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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】表面割れの発生し易い中炭素鋼などの溶鋼を連
続鋳造するに際し、鋳片に形成されるオシレーションマ
ークに起因する表面割れを抑制する鋼の連続鋳造方法の
提供。
【解決手段】連続鋳造用鋳型を鋳造方向に振動させなが
ら鋳型内に注入された溶鋼１１を引き抜き、鋳片を製造
する。鋳型は、鋳型長辺１の内壁面に、熱伝導率が鋳型
とは異なる金属が、内壁面に設けられた円形凹溝に充填
されて形成された複数個の異種金属充填部３をそれぞれ
独立して有する。異種金属充填部３の充填厚みