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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応容器に装入した溶鉄に上吹きランスから酸素含有ガスを吹き付けて前記溶鉄に送酸
精錬を施す溶鉄の送酸精錬方法であって、
　前記送酸精錬の少なくとも一部の期間、前記上吹きランスの外殻を貫通する前記酸素含
有ガスの噴射ノズルにおいて、ノズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積となる
部位またはノズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積の１．１倍以下となる部位
のノズル側面に、ノズルの中心軸を通る任意の平面で二分した場合に両空間に少なくとも
噴出口の一部が存在するように配置して設けた噴出口から前記噴射ノズル内に向けて制御
用ガスを噴出させながら、前記噴射ノズルの入口側から主供給ガスとして酸素含有ガスを
供給して前記噴射ノズルから噴射し、前記噴射ノズルの入口側における前記主供給ガスの
圧力を、下記（１）式を満たす適正膨張圧Ｐｏより大きくすることを特徴とする溶鉄の送
酸精錬方法：
Ａｅ／Ａｔ＝（５５／２／６３）×（Ｐｅ／Ｐｏ）－５／７×［１－（Ｐｅ／Ｐｏ）２／

７］－１／２・・・（１）
　ここで、Ａｔ：噴射ノズルの最小横断面積（ｍｍ２）、Ａｅ：噴射ノズルの出口断面積
（ｍｍ２）、Ｐe：ノズル出口部雰囲気圧（ｋＰａ）、Ｐo：ノズル適正膨張圧（ｋＰａ）
。
【請求項２】
　噴射ノズルとして、ノズル出口に続いて横断面積がノズル軸方向で最小で一定となるス
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トレート部を有するストレートノズル、または、横断面積がノズル軸方向で最小となるス
ロート部に続いて末拡がり部を有するラバールノズルを使用することを特徴とする請求項
１に記載の溶鉄の送酸精錬方法。
【請求項３】
　前記噴出口が前記噴射ノズルの側面の周方向に複数の方向に設けられ、前記噴出口への
前記制御用ガスの導入孔の直径と前記噴射ノズル１つあたりの前記噴出口の数ｎとの積が
、前記噴射ノズルの横断面積が最小となる部位のノズル内径の０．４倍以上であることを
特徴とする請求項１または２に記載の溶鉄の送酸精錬方法。
【請求項４】
　前記噴出口が前記噴射ノズルの側面の全周方向にスリット状に設けられ、前記噴出口の
前記噴射ノズルの軸方向の長さが、前記噴射ノズルの横断面積が最小となる部位のノズル
内径の０．２５倍以下であることを特徴とする請求項１または２に記載の溶鉄の送酸精錬
方法。
【請求項５】
　前記送酸精錬の少なくとも一部の期間、前記噴射ノズル内に向けて噴出する前記制御用
ガスの流量が、前記制御用ガスの流量と前記噴射ノズルに供給する前記主供給ガスの流量
との合計流量の５％以上であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の溶
鉄の送酸精錬方法。
【請求項６】
　前記上吹きランスから前記溶鉄に吹き付ける前記酸素含有ガスの供給速度に応じて、前
記制御用ガスの供給速度を調整することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載
の溶鉄の送酸精錬方法。
【請求項７】
　前記溶鉄の送酸精錬の進行に伴って、前記制御用ガスの供給速度を変更することを特徴
とする請求項１～６のいずれか１項に記載の溶鉄の送酸精錬方法。
【請求項８】
　前記送酸精錬開始前の溶鉄の珪素濃度に応じて、前記制御用ガスの供給速度を変更する
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の溶鉄の送酸精錬方法。
【請求項９】
　前記送酸精錬において供給する前記酸素含有ガスに含まれる総酸素ガス量の８５％を供
給した以後の送酸精錬末期に、前記噴射ノズルにおいて、前記制御用ガスを噴出させなが
ら、前記主供給ガスとして酸素含有ガスを供給することを特徴とする請求項１～８のいず
れか１項に記載の溶鉄の送酸精錬方法。
【請求項１０】
　前記送酸精錬開始前の珪素濃度が０．４０質量％以上の溶鉄に対して、前記送酸精錬に
おいて供給する前記酸素含有ガスに含まれる総酸素ガス量の２０％を供給する以前の送酸
精錬初期に、前記噴射ノズルにおいて、前記制御用ガスを噴出させながら、前記主供給ガ
スとして酸素含有ガスを供給することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の
溶鉄の送酸精錬方法。
【請求項１１】
　反応容器に収容された溶鉄に酸素含有ガスを吹き付けるための上吹きランスであって、
　前記上吹きランスの外殻を貫通する前記酸素含有ガスの噴射ノズルにおいて、ノズルの
横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積となる部位またはノズルの横断面積がノズル軸
方向で最小の横断面積の１．１倍以下となる部位のノズル側面に、ノズルの中心軸を通る
任意の平面で二分した場合に両空間に少なくとも噴出口の一部が存在するように配置され
た、前記噴射ノズル内に向けて制御用ガスを噴出させるための噴出口を備え、
　前記ノズル側面の周方向に複数の方向に備えられた前記制御用ガスの複数の噴出口への
前記制御用ガスの導入路が、前記上吹きランス内において互いに連通し、
　前記噴出口が前記噴射ノズルの側面の周方向に複数の方向に設けられ、前記噴出口に連
通する前記制御用ガスの噴出ノズルの内径と前記噴射ノズル１つあたりの前記噴出口の数
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ｎとの積が、前記噴射ノズルの最小横断面積に対応するノズル内径の０．４倍以上である
ことを特徴とする上吹きランス。
【請求項１２】
　反応容器に収容された溶鉄に酸素含有ガスを吹き付けるための上吹きランスであって、
　前記上吹きランスの外殻を貫通する前記酸素含有ガスの噴射ノズルにおいて、横断面積
がノズル軸方向で最小の横断面積となる部位またはノズルの横断面積がノズル軸方向で最
小の横断面積の１．１倍以下となる部位のノズル側面の周方向に全周方向にスリット状に
設置された、前記噴射ノズル内に向けて制御用ガスを噴出させるための噴出口を備え、前
記噴出口の前記噴射ノズルの軸方向の長さが、前記噴射ノズルの最小横断面積に対応する
ノズル内径の０．２５倍以下であることを特徴とする上吹きランス。
【請求項１３】
　噴射ノズルとして、ノズル出口に続いて断面積がノズル軸方向で最小で一定となるスト
レート部を有するストレートノズル、または断面積がノズル軸方向で最小となるスロート
部に続いて末拡がり部を有するラバールノズルを使用することを特徴とする請求項１１ま
たは１２に記載の上吹きランス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反応容器に装入した溶鉄に上吹きランスから酸素含有ガスを吹き付けて溶鉄
に送酸精錬を施す溶鉄の送酸精錬方法、及びその送酸精錬に用いるための上吹きランスに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　溶鉄の酸化精錬において、反応効率向上の観点から、上吹きランスから噴射される酸素
含有ガスの溶鉄浴面での噴流流速とガス流量とを同時に制御できる実用的な送酸手段が求
められている。
【０００３】
　例えば、転炉での溶銑の脱炭精錬では、転炉生産性向上の観点から、単位時間当たりの
上吹き酸素流量を高めた操業を行うことがある。しかし、その場合溶銑湯面での噴流の流
速が高くなると、ダストなどとして炉外に飛散する鉄分及び炉壁や炉口付近に付着・堆積
する鉄分が増加する。この量が多くなると、鉄歩留低下によるコストの増加や転炉稼働率
の低下を招くため、高流量かつ低流速を実現可能な送酸手段が求められている。
【０００４】
　一方で、吹錬末期の溶鉄中炭素濃度が低い場合においては、鉄の過剰な酸化ロスを防ぐ
ため、上吹き酸素流量を少なくして吹錬を行うことが一般的である。この場合、溶鉄湯面
での噴流の流速が低すぎると、火点における溶鉄の攪拌が弱く、鉄が過剰に酸化するとい
う問題がある。このため、高酸素流量時においては低流速での操業を可能とし、かつ、低
酸素流量時でも高流速での操業を可能とする送酸手段が求められている。
【０００５】
　一般に、酸素流量の調整とは独立して浴面での流速を調整する方法として、ランス高さ
を調整する方法が用いられている。しかし、ランス高さを低くし過ぎると、飛散した溶鉄
による溶損を受けてランス寿命が著しく低下する問題があり、また、ランス高さを高くし
過ぎると、２次燃焼率の増大や２次燃焼着熱効率の低下によって炉内ガス温度が上昇し、
耐火物寿命の低下を招く問題があるため、ランス高さによる流速の調整範囲には限界があ
る。このため、酸素流量に拠らずに噴射速度を調整可能な送酸ノズルの実現が期待されて
