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(57)【要約】
【課題】溶解安定性及び吸湿抑制性に優れた、エレクト
ロスラグ再溶解法のためのプリメルトフラックスの提供
。
【解決手段】プリメルトフラックスにおけるＣａＯ結晶
相の含有率は、１．０質量％以下である。このプリメル
トフラックスは、ＣａＦ２結晶相及びＣａ１２Ａｌ１４

Ｏ３２Ｆ２結晶相を含みうる。好ましくは、ＣａＦ２結
晶相及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相の合計含有
率は、９０．０％以上である。このプリメルトフラック
スは、
　１５質量％以上３０質量％以下のＣａＯ結晶相、
　３０質量％以上４５質量％以下のＣａＦ２結晶相、
及び
　３０質量％以上４５質量％以下のＡｌ２Ｏ３結晶相
を含むフラックス原料が溶融及び混合されて得られうる
。
【選択図】図１



(2) JP 2021-30247 A 2021.3.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣａＯ結晶相の含有率が１．０質量％以下である、エレクトロスラグ再溶解法のための
プリメルトフラックス。
【請求項２】
　ＣａＦ２結晶相及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相を含んでおり、ＣａＦ２結晶相
及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相の合計含有率が９０．０質量％以上である請求項
１に記載のプリメルトフラックス。
【請求項３】
　ＣａＦ２結晶相の含有率が３０量％以上５０質量％以下であり、Ｃａ１２Ａｌ１４Ｏ３

