズル内壁における噴流の剥離防止と、圧力エネルギー
の速度エネルギーへの変換効率の最大化を実現できるので、ノズル内への溶鉄の侵入を防
止しつつ、高い脱炭酸素効率での操業が可能となるからである。
【００３４】
　また、本発明の転炉の精錬方法は、精錬前半は、酸化性ガス供給圧力Ｐを適正膨張圧力
Ｐ０より大（Ｐ＞Ｐ０）とし、脱炭が進行して溶鉄中のＣ濃度が所定の値になった精錬後
半において、酸化性ガス供給圧力Ｐを適正膨張圧力Ｐ０と等しくする（Ｐ＝Ｐ０）のが好
ましい。これは、精錬前半では、脱炭反応が酸化性ガスの供給律速となるため、酸化性ガ
ス供給圧力Ｐを適正膨張圧力Ｐ０よりも大（Ｐ＞Ｐ０：不足膨張）としても、酸化性ガス
供給圧力Ｐを適正膨張圧力Ｐ０と等しくする（Ｐ＝Ｐ０：適正膨張）ことと同等の脱炭酸
素効率を得られるからである。なお、上記酸化性ガス供給圧力Ｐを変化させるＣ濃度（精
錬後半におけるＣ濃度）は、溶鉄の過酸化によるＦｅＯの生成を抑制する観点から、０．
４±０．２ｍａｓｓ％の範囲内の値とするのが好ましい。
【００３５】
　また、上記酸化性ガス供給圧力Ｐを変化させると同時に、ランス高さｘも高位側から低
位側となるように変えることが好ましい。その理由は、脱炭酸素効率の低下を最小限とす
るためである。
【００３６】
　また、本発明の転炉の精錬方法は、ランス先端の中心部に粉体吹き込み用ノズルを配設
した上吹きランスを用いることが好ましい。これは、生石灰等の造滓剤は、粉体吹き込み
用ノズルの方が、炉上ホッパーよりも、細かい粒径のものを使用できるので、上吹きラン
スから投入した方が、造滓剤の溶解が促進されて、スラグとして作用するまでの時間を短
縮でき、少ない造滓剤の使用量で溶鉄中のＰ濃度を低減できるからである。
【００３７】
　また、本発明の転炉の精錬方法は、上底吹き転炉を用いた精錬に適用するのが好ましい
。これは、脱炭や脱燐といった精錬反応を効率良く行う上で、底吹きガスの攪拌によるス
ラグとメタルの混合が極めて有効であるからである。ただし、上底吹き転炉以外の転炉に
適用してもよいことは勿論である。
【実施例】
【００３８】
　容量が３００トンの上底吹き転炉で、下記Ａ～Ｍ（１３種類）の上吹きランスを用いて
脱炭精錬を行った。
・ランスＡ：酸化性ガス吹き込み用噴射ノズルとして、スロート径Ｄｔが８２．２ｍｍ、
出口径Ｄｅが８７．２ｍｍで、ノズル傾角が１９°のラバールノズルをランス先端の中心
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・ランスＢ：上記ランスＡの先端部中央に、ノズル径が２５ｍｍの粉体吹き込み用ノズル
を１孔配設した５孔の上吹きランス（発明例２）
・ランスＣ：酸化性ガス吹き込み用噴射ノズルとして、スロート径Ｄｔと出口径Ｄｅが同
じ８８．０ｍｍで、ノズル傾角が１９°のストレートノズルをランス先端の中心軸の周囲
に等間隔で４孔、かつ、ランス先端部中央にノズル径２５ｍｍの粉体吹き込み用ノズルを
１孔配設した５孔の上吹きランス（発明例３）
・ランスＤ～Ｈ：上記ランスＢのラバールノズルのノズル傾角を１８°、１９．５°、２
０°、２１°および２２°に変化させた５孔の上吹きランス（発明例４～８）
・ランスＩ：酸化性ガス吹き込み用噴射ノズルとして、スロート径Ｄｔが７３．６ｍｍ、
出口径Ｄｅが７８．０ｍｍで、ノズル傾角が１５°のラバールノズルをランス先端の中心
軸の周囲に等間隔で４孔配設し、かつ、ランス先端部中央にノズル径が２５ｍｍの粉体吹
き込み用ノズルを１孔配設した５孔の上吹きランス（比較例１）
・ランスＪ：上記ランスＩのラバールノズルのノズル傾角を２３°とした５孔の上吹きラ
ンス（比較例２）
・ランスＫ：上記ランスＩのラバールノズルを、スロート径Ｄｔと出口径Ｄｅが同じ９５
．０ｍｍで、ノズル傾角が１５°のストレートノズルとした５孔の上吹きランス（比較例
３）
・ランスＬ：上記ランスＩのラバールノズルを５孔、ノズル傾角を１９°とし、ランス先
端部中央の粉体吹き込み用ノズルを無くした５孔の上吹きランス（比較例４）
・ランスＭ：酸化性ガス吹き込み用噴射ノズルとして、スロート径Ｄｔが７３．６ｍｍ、
出口径Ｄｅが８１．４ｍｍで、ノズル傾角が１９°のラバールノズルをランス先端の中心
軸の周囲に等間隔で５孔配設し、かつ、ランス先端中心部にノズル径が２５ｍｍの粉体吹
き込み用ノズルを１孔配設した６孔の上吹きランス（比較例５）
　なお、上記酸化性ガス吹き込み用のラバールノズルとストレートノズルの適正膨張圧力
Ｐ０は表３に示す通りであり、ランスＫ，Ｍを除き、最小酸化性ガス（酸素）流量時には
適正膨張となるように設計されたものである。
【００３９】
　上記脱炭吹錬は、先ず、鉄スクラップを上底吹き転炉に装入し、次いで、予め脱りん処
理を施した表２に示す成分組成を有する１２６５～１２８０℃の温度の溶鉄を上底吹き転
炉に装入した後、上吹きランスのラバールノズルあるいはストレートノズルから酸素ガス
を溶鉄面に向けて吹き付けながら、撹拌用ガスとして底吹き羽口からアルゴンガスを溶鉄
中に吹き込み、さらに、造滓材として炉内スラグの塩基度（ＣａＯ／ＳｉＯ２）が２．５
となる量の生石灰を投入し、溶鉄中の炭素濃度が０．０５ｍａｓｓ％となるまで行った。
　なお、上記鉄スクラップの装入量は、吹き止め温度が１６５０℃となるよう調節した。
また、生石灰の投入方法は、粉体吹き込み用ノズルを有するランスＢ～ＫおよびＭは、該
粉体吹き込み用ノズルから、粉体吹き込み用ノズルを有しないランスＡおよびＬは、炉上
ホッパーから投入した。
　また、酸化性ガス（酸素）の流量および底吹きガス（アルゴンガス）の流量は、表３に
示したように変化させた。なお、酸化性ガス（酸素）供給圧力は、ラバールノズルの場合
（ただし、ランスＭは除く）は、精錬前半（Ｃ＞０．４ｍａｓｓ％）は０．４９ＭＰａ（
不足膨張）、精錬後半（Ｃ≦０．４ｍａｓｓ％）は０．３３ＭＰａ（適正膨張）となるよ
うにし、ストレートノズルの場合（ただし、ランスＫは除く）は、精錬前半（Ｃ＞０．４
ｍａｓｓ％）は０．４８ＭＰａ（不足膨張）、精錬後半（Ｃ≦０．４ｍａｓｓ％）は０．
２０ＭＰａ（適正膨張）となるようにした。また、ランスＫおよびＭは、精錬前半（Ｃ＞
０．４ｍａｓｓ％）は不足膨張とし、精錬後半（Ｃ≦０．４ｍａｓｓ％）は過膨張となる
ようにした。また、上吹きランス高さ（ｘ／Ｄｅ）も、上記溶鉄中の炭素濃度０．４ｍａ
ｓｓ％を境として、表３に示したように変化させた。
【００４０】
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【表３－１】