いた。
【０００６】
　しかし、一般的には、ノズル出口でのガス流速は、ノズル形状を決めればガス流量に対
してガス流速が一義的に決定され、高流量では流速が増加し、低流量では流速が減少する
という性質がある。特に、高ガス流量で低動圧となるようノズル径を大きくすると、ガス
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流量を低下させた場合に流速が低下しすぎることが問題であった。このため、吹錬中にノ
ズル形状を制御することで、高酸素流量時に動圧が高くなり過ぎることがない吹錬条件、
および、低酸素流量時に動圧が低くなり過ぎない吹錬条件を同時に達成できる技術が検討
されていた。吹錬中にノズル形状を制御する技術としては、例えば、特許文献１に、機械
的にノズル形状を変える真空脱ガス槽内の上吹きランスの技術が開示されている。
【０００７】
　また、特許文献２には、ラバールノズルの末拡がり部の内面にガスの吹き出し孔を設け
、主流の酸素ガス流量に応じて、この吹き出し孔からガスを吹き込む、ラバールノズルを
使った操業方法が開示されている。転炉精錬では、ランス高さを高くしても溶鉄浴面で十
分なガス流速が得られるよう、ガスの圧力を効率よく運動エネルギーに転換することがで
きるラバールノズルが広く用いられている。ラバールノズルでは、ノズル出口とスロート
部との横断面積（ノズル内の中心軸に垂直な断面の面積）の比（開口比）に応じて、ノズ
ルの末拡がり部で適正膨張となってエネルギー損失が少なくなる、ノズルの入口と出口と
の圧力比が決まる。ノズル出口の炉内圧力は概ね大気圧なので、ノズルの形状に対して適
正膨張となるノズル入口でのガス圧力（適正膨張圧力）と、それに応じたガス流量（適正
膨張流量）とが一義的に決まる。しかし、ガス流量を適正膨張流量よりも低下させると、
ノズル入口のガス圧力は適正膨張圧よりも低くなって、ノズル内で衝撃波が生じる過膨張
の状態となり、逆に、ガス流量を適正膨張流量よりも増大させると、ノズル出口以降で衝
撃波が生じる不足膨張の状態となって、エネルギー損失が生じ、それぞれのガス圧力にお
いて適正膨張となるノズル形状の場合よりもガス流速が低下する。
【０００８】
　特許文献２の方法では、適正膨張流量よりも低いガス流量において、ラバールノズルの
末拡がり部の内面に設けたガスの吹き出し孔から少量のガスを吹き込むことによって、末
拡がり部のノズル側面に沿って形成された境界層のガス流れが内側に押し出されて剥離す
るとされている。そして、このことにより、主流ガスの膨張が抑制されて、過膨張の状態
が緩和され、ガス流量を低下させた場合におけるガス流速の低下が抑制されるとされてい
る。
【０００９】
　また、ノズル内に主流とは別にガスを吹き込んでガス噴流を制御する方法としては、特
許文献３に、ＲＨ脱ガス設備の上吹きランスにおいて、ラバールノズルのスロート部に作
動ガスを噴出させて主流のガスジェットの噴出方向を制御する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平８－２６００２９号公報
【特許文献２】特開２０００－２３４１１６号公報
【特許文献３】特開２００４－１５６０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　機械的にノズル形状を変える方法である特許文献１の方法は、高温かつダストが発生す
る雰囲気下で機械的可動部を持つなどの点で実用的でない上、噴出孔が多数あるランスへ
の応用が困難という問題があった。また、ノズル内面の可動部によって断面積を縮小する
場合、この段差部分において段差が生じるが、この段差の形状がガス流速に及ぼす影響も
必ずしも明らかではなかった。
【００１２】
　また、特許文献２の方法では、ラバールノズルの末拡がり部においてガス流れの境界層
をノズル壁面から剥離させ、低ガス流量時の過膨張の状態を緩和することを意図している
が、ガス供給圧力がノズルの開口比によって決まる適正膨張圧よりも高い不足膨張条件で
は、効果的に流速を増加させることができないという問題があった。
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【００１３】
　特に、転炉などの送酸精錬における生産性を向上するため、酸素ガス流量の増大が求め
られており、高ガス流量条件におけるガス流速を抑制するためにスロート部のノズル断面
積を拡大することがある。しかし、ランス先端を冷却するために適正な冷却水の流路断面
積を確保する必要から、ノズルの出口断面積は制約を受けるため、ノズルの開口比は必ず
しも自由には設定できない。この場合、ノズルの開口比及びそれによって決まる適正膨張
圧は低下する傾向となるため、低ガス流量条件においても不足膨張条件となることがある
。しかし、特許文献２の方法では、このような場合にガス流速を効果的に増加させること
ができなかった。
【００１４】
　さらに、特許文献３の方法では、ガスジェットの噴出方向を制御することはできても、
ガス流速を効果的に制御することはできないという問題があった。
【００１５】
　本発明は、ランスノズルに機械的可動部を用いることなく、不足膨張条件においても低
ガス流量時のガス流速を効果的に増加させることができる、ガス流量の可変範囲の大きい
上吹き送酸方法とそれに用いる上吹きランスを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　発明者らは、上記課題を解決するため、上吹きガスの噴射ノズルに機械的可動部を設け
ることなく、ノズル内へのガス導入方法を変更することで、ガス流量に拠らず、ガス流速
を制御する方法について鋭意検討を重ね、本発明の送酸精錬方法及びその送酸精錬に用い
るための上吹きランスを完成するに至った。
【００１７】
　即ち、本発明は、反応容器に装入した溶鉄に上吹きランスから酸素含有ガスを吹き付け
て前記溶鉄に送酸精錬を施す溶鉄の送酸精錬方法であって、前記送酸精錬の少なくとも一
部の期間、前記上吹きランスの外殻を貫通する前記酸素含有ガスの噴射ノズルにおいて、
ノズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積となる部位またはその近傍の部位のノ
ズル側面に、ノズルの中心軸を通る任意の平面で二分した場合に両空間に少なくとも噴出
口の一部が存在するように配置して設けた噴出口から前記噴射ノズル内に向けて制御用ガ
スを噴出させながら、前記噴射ノズルの入口側から主供給ガスとして酸素含有ガスを供給
して前記噴射ノズルから噴射することを特徴とする溶鉄の送酸精錬方法である。また、好
適例として、前記ノズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面となる部位の近傍が、
ノズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積の１．１倍以下となる部位であること
がある。
【００１８】
　なお、本発明では、明細書全体を通して、ノズルの「横断面積」とは、ノズル内部の中
心軸に垂直な面積のことをいう。そのため、本発明において「最小の横断面積の１．１倍
以下である部位」とは、その部位の横断面積が最小の横断面積の１．０倍を超え１．１倍
以下となる部位のことを指す。
【００１９】
　なお、前記のように構成される本発明に係る溶銑の送酸精錬方法では、
（１）噴射ノズルとして、ノズル出口に続いて横断面積がノズル軸方向で最小で一定とな
るストレート部を有するストレートノズル、または、横断面積がノズル軸方向で最小とな
るスロート部に続いて末拡がり部を有するラバールノズルを使用すること、
（２）前記噴射ノズルの入口側における前記主供給ガスの圧力を、下記（１）式を満たす
適正膨張圧Ｐｏより大きくすること：
Ａｅ／Ａｔ＝（５５／２／６３）×（Ｐｅ／Ｐｏ）－５／７×［１－（Ｐｅ／Ｐｏ）２／

７］－１／２・・・（１）
　ここで、Ａｔ：噴射ノズルの最小横断面積（ｍｍ２）、Ａｅ：噴射ノズルの出口断面積
（ｍｍ２）、Ｐe：ノズル出口部雰囲気圧（ｋＰａ）、Ｐo：ノズル適正膨張圧（ｋＰａ）
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、
（３）前記噴出口が前記噴射ノズルの側面の周方向に複数の方向に設けられ、前記噴出口
への前記制御用ガスの導入孔の直径と前記噴射ノズル１つあたりの前記噴出口の数ｎとの
積が、前記噴射ノズルの横断面積が最小となる部位のノズル内径の０．４倍以上であるこ
と、
（４）前記噴出口が前記噴射ノズルの側面の全周方向にスリット状に設けられ、前記噴出
口の前記噴射ノズルの軸方向の長さが、前記噴射ノズルの横断面積が最小となる部位のノ
ズル内径の０．２５倍以下であること、
（５）前記送酸精錬の少なくとも一部の期間、前記噴射ノズル内に向けて噴出する前記制
御用ガスの流量が、前記制御用ガスの流量と前記噴射ノズルに供給する前記主供給ガスの
流量との合計流量の５％以上であること、