２Ｆ２結晶相の含有率が５０質量％以上７０質量％以下である請求項２に記載のプリメル
トフラックス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロスラグ再溶解法（ＥＳＲ）において使用されるプリメルトフラッ
クスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロスラグ再溶解法は、積層凝固法の１つである。エレクトロスラグ再溶解法で
は、電気炉等で得られた母材が鋳型に装入される。この母材が電極として用いられ、溶融
スラグに通電がなされる。この溶融スラグの抵抗熱（ジュール熱）により、電極自体が溶
融する。溶融金属は、液滴となってスラグ中を通過する。この通過により、溶融金属は精
錬される。溶融金属は、鋳型内で順次凝固する。これにより、偏析の少ない鋳塊が得られ
る。この鋳塊は、高い品質が要求される部材の材料として使用される。エレクトロスラグ
再溶解法の一例が、特開２００９－１６７５１１公報に開示されている。
【０００３】
　近年のエレクトロスラグ再溶解法では、いわゆるコールドスタート法が主に採用されて
いる。コールドスタート法では、鋳型内にフラックス（固体）が投入される。このフラッ
クスがアーク熱で溶解されて、スラグが得られる。
【０００４】
　特開昭６３－３６９６６号公報には、エレクトロスラグ再溶解法に使用されるプリメル
トフラックスが開示されている。このプリメルトフラックスは、複数種の原料フラックス
が溶融及び混合され、凝固させられて得られる。プリメルトフラックスでは、その特性が
事前に調整されている。従ってこのプリメルトフラックスは、コールドスタート法に特に
適している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１６７５１１公報
【特許文献２】特開昭６３－３６９６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　フラックスには、通電開始直後に安定して溶解する特性が必要である。フラックスには
さらに、鋳塊の白点割れを生じさせにくいことが必要である。白点割れは、鋳塊の水素脆
化によって生じる。この水素は、フラックス中の水分に起因する。従ってフラックスには
、吸湿抑制性が必要である。
【０００７】
　本発明の目的は、溶解安定性及び吸湿抑制性に優れた、エレクトロスラグ再溶解法のた
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めのプリメルトフラックスの提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るプリメルトフラックスでは、ＣａＯ結晶相の含有率は、１．０質量％以下
である。
【０００９】
　このプリメルトフラックスが、ＣａＦ２結晶相及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相
を含んでもよい。好ましくは、ＣａＦ２結晶相及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相の
合計含有率は、９０．０質量％以上である。
【００１０】
　好ましくは、ＣａＦ２結晶相の含有率は、３０質量％以上５０質量％以下である。好ま
しくは、Ｃａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相の含有率は、５０質量％以上７０質量％以下
である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係るプリメルトフラックスは、溶解安定性に優れる。さらにこのフラックスは
、吸湿抑制性に優れる。このプリメルトフラックスが用いられたエレクトロスラグ再溶解
法では、鋳塊の白点割れが生じにくい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るプリメルトフラックスが用いられたエレクト
ロスラグ再溶解法のための設備が示された概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態に基づいて本発明が詳細に説明され
る。
【００１４】
　図１に示された製造設備は、鋳型２及び電源４を有している。鋳型２は、定盤６を有し
ている。鋳型２には、消耗電極８が装入される。この消耗電極８は、エレクトロスラグ再
溶解法によって得られる鋳塊の、母材である。この母材８は、電気炉等で製作されうる。
母材８と定盤６との間に電源４によって電圧がかけられる。これにより、母材８と定盤６
との間が通電する。通電によりスラグ１０においてジュール発熱が生じる。これにより母
材８が溶融し、液滴となる。液滴は、スラグ１０中を降下する。このとき液滴は、スラグ
１０によって精錬される。具体的には、非金属介在物等が、液滴から除去される。液滴か
らは、固相１２、固液共存相１４及び液相１６が形成される。固相１２が徐々に成長し、
鋳塊が得られる。スラグ１０による精錬を経ているので、この鋳塊には不純物が少ない。
固相１２が徐々に成長して鋳塊が得られるので、この鋳塊には偏析が少ない。この鋳塊は
高品質である。
【００１５】
　スラグ（液体）は、プリメルトフラックス（固体）が溶融することで得られる。このプ
リメルトフラックスは、組成物である。典型的には、この組成物は、ＣａＯ結晶相、Ｃａ
Ｆ２結晶相及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相（Ｃａ６Ａｌ７Ｏ１６Ｆ結晶相）を含
んでいる。この組成物がさらに、ＭｇＯ結晶相又はＳｉＯ２結晶相を含んでもよい。プリ
メルトフラックスが、ＣａＦ２結晶相を含まない組成を有してもよい。プリメルトフラッ
クスが、Ｃａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相を含まない組成を有してもよい。
【００１６】
　ＣａＯ結晶相は、結晶質である。このＣａＯ結晶相の融点は、２５７２℃である。一方
、ＣａＦ２結晶相の融点は１４１８℃であり、Ｃａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相の融点
は１３７１℃である。ＣａＯ結晶相の融点は、高い。ＣａＯ結晶相を多量に含むプリメル
トフラックスがコールドスタート法に使用されると、高温に達しないかぎり、プリメルト
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フラックスは完全には溶解しない。このプリメルトフラックスは、溶解安定性に劣る。
【００１７】
　ＣａＦ２結晶相及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相に比べ、ＣａＯ結晶相は吸湿し
やすい。ＣａＯ結晶相を多量に含むプリメルトフラックスは、水分を含みやすい。このプ
リメルトフラックスから得られたスラグが用いられたエレクトロスラグ再溶解法では、水
分に起因した水素の影響で、鋳塊に白点割れが生じやすい。
【００１８】
　溶解安定性及び白点割れ抑制の観点から、プリメルトフラックスにおけるＣａＯ結晶相
の含有率は１．０質量％以下が好ましく、０．６質量％以下がより好ましく、０．４質量
％以下が特に好ましい。プリメルトフラックスが、ＣａＯ結晶相を実質的に含まない組成
を有してもよい。
【００１９】
　プリメルトフラックスにおけるＣａＦ２結晶相及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相
の合計含有率は、９０．０質量％以上が好ましく、９５．０質量％以上がより好ましく、
９６．０質量％以上が特に好ましい。
【００２０】
　プリメルトフラックスにおけるＣａＦ２結晶相の含有率は、３０質量％以上５０質量％
以下が好ましく、３５質量％以上４５質量％以下が特に好ましい。プリメルトフラックス
におけるＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ２結晶相の含有率は、５０質量％以上７０質量％以下
が好ましく、５５質量％以上６５質量％以下が特に好ましい。
【００２１】
　プリメルトフラックスがＭｇＯ結晶相又はＳｉＯ２結晶相を含む場合、ＭｇＯ結晶相及
びＳｉＯ２結晶相の合計含有率は５．０質量％以下が好ましく、４．０質量％以下が特に
好ましい。
【００２２】
　典型的には、このプリメルトフラックスの出発原料は、ＣａＯフラックス、ＣａＦ２フ
ラックス及びＡｌ２Ｏ３フラックスである。これらのフラックスが溶融され混合されて、
混合物が得られる。この混合物が凝固して、プリメルトフラックスが得られる。
【００２３】
　好ましい出発原料の組成は、下記の通りである。
　　ＣａＯ結晶相：１５質量％以上３０質量％以下
　　ＣａＦ２結晶相：３０質量％以上４５質量％以下
　　Ａｌ２Ｏ３結晶相：３０質量％以上４５質量％以下
【００２４】
　出発原料が、ＭｇＯ結晶相又はＳｉＯ２結晶相を含んでもよい。この場合のＭｇＯ結晶
相及びＳｉＯ２結晶相の合計含有率は５．０質量％以下が好ましく、４．０質量％以下が
特に好ましい。
【００２５】
　本発明に係るプリメルトフラックス製造方法は、
（１）１５質量％以上３０質量％以下のＣａＯ結晶相、３０質量％以上４５質量％以下の
ＣａＦ２結晶相、及び３０質量％以上４５質量％以下のＡｌ２Ｏ３結晶相を含むフラック
ス原料を準備する工程
（２）このフラックス原料を溶融して混合物を得る工程
並びに
（３）この混合物を凝固させる工程
を含む。この製造方法により、高品質なプリメルトフラックスが得られうる。
【００２６】
　本発明に係る金属製品製造方法は、
（１）母材を準備する工程、
（２）ＣａＯ結晶相の含有率が１．０質量％以下であるプリメルトフラックスから得られ
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及び
（３）上記鋳塊に塑性加工を施す工程
を含む。この製造方法により、高品質な金属製品が得られうる。
【００２７】
　このプリメルトフラックスが用いられたエレクトロスラグ再溶解法により、様々な材質
の鋳塊が得られうる。鋳塊の典型的な材質として、工具鋼及び機械構造用合金鋼が挙げら
れる。
【実施例】
【００２８】
　以下、実施例によって本発明の効果が明らかにされるが、この実施例の記載に基づいて
本発明が限定的に解釈されるべきではない。
【００２９】
　［実施例１］
  ２５質量％のＣａＯ結晶相、４５質量％のＣａＦ２結晶相及び３０質量％のＡｌ２Ｏ３