【００４２】
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【表３－２】

【００４３】
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　上記のようにして、Ａ～Ｍの各ランスを用いて脱炭精錬し、吹錬時間、吹き止めＴ．Ｆ
ｅおよびダスト発生速度を調査し、その結果を、ランス仕様、脱炭吹錬条件とともに表３
に併記した。なお、上記表３の結果は、各ランスでそれぞれ３チャージの脱炭吹錬を行っ
たときの平均値である。また、表中のダスト発生速度指数は、ランスＩ（比較例１）のダ
スト発生速度をベース（１．００）としたときの相対値である。
【００４４】
　表３から、本発明の条件を満たすランスＡ～Ｈを用いて脱炭精錬した発明例１～８は、
本発明の条件を満たさないランスＩ～Ｍを用いて脱炭吹錬した比較例１～５と比較して、
吹錬時間や冶金特性（吹き止め時のＴ．Ｆｅ濃度）はほぼ同等であるが、ダスト発生速度
を大幅に低減できていることがわかる。中でも、酸化性ガス吹き込み用噴射ノズルとして
４孔のストレートノズルを配設しかつランス先端中心部に生石灰を吹き込む粉体吹き込み
用ノズルを配設したランスＣを用いて脱炭精錬した場合には、ダストの発生速度を一段と
低減できていることがわかる。
　上記の結果から、本発明を適用することにより、鉄歩留まりを高めた転炉操業が可能で
あることが確認された。
【符号の説明】
【００４５】
　１：上吹きランス
　２：外管
　３：中管
　４：内管
　５：酸化性ガス吹き込み用の噴射ノズル（主孔）
　６：スロート
　θ：ノズル傾角

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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