（６）前記上吹きランスから前記溶鉄に吹き付ける前記酸素含有ガスの供給速度に応じて
、前記制御用ガスの供給速度を調整すること、
（７）前記溶鉄の送酸精錬の進行に伴って、前記制御用ガスの供給速度を変更すること、
（８）前記送酸精錬開始前の溶鉄の珪素濃度に応じて、前記制御用ガスの供給速度を変更
すること、
（９）前記送酸精錬において供給する前記酸素含有ガスに含まれる総酸素ガス量の８５％
を供給した以後の送酸精錬末期に、前記噴射ノズルにおいて、前記制御用ガスを噴出させ
ながら、前記主供給ガスとして酸素含有ガスを供給すること、
（１０）前記送酸精錬開始前の珪素濃度が０．４０質量％以上の溶鉄に対して、前記送酸
精錬において供給する前記酸素含有ガスに含まれる総酸素ガス量の２０％を供給する以前
の送酸精錬初期に、前記噴射ノズルにおいて、前記制御用ガスを噴出させながら、前記主
供給ガスとして酸素含有ガスを供給すること、
がより好ましい解決手段となるものと考えられる。
【００２０】
　また、本発明は、反応容器に収容された溶鉄に酸素含有ガスを吹き付けるための上吹き
ランスであって、前記上吹きランスの外殻を貫通する前記酸素含有ガスの噴射ノズルにお
いて、ノズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積となる部位またはその近傍の部
位のノズル側面に、ノズルの中心軸を通る任意の平面で二分した場合に両空間に少なくと
も噴出口の一部が存在するように配置された、前記噴射ノズル内に向けて制御用ガスを噴
出させるための噴出口を備え、前記ノズル側面の周方向に複数の方向に備えられた前記制
御用ガスの複数の噴出口への前記制御用ガスの導入路が、前記上吹きランス内において互
いに連通していることを特徴とする上吹きランスである。また、好適例として、前記ノズ
ルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面となる部位の近傍が、ノズルの横断面積がノ
ズル軸方向で最小の横断面積の１．１倍以下となる部位であることがある。
【００２１】
　なお、前記のように構成される本発明に係る上吹きランスにおいては、
（１）前記噴出口が前記噴射ノズルの側面の周方向に複数の方向に設けられ、前記噴出口
に連通する前記制御用ガスの噴出ノズルの内径と前記噴射ノズル１つあたりの前記噴出口
の数ｎとの積が、前記噴射ノズルの最小横断面積に対応するノズル内径の０．４倍以上で
あること、
（２）噴射ノズルとして、ノズル出口に続いて断面積がノズル軸方向で最小で一定となる
ストレート部を有するストレートノズル、または断面積がノズル軸方向で最小となるスロ
ート部に続いて末拡がり部を有するラバールノズルを使用すること、
がより好ましい解決手段となるものと考えられる。
【００２２】
　さらに、本発明は、反応容器に収容された溶鉄に酸素含有ガスを吹き付けるための上吹
きランスであって、前記上吹きランスの外殻を貫通する前記酸素含有ガスの噴射ノズルに
おいて、横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積となる部位またはその近傍の部位のノ
ズル側面の周方向に全周方向にスリット状に設置された、前記噴射ノズル内に向けて制御
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用ガスを噴出させるための噴出口を備えることを特徴とする上吹きランスである。また、
好適例として、前記ノズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面となる部位の近傍が
、ノズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積の１．１倍以下となる部位であるこ
とがある。
【００２３】
　なお、前記のように構成される本発明に係る上吹きランスにおいては、
（１）前記噴出口の前記噴射ノズルの軸方向の長さが、前記噴射ノズルの最小横断面積に
対応するノズル内径の０．２５倍以下であること、
（２）噴射ノズルとして、ノズル出口に続いて断面積がノズル軸方向で最小で一定となる
ストレート部を有するストレートノズル、または断面積がノズル軸方向で最小となるスロ
ート部に続いて末拡がり部を有するラバールノズルを使用すること、
がより好ましい解決手段となるものと考えられる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、上吹きランスの酸素含有ガスの噴射ノズルに、機械的可動部を用いる
ことなく、ノズル内の断面積が長さ方向で最小の横断面となる部位の近傍のノズル側面に
おいて周方向に複数の方向または全周方向から噴射ノズル内に向けて噴出させる制御用ガ
スを制御することで、総ガス流量に拠らず、ガス流速を制御することが可能となる。この
ため、溶鉄等の飛散が激しい送酸精錬の操業条件においても、機械的可動部のトラブルを
招くことなく操業に用いることができる。また、不足膨張条件においても低ガス流量時の
ガス流速を効果的に増加させることができるので、ガス流量の可変範囲の大きい上吹き送
酸方法とそれに用いる上吹きランスを実現できる。すなわち、高ガス流量条件においてス
ピッティング低減に適した最小内径の大きいノズルであっても、低ガス流量条件における
ガス流速の低下を抑制して送酸精錬を実施することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の上吹きランスで用いるガス噴射ノズルの一例の縦断面を示す模式図であ
る。
【図２】（ａ）～（ｄ）は、それぞれ、図１に示すガス噴射ノズルにおける制御用ガス噴
出口を説明するためのスロート部での横断面を示す模式図である。
【図３】図２（ａ）～（ｄ）に示すガス噴流ノズルにおける、制御用ガス流量による噴流
流速の増加挙動を示すグラフである。
【図４】本発明の上吹きランスで用いるガス噴射ノズルにおいて、噴流流速が最大となる
制御用ガス流量比率での噴流流速を、制御用ガス噴出口の径×制御用ガス噴出口の数／噴
射ノズルのスロート部直径を横軸として整理した結果を示すグラフである。
【図５】本発明の上吹きランスで用いるガス噴射ノズルにおいて、噴流流速が最大となる
制御用ガス流量比率での噴流流速を、スリットの隙間の間隔／噴射ノズルのスロート部直
径を横軸として整理した結果を示すグラフである。
【図６】本発明の上吹きランスで用いるガス噴射ノズルにおいて、脱炭処理終了時の吹止
め炭素濃度とスラグ中Ｔ．Ｆｅ濃度（質量％）との関係を示すグラフである。
【図７】本発明を用いた脱炭吹錬において、吹錬初期の制御用ガス流量比率によるスロッ
ピングの発生有無の結果を示すグラフである。
【図８】本発明を用いた脱炭吹錬において、溶銑の珪素濃度が０．４質量％未満の条件で
の制御用ガス流量比率とダスト発生速度の関係を示すグラフである。
【図９】本発明を用いた脱炭吹錬において、炭素濃度約０．０５質量％まで脱炭吹錬を行
った時点でのスラグ中のＴ．Ｆｅ濃度（質量％）と制御用ガス流量比率との関係を示すグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、図面を用いて本発明の実施形態について説明する。
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　図１は、本発明で使用する上吹きランス用のガス噴射ノズルの一例を示すノズルの縦断
面の模式図である。送酸精錬用の酸素含有ガスは、上吹きランスの貯気槽４から、上吹き
ランスの外殻を貫通する噴射ノズルを通り、浴面へと噴射される。図１及び図２（ａ）～
（ｄ）に示す例では、簡略化して説明するため、噴射ノズルを１つのみ有する上吹きラン
スの先端部を示しており、水冷の上吹きランスの外殻の冷却水流路等については省略して
図示している。ここで、酸素含有ガスとしては、工業用の純酸素ガスを用いることが一般
的であるが、純酸素ガスと窒素ガスまたはアルゴンガスとの混合ガスなども目的に応じて
使用されることがある。
【００２７】
　図１に示したラバールノズルは、ノズル内の断面積が噴射ノズルの軸方向で最小となる
スロート部１とその下流側に続く末拡がり部２とを備える。また、スロート部１の上流側
に続けて図示しない先細部を備え、主供給ガスをスロート部１に導入する先細末拡がりノ
ズルの形状とする場合もある。本発明で用いる上吹きランスは、ノズルの横断面積が噴射
ノズル軸方向で最小の横断面積となる部位の近傍のノズル側面に、ノズルの中心軸を通る
任意の平面で二分した場合に両空間に少なくとも噴出口の一部が存在するように配置して
設けた制御用ガスの噴出口３を備えたガス噴射ノズルを備える。この制御用ガスの噴出口
３から、噴射ノズルの入口から供給される主供給ガスとは独立して流量制御の可能な制御
用ガスを噴射ノズル内に向けて噴出させながら、噴射ノズルの入口側から主供給ガスとし
て酸素含有ガスを供給することができる。
【００２８】
　ここで、噴出口３を含む部位における噴射ノズルの断面積とは、噴射ノズルの側面にお