結晶相含むフラックス原料を溶融及び混合して、実施例１のプリメルトフラックスを得た
。このプリメルトフラックスの主成分は、ＣａＦ２結晶相及びＣａ１２Ａｌ１４Ｏ３２Ｆ

２結晶相であった。このプリメルトフラックスにおけるＣａＯ結晶相の含有率は、０．４
質量％であった。
【００３０】
　［実施例２－８並びに比較例１及び２］
　溶融温度及び混合条件を変更した他は実施例１と同様にして、実施例２－８並びに比較
例１及び２のプリメルトフラックスを得た。このプリメルトフラックスにおけるＣａＯ結
晶相の含有率が、下記の表１に示されている。
【００３１】
　［溶解試験］
　５ｇのプリメルトフラックスを円柱状に成形し、試験片を得た。この試験片の、直径は
１５ｍｍであり、高さは１０ｍｍであった。この試験片を炉に投入し、炉の温度を１℃／
ｍｉｎの速度で高めた。試験片を目視で観察し、溶解が完了したときの温度を測定した。
この結果が、下記の表１に示されている。
【００３２】
　［ＥＳＲ］
　下記の条件下で、エレクトロスラグ再溶解法による鋳塊の製造を行った。
　　母材の質量：２ｔ以上１５ｔ以下
　　鋼種：工具鋼又は機械構造用合金鋼
　　プリメルトフラックスの投入量：９０ｋｇ以上３５０ｋｇ以下
３００回のエレクトロスラグ再溶解法において生じた、プリメルトフラックスの溶解不良
による工程の停止、及び鋳塊の白点割れの回数をカウントした。この結果が、下記の表１
に示されている。
【００３３】
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【表１】

 
【００３４】
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　表１の評価結果より、本発明の優位性は明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明に係るプリメルトフラックスは、種々の鋼塊の製造に適している。
【符号の説明】
【００３６】
　２・・・鋳型
　４・・・電源
　６・・・定盤
　８・・・母材（消耗電極）
　１０・・・スラグ
　１２・・・固相
　１４・・・固液共存相
　１６・・・液相

【図１】
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