いて、実際には噴射ノズルの側面が存在しない噴出口３の部分を噴出口３の周囲のノズル
側面と連続する滑らかな曲面で補間した曲面を仮想ノズル側面として、噴射ノズルの中心
軸に垂直な平面において、この仮想ノズル側面に囲まれた面積を意味する。
【００２９】
　この際、複数の噴出口３の部分を除く噴射ノズルの側面が噴射ノズルの中心軸を中心と
する回転体の側面として形成される場合は、仮想ノズル曲面はこの回転体の側面と等しく
なる。ラバールノズルの場合には、噴出口３の部分を補間する曲面は、円柱または円錐の
側面の一部、あるいはこれらの組み合わせからなることが多いが、末拡がり部２の形状が
円錐台でない釣鐘状の場合や噴射ノズルの断面形状が円形でない場合も含めると、必ずし
も円柱または円錐の側面の一部、あるいはこれらの組み合わせには限られない。
【００３０】
　また、後述するように、噴出口３が噴射ノズルの周方向の全周にスリット状に形成され
る場合には、仮想ノズル曲面は、噴射ノズルの中心軸を含む断面において噴出口３の部位
を近傍のノズル側面と連続する滑らかな曲線（直線の場合も含む）で補間することで求め
られる。
【００３１】
　噴出口３の無い、通常の酸素ガスを上吹きするラバールノズルを有する上吹きランスで
は、酸素ガスの流量とスロート部入口での圧力との関係は、経験的に下記（２）式のよう
に近似して表わせることが知られている：
　Ｐｔ＝Ｆｏ２／（０．４５６×ｎ×ｄｔ２）・・・（２）
　ここで、Ｐｔはスロート部１の入口のガス圧力（絶対圧）（ｋｇｆ／ｃｍ２）、Ｆｏ２

は上吹きランスから噴射する酸素ガス流量（Ｎｍ３／ｈｒ）、ｎは上吹きランスの噴射ノ
ズル個数、ｄｔは噴射ノズルのスロート部の内径である。
【００３２】
　（２）式から、スロート部１の入口のガス圧力Ｐｔは、ガス流量に比例し、且つ、スロ
ート部１の断面積に反比例する（或いは、Ｐｔはガスの線速度（Ｎｍ／ｓ）に比例する）
。噴射ノズルから噴射されるガス噴流は、根源的にはこのガス圧力Ｐｔを動力源とするも
のであり、定性的にはガス噴流の速度あるいは運動エネルギーは、ガス圧力Ｐｔが高いほ
ど高くなる傾向がある。
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【００３３】
　これに対して、噴射ノズルから噴射する総ガス流量を一定とする条件で噴出口３から制
御用ガスを噴出させると、スロート部１の噴出口３の近傍では、軸方向の質量流速が小さ
い領域が生じ、スロート部１の横断面（噴射ノズルの中心軸に垂直な断面）のその他の領
域では、制御用ガスを噴出させない場合よりも質量流速（単位面積当たりの質量流量）が
増大する。このため、スロート部１の入口で主供給ガスのガス圧力が上昇して、噴射ノズ
ルから噴射されるガス噴流の速度が増大する現象が見いだされた。この現象は、見掛け上
スロート部１の横断面積を減少させる効果とも言えるが、主供給ガスに対する制御用ガス
の割合が比較的小さくても顕著であり、スロート部１に制御用ガスの噴出口３を備えたラ
バールノズルの場合だけでなく、ノズルの軸方向に横断面積が一定なストレートノズルに
おいて、ある軸方向位置に制御用ガスの噴出口を設けた場合にも同様に観察された。末拡
がり部２のないストレートノズルでは、複数の噴出口３を設けるノズル軸方向位置をどの
噴出口３に対しても一様とすれば、任意のノズル軸方向位置に設けても良い。すなわち、
ストレートノズルにおいて、噴出口３を設ける位置は、ノズルの横断面積がノズル軸方向
で最小の横断面積となる部位のノズル側面となる。
【００３４】
　噴出口３からの制御用ガスの導入によるスロート部入口での主供給ガスのガス圧力の上
昇を、効率よく運動エネルギーに転換して噴流の流速を増大させるためには、通常のラバ
ールノズルの場合と同様にノズル形状の影響を考慮する必要があり、発明者らは、特定の
ノズル形状の条件では特に良好な噴流流速を増大させる効果が得られることを見いだした
。すなわち、噴射ノズルの開口比（Ａｅ／Ａｔ）に対して下記（１）式によって決まる適
正膨張圧Ｐｏよりも主供給ガスのスロート部入口でのガス圧力が高くなる、見掛け上不足
膨張の条件では、この条件を満たさない場合よりも効果的に噴流流速を増大させることが
できる：
Ａｅ／Ａｔ＝（５５／２／６３）×（Ｐｅ／Ｐｏ）－５／７×［１－（Ｐｅ／Ｐｏ）２／

７］－１／２・・・（１）
　ここで、Ａｔ：噴射ノズルの最小横断面積（ｍｍ２）、Ａｅ：噴射ノズルの出口断面積
（ｍｍ２）、Ｐe：ノズル出口部雰囲気圧（ｋＰａ）、Ｐo：ノズル適正膨張圧（ｋＰａ）
である。この噴流流速の増大効果に対するノズル形状の影響については、以下のように説
明できると考えられる。
【００３５】
　すなわち、通常のラバールノズルでは、スロート部１の入口でのガス圧力が適正膨張圧
より高い場合、ラバールノズルの末拡がり部２では不足膨張となって、ガスは圧力が高い
ままノズル出口から噴射され、ノズルの外で衝撃波を伴って膨張するため、エネルギー損
失が生じ、同じスロート部１の入口でのガス圧力で適正膨張となる、より開口比の大きな
ノズルの場合よりも噴流流速は低下する。
【００３６】
　これに対して、スロート部１（あるいはノズルの横断面積がノズル軸方向で最小となる
ストレート部）のノズル側面に備えた複数の噴出口３から制御用ガスを噴出させた場合に
は、スロート部１のノズル側面（壁面）に沿って形成される主供給ガスのガス境界層がノ
ズル側面から剥離し、見掛け上スロート部１のノズル断面積を減少させる効果が生じる。
一方、このノズル断面積を減少させる効果は、ノズル出口においては、制御用ガスが噴射
ノズルのガス噴射方向に加速されることで相対的に小さくなると考えられる。このため、
制御用ガスを導入することによって、実際のノズルの形状よりも実質的に開口比を増大さ
せる効果が生じることになり、ノズル形状（開口比）から上記（１）式によって決まる適
正膨張圧よりも高いスロート部１の入口でのガス圧力において実質的に適正膨張となって
噴流流速が増大する。また、スロート部１の入口でのガス圧力に対して上記（１）式によ
って決まる開口比のノズルを用いた場合には、実質的には過膨張となってエネルギー損失
が生じる。このように、スロート部１（あるいはノズルの横断面積がノズル軸方向で最小
となる部位）のノズル側面に備えた複数の噴出口から制御用ガスを噴出させた場合には、
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噴射ノズルの形状（開口比）から下記（１）式によって決まる適正膨張圧Ｐｏよりもスロ
ート部１の入口での主供給ガスのガス圧力が高い、見掛け上不足膨張の条件で、この条件
を満たさない場合よりも効果的に噴流流速を増大させることができる。
【００３７】
　以上のような制御用ガスによる噴流流速の増大機能について確認するため、図１に示し
たような概形のノズルなどを用いてモデル実験を行い、噴流流速に及ぼす制御用ガスの影
響を調査した。用いたノズルの形状条件を表１に示すが、ノズルＡ１～Ａ３およびＢは、
スロート部１を有するラバールノズルであり、ノズルＣ１～Ｃ６は、ノズル出口から所定
の距離の位置に制御用ガスの噴出口を有するストレートノズルである。制御用ガスの噴出
口は、何れの条件においても、図２（ｃ）に示した噴射ノズルのスロートでの横断面図の
ように、８個を周方向に等分に配置しており、内径１ｍｍの導入孔（制御用ガス導入孔）
の開放端として形成している。Ｃ５、Ｃ６はその８個の噴出口の内４個を封鎖しており、
Ｃ５については噴出口が４個隣接するように、Ｃ６については噴出口が一つ置きとなるよ
うにしている。表１中の制御用ガス噴出口の面積率とは、各ノズルの最小横断面積に対す
る制御用ガス導入孔の総断面積の比率である。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　主供給ガス及び制御用ガスとして高圧空気を表２に示す流量条件で供給し、ノズル先端
から２００ｍｍ離れた中心軸上での噴流流速を測定した結果及び主供給ガスと制御用ガス
の供給圧力を表２に示した。この試験では、各ノズルについて総ガス流量（制御用ガス流
量と主供給ガス流量との合計）を３条件以内で変更し、制御用ガスを供給しない場合と、
総ガス流量に対する制御用ガス流量の比率が２０％の場合とを対比させるように調査を行
った。なお、表１に示したモデル試験用のノズルの最小径や開口比等の主要な形状は、後
述する３００ｔ規模の実機用の上吹きランスのガス噴射ノズルのおよそ１／１０の縮尺の
相似形とするように決めたものである。また、表２に示したモデル試験でのガス流量は、
ガスの圧力あるいは線速度を実機の操業条件と同程度とするように、実機のガス噴射ノズ
ルにおける操業条件範囲のおよそ１／１００となるように設定した。
【００４０】
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【表２】

【００４１】
　表２中の噴流ガス速度差は、ノズル形状と総ガス流量が同じ条件のデータ間での制御用
ガスの有無による噴流ガス速度の差である。表２の結果により、総ガス流量が一定であっ
ても、制御用ガスを噴出させることにより、主供給ガスの圧力が上昇し、噴流流速を増大
させることが可能なことがわかる。特に、主供給ガスの圧力が各ノズルの適正膨張圧を超
える条件では、噴流流速の増大効果が大きいことがわかる。これは、上述したように、制
御用ガスを噴出させることによって見掛け上開口比を増大させる効果が生じ、適正膨張に
相対的に近い条件になることによると考えられる。
【００４２】
　また、ラバールノズルおよびストレートノズルの種類を問わず、ノズル横断面積が最小
の横断面となる部位（Ａ１、ＢおよびＣ１～Ｃ６の例）またはその近傍の部位（Ａ２およ
びＡ３の例）のノズル側面に噴出口が存在すれば増大効果が得られることがわかる。さら
に、制御ガスをノズルに対して一方向から噴出させると効果が得られず、制御ガス噴出口
をノズルの中心軸を通る任意の平面で二分した場合に両空間に少なくとも噴出口の一部が
存在するように配置する必要があると考えられる。
【００４３】
　ここで、表１および表２のラバールノズルを用いるＡ１～Ａ３を参照して、「ノズル横
断面積が最小の横断面積となる部位」について検討した。まず、Ａ１における噴出口を設
けた位置は、拡大部長さが４ｍｍで制御用ガス噴出口のノズル出口からの距離が４ｍｍで
あるため、ノズル横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積となるスロート部１であるこ
とがわかる。また、Ａ２における噴出口を設けた位置は、拡大部長さが４ｍｍで制御用ガ
ス噴出口のノズル出口からの距離が２．７ｍｍであるため、ノズル横断面積がノズル軸方
向で最小の横断面積の１．０６倍となる部位であることがわかる。さらに、Ａ３における
噴出口を設けた位置は、拡大部長さが４ｍｍで制御用ガス噴出口のノズル出口からの距離
が２ｍｍであるため、ノズル横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積の１．１４倍とな
る部位であることがわかる。以上の前提で、Ａ１～Ａ３の表２における「噴流ガス速度差
ｍ／ｓ」を、制御用ガス有りの場合で総ガス流量１．１Ｎｍ３／ｍｉｎ場合で比較すると
、最小横断面積に対する倍率が「１」のノズルＡ１は＋２０ｍ／ｓで、最小横断面積に対
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する倍率が「１．０６」のノズルＡ２は＋１０ｍ／ｓで、最小横断面積に対する倍率が「
１．１４」のノズルＡ３は＋０である。このことから、本発明では、ラバールノズルを用
いた場合、ノズル横断面積が最小の横断面となる部位の近傍の部位とは、好ましくは、ノ
ズルの横断面積がノズル軸方向で最小の横断面積の１．１倍以下となる部位であることが
わかる。
【００４４】
　次に、制御用ガスの供給条件について説明する。
　表１中のノズルＢと同形状のラバールノズル形状を有する噴射ノズルで、制御用ガス噴
出口を種々変更した条件において、制御用ガス流量比率（制御用ガス流量の総ガス流量に
対する比率）が噴流流速に及ぼす影響を調査した。ここで、制御用ガス噴出口は図２（ａ
）～（ｄ）に示したように、２個、４個または８個を周方向に等分に配置するか、または
全周にわたってスリット状に形成するかして、噴射ノズルの中心軸に対して回転対称にな
るように配置したものを用いた。複数個の噴出口を配置した場合では、各噴射ノズルの噴
出口は、内径１ｍｍの円形断面の制御用ガス導入孔の開放端として形成した。また、スリ
ット状の噴出口の場合はスリット状の隙間の幅を１ｍｍとした。各噴射ノズルにおいて、
総ガス流量を１．１Ｎｍ３／ｍｉｎで一定とし、制御用ガス流量比率を０～３０％の範囲
で変化させて、ノズル先端から２００ｍｍ離れた中心軸上での噴流流速を測定した。噴流
流速の測定結果を図３に示す。図３に示すように、制御用ガス噴出口が全周に渡るスリッ
ト状であっても、複数個の噴出口を配置した場合であっても、噴流流速の効果があること
がわかる。制御用ガス流量比率は、上述したスロート部のノズル断面積を見掛け上減少さ
せる効果をある程度得るためには、５％以上であることが好ましいといえる。また、制御
用ガス流量比率の上限については特に制限は無いが、制御用ガス流路や制御用ガス供給系
の大型化を避けるためには５０％以下より望ましくは３０％以下とすることが好ましい。
【００４５】
　また、図３に示したすべてのノズルにおいて、噴流流速を最大化できる制御用ガス流量
比率が存在し、その比率以上に制御用ガス流量比率を大きくすると、噴流流速が減少して
いく傾向が見られる場合もあることが分かった。これは、制御用ガスを導入することによ
って生じた、実際のノズルの形状よりも実質的に開口比を増大させる効果とスロート部入
口での主供給ガスの圧力を上昇させる効果との関係から、実質的に適正膨張となる制御用
ガス流量比率があるためと考えられる。
【００４６】
　次に、表１中のノズルＢと同形状のラバールノズル形状を有する噴射ノズルで、制御用
ガス噴出口を２～８個の周方向に等分に配置した円形断面の制御用ガス導入孔の開放端と
して形成した条件において、制御用ガス導入孔の内径も０．８～１．２ｍｍの範囲で変化
させて、同様に噴流流速の測定を行い、スロート部の周方向において制御用ガス噴出口の
存在する領域の割合がどのように影響するかを調査した。それぞれのノズルにおいて、総
ガス流量が１．１Ｎｍ３／ｍｉｎで一定の条件下で、噴流流速が最大となる制御用ガス流
量比率での噴流流速を、制御用ガス噴出口の径×制御用ガス噴出口の数／噴射ノズルのス
ロート部直径を横軸として整理した結果を図４に示す。
【００４７】
　図４から分かるように、スロート部（あるいはノズルの横断面積がノズル軸方向で最小
となるストレート部）の周方向において、噴出口の存在する領域の割合は、上記した見掛
け上スロート部のノズル断面積を減少させる効果の観点から、ある程度大きいことが望ま
しい。このため、噴射ノズルの側面の周方向に複数の方向に設けた噴出口は、噴出口の径
（噴射ノズルの中心軸及び制御用ガス導入孔の中心軸に垂直な方向の径、あるいは噴出口
への制御用ガスの導入孔の直径）の噴射ノズルの側面の周方向の総延長、即ち、噴出口の
径と噴射ノズル１つあたりの噴出口の数ｎとの積を、噴射ノズルのスロート部直径、ある
いは横断面積が最小となる部位のノズル内径の０．４倍以上とすることが好ましい。
【００４８】
　また、表１中のノズルＢと同形状のラバールノズル形状を有する噴射ノズルで、制御用
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ガス噴出口を噴射ノズルの周方向の全周にわたるスリット状とした条件で、そのスリット
の隙間の間隔を０．６ｍｍ～２．０ｍｍの範囲で変化させて上記と同様に噴流流速測定を
行った。それぞれのノズルにおいて、噴流流速が最大となる制御用ガス流量比率での噴流
流速を、スリットの隙間の間隔／噴射ノズルのスロート部直径を横軸として整理した結果
を図５に示す。
【００４９】
　図５から分かるように、噴出口が噴射ノズルの側面の全周方向にスリット状に設けられ
ている場合、スリット状の隙間として形成される噴出口の噴射ノズルの軸方向の長さが大
きくなり過ぎると、噴流流速の増大効果が減少する傾向があるため、スリット状に形成さ
れる噴出口の噴射ノズルの軸方向の長さは、噴射ノズルの横断面積が最小となる部位の噴
射ノズル内径の０．２５倍以下とすることが好ましい。また、スリット状の隙間が噴射ノ
ズル内径の０．２５倍より大きくなり過ぎると、上記した見掛け上スロート部のノズル断
面積を減少させる効果を得るために必要となる制御用ガスの流量が増大し、制御用ガス流
路や制御用ガス供給系の大型化が必要となる点からも好ましくない。
【００５０】
　さらに、噴出口の特徴について説明すると、図２（ａ）～（ｄ）に示したスロート部で
の横断面図のように、噴出口は、２つ以上であればよく、もしくはノズルの周方向全周に
わたるスリット状であってもよいが、噴出口を噴射ノズル中心軸に対して非対称に配置す
ると、特許文献３に記載されているように、噴射ノズルから噴射される気体噴流が中心軸
から偏向する傾向にあるため、噴出口はノズルの中心軸を通る任意の平面で二分した場合
に両空間に少なくとも噴出口の一部が存在するように配置することが望ましい。この際、
複数の噴出口は、噴射ノズル軸方向には全て同一の位置とすることが、上記した見掛け上
スロート部のノズル断面積を減少させる効果の観点から望ましいが、必ずしも厳密にノズ
ル軸方向の位置を一致させることが必要とされる訳ではない。噴出口を噴射ノズル軸方向
に互いに近接させるとともに、噴射ノズル中心軸を通る任意の平面で二分した場合に両空
間に少なくとも噴出口の一部が存在するように配置されていれば、全ての噴出口が噴射ノ
ズル軸方向に同一の位置に配置された場合よりは効率に劣るが、類似した噴流流速の増大
効果は得られる。
【００５１】
　このように制御用ガスの噴出口をノズル側面の周方向に複数の方向に設けた場合には、
制御用ガスの複数の噴出口への制御用ガスの導入路は、上吹きランス内において互いに連
通させるようにすることで、制御用ガスの流量制御系や供給経路を単純化しつつ、各噴出
口から噴出させる制御用ガスをバランスよく供給することが可能となる。より望ましくは
、噴射ノズルの周囲に設けた環状のガス流路を介して複数の噴出口への制御用ガスの導入
路を設けることが好適である。
【００５２】
　また、噴出口は、全体がスロート部に含まれることが望ましいが、スロート部の長さが
短くて噴出口の噴射ノズル軸方向の径よりも小さくなることもあり、噴出口の一部が下流
側の末拡がり部や、上流側の図示しない先細部に含まれたとしても、噴出口の中心位置が
スロート部に含まれているか、または、スロート部の全体が噴射ノズル軸方向で噴出口の
存在範囲に含まれていれば、後述する噴流流速を制御する機能には大きな違いはなく、同
様の効果が得られる。
【００５３】
　また、ノズル側面からの制御用ガスの噴出によって見掛け上ノズル断面積を減少させる
効果は、必ずしも噴出口が噴射ノズルの横断面積が噴射ノズル軸方向で厳密に最小となる
部位に設置された場合に限定される訳ではなく、この部位に設置された場合に噴流流速を
増大させる効果が最も効率的に得られるだけで、噴射ノズル軸方向で最小の横断面積に近
い部位であっても、類似の噴流流速の増大効果は得られる場合がある。ただし、噴出口が
設置される噴射ノズル軸方向位置の噴射ノズルの横断面積が大きくなると、大量の制御用
ガスが必要となって噴流流速の増大効率も低下する場合があるので、最小横断面積の１．
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１倍以下の横断面積の部位に設置することが望ましい。
【００５４】
　また、上記したスロート部のノズル断面積を見掛け上減少させる効果をより効果的に得
るためには、噴射ノズル内に向けて噴出される制御用ガスの噴出口における線速度（Ｎｍ
／ｓ）はある程度大きいことが望ましく、スロート部における主供給ガス線速度（スロー
ト部の横断面全体での平均値）に対して１／２倍～２倍程度の範囲内であれば、制御用ガ
スの圧力が高くなり過ぎることなく、スロート部のノズル断面積を見掛け上減少させる効
果が効果的に得られるので好ましい。以上に示したモデル試験結果に基づいて得られた、
制御用ガスによって噴流流速の増大効果が得られる好適条件に関する知見のうち、流量比
、長さの比、面積比及び線速度比等の無次元の指標に関するものは、実機の場合も含めて
縮尺あるいはサイズが大きく異なる場合であっても、ガス圧力あるいはノズルでの線速度
の範囲が同程度であれば十分有効であり、対応する無次元の指標の好適範囲がそのまま適
用可能である。
【００５５】
　次に、発明者らは、本発明に係る上吹きランスを用いて噴流の流速あるいは動圧を制御
することで、転炉での脱炭吹錬などの送酸精錬において安定的に操業しつつ、ダスト発生
量や鉄の酸化ロスを低減する方法について鋭意研究した。
【００５６】
　一般的に鉄鋼の送酸精錬は、脱珪、脱炭、脱燐などを目的として実施されるが、精錬の
初期の段階においては酸素の供給速度を大きくして不純物元素を効率的に除去することが
指向され、精錬の末期の段階では不純物元素の濃度が低下して酸化鉄の生成などの目的外
の反応が優勢となることから酸素の供給速度を小さくするような送酸パターンが選択され
ることが多い。上吹きランスから酸素ガスを供給する場合、このような送酸速度の変更に
伴って上吹き酸素ジェットの運動エネルギーが変化するため、上吹き酸素ジェットの溶融
スラグや溶鉄面への衝突状態が変化して反応速度が影響を受けるおそれがある。
【００５７】
　例えば、溶鉄の脱炭精錬において、酸化鉄の生成を抑制するために送酸精錬末期に上吹
き酸素ガスの供給速度を低下させると、上吹き酸素ジェットの運動エネルギーが低下して
、上吹き酸素ジェットの衝突位置（火点）における撹拌・混合状態が変化して脱炭酸素効
率が低下する傾向がある。このため、このような場合にはランス高さを低くして、上吹き
酸素ジェットの運動エネルギーの低下を抑制する方法も用いられるが、安全上可能なラン
ス高さには限度があって十分な対応は困難であった。
【００５８】
　本発明の溶鉄の送酸精錬方法では、このような場合、上吹きランスから溶鉄に吹き付け
る酸素含有ガスの供給速度に応じて、制御用ガスの供給速度を調整することでも上吹き酸
素ジェットの運動エネルギーを増大させることができるので、効率的な反応速度が得られ
る精錬条件の自由度が増大する。例えば、溶鉄の脱炭精錬において、総酸素ガス量の８５
％を供給した以後といった送酸精錬末期に上吹き酸素ガス供給速度を低下させる場合にお
いて、制御用ガスを噴出させながら主供給ガスとして酸素ガスを供給することによって、
脱炭酸素効率の低下を抑制してより効果的に酸化鉄の生成を抑制することができる。この
際、末期を除く精錬段階においては制御用ガスの供給を行わないことにより、酸素ガス供
給速度の大きい前段の精錬段階においても過剰な溶鉄の飛散やダストの生成を抑制するこ
とができ、送酸精錬の進行に伴って制御用ガスの供給速度を変更することで全体として効
率的な精錬条件に維持することができる。
【００５９】
　制御用ガスを供給することによって、同じ総ガス流量及びランス高さの条件であっても
溶鉄浴面での噴流流速を増大させ、酸化鉄の生成を抑制する効果について検証するため、
２ｔ規模の上底吹き精錬炉設備を用いて溶銑の脱炭処理を行い、スラグ中酸化鉄濃度に及
ぼす制御用ガスの影響を調査した。小型炉を用いる溶鉄の精錬試験では、溶鉄の単位質量
当たりの酸素ガスや精錬剤の供給量や供給速度、及び底吹きガスによる撹拌動力密度（Ｗ
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／ｔ）などの条件を実機と同程度にすることによって、実機での精錬反応を模した試験を
実施できると考えられる。これに従って決定した酸素ガス流量の条件において、実機の上
吹きランスあるいは上述した噴射ノズルのモデル試験と同程度のガス圧力あるいはノズル
での線速度の範囲となるように上吹きランスの設計を行った。また、ランス高さの条件に
ついては、溶鉄の凹み深さを求める経験式を用いて、鉄浴深さに対する凹み深さの比率が
実機の操業範囲と同程度になるように決定した。
【００６０】
　表３に試験に用いた上吹きランスの条件を示したように、それぞれストレート型の噴射
ノズルを有する単孔のランスＤ及び５孔のランスＥの２種類の上吹きランスを用い、それ
ぞれのランスに設けた各噴射ノズルに、各噴射ノズルの中心軸に対して４回回転対称とな
るように各４個の制御用ガス噴出口を設けた。表４に示した主な試験条件のように、少量
のアルゴンガスを底吹きして溶鉄を撹拌しながら、一定の総酸素ガス流量の条件で低炭素
濃度域まで脱炭処理を行った。各上吹きランスについて、制御用ガスを供給しなかった場
合と、総酸素ガス流量の約２３％を制御用ガスとして供給した場合とを比較して、脱炭処
理終了時の吹止め炭素濃度（質量％）とスラグ中Ｔ．Ｆｅ濃度（質量％）との関係を測定
した結果を表５及び図６に示した。
【００６１】
【表３】

【００６２】
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【表４】

【００６３】
【表５】

【００６４】
　表５及び図６に示した結果より、制御用ガス噴出口から制御用ガスを噴出させることに
より、制御用ガスを用いない従来の技術の場合と比べて、同じ総ガス流量及びランス高さ
の条件であってもスラグ中のＴ．Ｆｅが相対的に減少し、鉄の酸化ロスが抑えられたこと
がわかる。これは、制御用ガスの効果により酸素ガス噴流が鉄浴に衝突する際の流速が増
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大し、火点での攪拌力が強化されたことによると考えられる。この試験では全吹錬期間を
通じて制御用ガスを供給して行ったが、脱炭精錬におけるスラグ中酸化鉄濃度の上昇は精
錬の末期において顕著であることが知られており、例えば、総酸素ガス量の８５％を供給
した以後といった送酸精錬末期にだけ制御用ガスを供給するようにしても、同様に鉄の酸
化ロスを抑制する効果が得られることは明らかであり、送酸精錬の進行に伴って制御用ガ
スの供給速度を変更することが効果的である。
【００６５】
　また、送酸精錬中に精錬状態を検知した結果に基づいて制御用ガスの供給速度を変更す
る方法も効果的であり、例えば、スラグのフォーミング高さを検知したり、排ガスの分析
情報に基づいて脱炭酸素効率を経時的に測定したりした結果に基づいて、酸化鉄の生成速
度を調整するために制御用ガスの供給速度を変更する方法（例えば、スラグ中酸化鉄濃度
が過大な場合に、酸化鉄生成速度を減少させるために、制御用ガスの供給を開始して上吹
き酸素ガスジェットの動圧を上昇させる方法）などが有効である。
【００６６】
　また、送酸精錬開始前に判明している溶鉄の温度、珪素濃度、炭素濃度、スクラップ使
用量等の精錬条件に応じて、制御用ガスの供給速度の変更パターンを調整することも有効
である。例えば、送酸精錬開始前の珪素濃度が０．４０質量％以上の溶鉄の脱炭精錬にお
いては、供給する酸素含有ガスに含まれる総酸素ガス量の２０％を供給する以前の送酸精
錬初期に、高送酸速度かつ高ランス高さの精錬条件において、スロッピングが発生し易い
傾向がある。この場合、制御用ガスを噴出させながら主供給ガスとして酸素含有ガスを供
給することによって、上吹き酸素ジェットの動圧を増大させて過剰な酸化鉄の生成を抑制
することによりスロッピングの発生を防止するとともに、送酸精錬開始前の珪素濃度が０
．４０質量％未満の溶鉄の脱炭精錬においては、送酸精錬初期には制御用ガスの供給を行
うことなく、上吹き酸素ジェットの動圧を低位に推移させて溶鉄の飛散やダストの生成を
抑制する方法が挙げられる。
【００６７】
　転炉の脱炭吹錬では吹錬前の溶銑中の珪素濃度が高い場合では、スロッピングと呼ばれ
るスラグの噴出が発生する場合があることが知られている。これは、吹錬初期に生石灰等
のＣａＯ系媒溶剤の液相スラグへの溶解（滓化）があまり進行していない段階で二酸化珪
素が大量に生成すると、大量に生成した高粘度の溶融スラグ中に脱炭反応で生成したＣＯ
気泡が滞留して見掛けの体積が１０倍程度にも増大する現象（スラグフォーミング）が急
激に進行することに起因する。特に、スラグがフォーミングして厚みが増大すると、上吹
き酸素ジェットが減衰して溶銑やスラグへの衝突状況が変化し、鉄の酸化に消費される酸
素の割合が増大してスラグ中酸化鉄濃度の上昇を招く傾向がある。スラグ中酸化鉄濃度が
上昇すると、溶鉄浴やスラグ中の溶鉄液滴中の炭素との反応によって、スラグ中に形成さ
れる微小なＣＯ気泡が増大してフォーミングを助長することから、加速度的にフォーミン
グが進行してスロッピングに到ることがある。
【００６８】
　このようなスロッピングを防止する方法として、スラグのフォーミング高さに応じてラ
ンス高さを低くし、溶鉄浴に衝突する上吹きジェットの動圧を確保して過剰な酸化鉄の生
成を抑制する方法も考えられるが、吹錬初期のような高送酸速度の吹錬条件においてラン
ス高さを低くすることは、飛散した溶鉄によって上吹きランスが溶損して修理頻度が増大
したり、水漏れによる操業阻害を招いたりするリスクが高く得策ではない。スロッピング
は操業を大きく阻害する要因となるため、通常、吹錬前の溶銑中の珪素濃度が高い場合は
、吹錬初期の送酸速度を低位にすることでスロッピングを抑制している。しかしながら、
送酸速度を低下することは、吹錬時間延長の原因となっている。そこで、発明者らは、吹
錬初期の送酸速度を低下させない条件で、吹錬前の溶銑珪素濃度とノズルに供給する制御
用ガス流量比率がスロッピングに及ぼす影響について調査した。
【００６９】
　２ｔ規模の上底吹き精錬炉設備において、種々の珪素濃度の溶銑に対して脱炭処理を行
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い、スロッピングの発生状況、ダストの発生状況及びスラグ中Ｔ．Ｆｅ濃度に及ぼす制御
用ガスの影響を調査した。制御用ガス流量以外の基本的な試験条件は表４に示したものと
同様であり、脱炭処理前の溶銑の珪素濃度は０．１～０．５質量％の範囲で変化させた。
上吹きランスは表３中のランスＥと同じものを用い、総酸素ガス流量を一定とする条件で
、制御用ガス流量比率を種々変更して、約０．０５質量％の低炭素濃度まで脱炭処理を行
った。
【００７０】
　吹錬前の珪素濃度が０．４質量％以上の溶銑の脱炭吹錬において、吹錬初期の制御用ガ
ス流量比率によるスロッピングの発生有無の結果を図７に示す。なお、吹錬前の珪素濃度
が０．４質量％未満の溶銑の脱炭吹錬においては、スロッピングの発生は見られなかった
。これらの結果より、吹錬前の溶銑珪素濃度が０．４質量％以上の溶銑の脱炭吹錬の場合
、吹錬初期に、上吹きランスの酸素ガス噴射ノズルに設けた制御用ガス噴出口から適当な
条件で制御用ガスを供給することで、吹錬初期のスロッピングの抑制が可能なことがわか
る。
【００７１】
　また、溶銑の珪素濃度が０．４質量％未満の条件での制御用ガス流量比率とダスト発生
速度の関係を図８に示す。制御用ガス流量比率を増大するとダスト発生速度が増加する傾
向があることが分かる。脱炭精錬におけるダストは、ＣＯ気泡の破泡に伴って生成する微
小な液滴（バブルバースト）に起因するものが主体であって、脱炭処理の初期から中盤に
かけての脱炭最盛期において特に発生速度が大きいことが知られている。制御用ガスを供
給して酸素ガス噴流の流速が増大すると、物理的に飛散する溶鉄液滴が増大し、これから
二次的にバブルバーストによって生成するダストの発生速度が増大したり、ガス流速が増
大することで炉外に同伴して持ち去られるダストの比率が増大したりするため、ダスト発
生速度が増加したと考えられる。また、予め予備処理を行って珪素濃度が低い溶銑の脱炭
処理では、カバースラグの生成量が少ないためにダスト発生速度が大きくなり易い。した
がって、珪素濃度が０．４質量％未満の溶銑の脱炭処理においては、脱炭最盛期には、制
御用ガスを供給せずに吹錬することで、ダスト発生速度の増大を回避することが望ましい
といえる。
【００７２】
　珪素濃度が０．４質量％未満の溶銑の脱炭処理において、炭素濃度約０．０５質量％ま
で脱炭吹錬を行った時点でのスラグ中のＴ．Ｆｅ濃度（質量％）と制御用ガス流量比率と
の関係を図９に示す。適当な条件で制御用ガスを供給することで、スラグ中のＴ．Ｆｅが
減少し、鉄の酸化ロスを抑制できることがわかる。これは、珪素濃度が０．４質量％以上
の溶銑の脱炭処理においても同様の傾向であり、制御用ガスの効果により酸素ガス噴流の
流速が増大し、火点における攪拌力が強化されることによると考えられる。
【００７３】
　以上の知見から、珪素濃度が０．４質量％以上の溶銑の脱炭処理では、総酸素ガス量の
２０％を供給する以前といった送酸精錬初期及び総酸素ガス量の８５％を供給した以後と
いった送酸精錬末期において、上吹きランスの酸素ガス噴射ノズルに設けた制御用ガス噴
出口から適当な条件で制御用ガスを供給することで、酸素ガス噴流の流速を相対的に増大
させ、他の期間には制御用ガスを供給しないような精錬方法が好ましいといえる。
【００７４】
　また、珪素濃度が０．４質量％未満の溶銑の脱炭処理では、総酸素ガス量の８５％を供
給した以後といった送酸精錬末期において、上吹きランスの酸素ガス噴射ノズルに設けた
制御用ガス噴出口から適当な条件で制御用ガスを供給することで、酸素ガス噴流の流速を
相対的に増大させ、他の期間には制御用ガスを供給しないような精錬方法が好ましいとい
える。
【実施例】
【００７５】
　以下、本発明に係る溶鉄の送酸精錬方法を工業的な規模の転炉脱炭処理に適用した実際
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　３００ｔ規模の上底吹き転炉設備において、上吹きランスの噴射ノズルの仕様を種々変
更して溶銑の脱炭処理を行い、ダスト発生量、鉄歩留り及びスロッピングの発生状況に及
ぼす影響を調査した。予め重量屑を含む鉄スクラップを装入した混銑車に高炉で溶銑を受
銑して製鋼工場に搬送した後、所定量の溶銑を溶銑鍋に払い出して、溶銑鍋において機械
撹拌式の溶銑脱硫装置を用いて脱硫処理を行った。脱硫処理後のスラグを溶銑鍋から排出
してから、予め鉄スクラップ約３０トンを装入した転炉に溶銑を装入して脱炭処理を行っ
た。一回の吹錬での溶銑と鉄スクラップの合計装入量は約３００トン、溶銑の転炉装入時
の温度は１２８０～１３２０℃、珪素濃度は０．２０～０．６０質量％、炭素濃度は４．
０～４．４質量％の範囲であった。
【００７６】
　装入した溶銑の量、温度、珪素濃度及び炭素濃度、装入した鉄スクラップの量、目標と
する溶鋼の温度、炭素濃度等の情報から、スタティック制御に基づいて、吹錬で供給する
総酸素量、発熱材や冷却材の添加量を決定した。また、生石灰等の副原料は、脱炭処理後
のスラグの計算塩基度（ＣａＯ質量％／ＳｉＯ２質量％）を３．５とするように添加量を
決定して、吹錬初期に全量を添加した。この際、目標とする溶鋼の燐濃度に応じて、必要
に応じてスラグ生成量を調整した。
【００７７】
　脱炭吹錬における総酸素供給速度及びランス高さ（溶鉄の静止浴面からランス先端まで
の距離）は、吹錬末期を除く吹錬初期から中盤においてはそれぞれ７５０Ｎｍ３／ｍｉｎ
（２．５Ｎｍ３／（ｍｉｎ・ｔ））及び４．０ｍとし、スタティック制御に基づいて決定
した総酸素量の８５％を供給した以後の吹錬末期においてはそれぞれ４５０Ｎｍ３／ｍｉ
ｎ（１．５Ｎｍ３／（ｍｉｎ・ｔ））及び２．５ｍとした。なお、これらのランス高さは
、ランスＦを用いた過去の操業実績から、対応する総酸素供給速度において、上吹きラン
スの損傷状況に大きな違いがなく安定して操業が可能なランス高さの下限として設定した
値である。また、転炉の炉底に設けた複数のガス吹きプラグから、全吹錬期間を通じて３
０Ｎｍ３／ｍｉｎ（０．１０Ｎｍ３／（ｍｉｎ・ｔ））のアルゴンガスを底吹きした。
【００７８】
　吹錬末期において、サブランスを使用して測定した溶鋼の温度と炭素濃度に基づいて、
測定後に供給する酸素量及び冷却材の添加量を決定した。決定した酸素量を供給し終わっ
た時点で吹錬を終了して、溶鋼を取鍋に出鋼した。その後、ＲＨ脱ガス装置またはバブリ
ング装置による取鍋精錬を経て成分及び温度を調整した溶鋼を連続鋳造装置に供給して、
スラブ等の連続鋳造を行った。
【００７９】
　試験に使用した８種の上吹きランスの条件を以下の表６に示した。
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【表６】

【００８０】
　ランスＦは、従来から操業に用いていたラバールノズルを有する上吹きランスである。
ランスＧ及びランスＨは、大酸素流量時の噴流流速を低下させて鉄の飛散ロスやダストの
生成を抑制することを意図してランスＦの噴射ノズル形状を変更したものであり、ランス
Ｇではスロート径を６６ｍｍに拡大し、ランスＨでは内径７０ｍｍのストレート型の噴射
ノズルを用いた。なお、上吹きランスに必要な水冷構造を確保する観点から、噴射ノズル
の出口径を７０ｍｍよりも拡大することは困難であった。
【００８１】
　ランスＩはランスＧの各噴射ノズルのスロート部に、また、ランスＪはランスＨの各噴
射ノズルの出口から７０ｍｍの位置に、それぞれ内径１０ｍｍの円形断面の制御用ガス導
入孔の開放端として形成した制御用ガス噴出口８個を、噴射ノズルの内面に周方向に等分
に配置させた本発明例の上吹きランスである。また、ランスＫ～Ｍは、ランスＨに対して
各噴射ノズルの出口から７０ｍｍの位置に異なる形態の制御用ガス噴出口を設けた本発明
例の上吹きランスである。ランスＫ及びランスＭでは、それぞれ３ｍｍ幅及び１０ｍｍ幅
の隙間のスリット状の制御用ガス噴出口を各噴射ノズル内面の全周にわたって設けた。ラ
ンスＮでは、各噴射ノズル内面にそれぞれ内径６ｍｍの円形断面の制御用ガス導入孔の開
放端として形成させた制御用ガス噴出口４個を、噴射ノズルの内面の周方向に等分に配置
させた。
【００８２】
　各ランスの各噴射ノズルの各制御用ガス噴出口への制御用ガスの導入路はランス内で互
いに連通しており、制御用ガス供給装置から所定の流量に制御した工業用純酸素ガスを制
御用ガスとして供給した。何れの上吹きランスを使用した場合においても、制御用ガスを
使用する場合には、表６に示した制御用ガス流量比率（総ガス流量に対する制御用ガス量
量の比率）とした。
【００８３】
　次に、各上吹きランスを使用した場合の、スロッピングの発生状況と、これに伴って決
定した操業方法について説明する。
【００８４】
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　ランスＦの場合には操業を阻害するようなスロッピングは発生しなかったが、ランスＧ
の場合には溶銑の珪素濃度が０．５０質量％以上になると、また、ランスＨの場合には溶
銑の珪素濃度が０．４０質量％以上になると、比較的大きなスロッピングが発生すること
があり、安定して操業を継続することが困難であった。このため、ランスＧを用いた操業
では、混銑車での溶銑の予備脱珪処理や低珪素濃度溶銑との合わせ湯によって、転炉に装
入する溶銑の珪素濃度を０．５０質量％未満に制限して操業を継続した。また、ランスＧ
と同じ噴射ノズル形状を有するランスＩを用いた操業では、スタティック制御に基づいて
決定した総酸素量の２０％を供給するまでの吹錬初期において、転炉に装入する溶銑の珪
素濃度が０．５０質量％以上の場合には制御用ガスを供給し、転炉に装入する溶銑の珪素
濃度が０．５０質量％未満の場合には制御用ガスを供給しないで操業を行った。更に、ラ
ンスＨを用いた操業では、同様にして転炉に装入する溶銑の珪素濃度を０．４０質量％未
満に制限して操業を継続した。また、ランスＨと同じ噴射ノズル形状を有するランスＪ～
Ｍを用いた操業では、スタティック制御に基づいて決定した総酸素量の２０％を供給する
までの吹錬初期において、転炉に装入する溶銑の珪素濃度が０．４０質量％以上の場合に
は制御用ガスを供給し、転炉に装入する溶銑の珪素濃度が０．４０質量％未満の場合には
制御用ガスを供給しないで操業を行った。この際、ランスＧを用いた操業で予備脱珪処理
を実施した溶銑の比率、及びランスＩを用いた操業で転炉装入時の溶銑の珪素濃度が０．
５０質量％以上であったチャージの比率は、何れも約１割であった。
【００８５】
　更に、ランスＨを用いた操業では、同様にして転炉に装入する溶銑の珪素濃度を０．４
０質量％未満に制限して操業を継続した。また、ランスＨと同じ噴射ノズル形状を有する
ランスＪ～Ｍを用いた操業では、スタティック制御に基づいて決定した総酸素量の２０％
を供給するまでの吹錬初期において、転炉に装入する溶銑の珪素濃度が０．４０質量％以
上の場合には制御用ガスを供給し、転炉に装入する溶銑の珪素濃度が０．４０質量％未満
の場合には制御用ガスを供給しないで操業を行った。この際、ランスＨを用いた操業で予
備脱珪処理を実施した溶銑の比率、及びランスＪ～Ｍを用いた操業で転炉装入時の溶銑の
珪素濃度が０．４０質量％以上であったチャージの比率は、何れも約４割であった。
【００８６】
　更に、何れの制御用ガス噴出口を有するランスを用いた場合においても、スタティック
制御に基づいて決定した総酸素量の８５％を供給した以後の吹錬末期においては、総酸素
供給速度を低下させるとともに制御用ガスを供給して吹錬を行った。また、上記の吹錬初
期及び吹錬末期を除く期間については、何れの制御用ガス噴出口を有するランスを用いた
場合においても制御用ガスを供給しないで操業を行った。
【００８７】
　各上吹きランス毎に２００回程度の吹錬を継続して実施し、１回の吹錬あたりのダスト
発生量（原単位）と鉄歩留りの平均値を評価した結果を以下の表７に示す。ダスト発生量
は、各上吹きランスを使用した期間における集塵ダストの発生量から求めた平均原単位と
した。鉄歩留りは、連続鋳造までの工程で発生した、製品量、排片量及び再利用のために
回収した地金量の合計から求めた。また、吹錬の初期及び末期の送酸条件における各ラン
スの噴射ノズルの背圧（主供給ガスのランスへの供給圧）及び吹錬終了時の溶鋼中炭素濃
度が０．０４～０．０５質量％の場合のスラグ中（Ｔ．Ｆｅ）の平均値も合わせて表７に
示した。表７中主供給ガス背圧（初期）の欄の括弧内の数値は、制御用ガスを供給しない
場合の値である。
【００８８】
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【表７】

【００８９】
　表７の結果から、ランスＧ及びランスＨの場合には、ランスＦの場合よりもダスト発生
量は低減するが、スラグ中酸化鉄濃度の上昇によって鉄歩留りの向上効果が減殺されてい
ることが分かる。また、ランスＧ及びランスＨを用いた操業では、溶銑の予備脱珪処理が
必要な場合があり、脱珪剤に含有される酸化鉄の分解による吸熱が生じるため好ましくな
い。
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【００９０】
　これに対して本発明例では、溶銑の予備処理を行わなくても、必要な場合に制御用ガス
を供給して上吹き酸素噴流の速度を増大させることによりスロッピングを防止することが
可能である。これにより、上吹き酸素噴流の速度の増大が必要でない場合には、噴流速度
を低減してダストを抑制するとともに、精錬末期においては制御用ガスを供給してスラグ
中酸化鉄濃度の上昇を抑制できるので、鉄歩留りを向上する操業を安定して継続すること
が可能となる。また、上記の操業において、スラグ中酸化鉄濃度を低減することが可能と
なるので、脱酸用などの合金鉄を節約できる利点もある。ランスＬ及びランスＭの場合に
は、他の本発明例に対してスラグ中酸化鉄濃度が僅かに上昇する傾向であったため、鉄歩
留りの向上効果は減少したが、ランスＦを用いる従来の操業に比べて、ダスト発生量の低
減効果及び鉄歩留りの向上効果は明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　なお、前記実施例では脱炭吹錬の場合について説明したが、本発明はこれに限るもので
なく、脱燐吹錬や脱珪吹錬でこのランスを用いてもよい。また、送酸ランスによる精錬工
程であれば、たとえば電気炉での精錬においてもこの技術を応用可能である。特に、他の
ガス供給条件の変更に拠らずに噴流速度あるいは動圧を増大させたい場合には効果的であ
り、例えば、転炉型精錬炉を用いた溶銑の予備脱燐処理において、精錬末期の脱燐酸素効
率の低下に応じて上吹き酸素ガス供給速度を低下させる際に、制御用ガスを用いて上吹き
噴流速度の低下を抑制する本発明の送酸精錬方法を適用することにより脱燐反応効率の低
下を抑制する精錬方法が例示できる。
【符号の説明】
【００９２】
　１　スロート部
　２　末拡がり部
　３　噴出口
　４　貯気槽
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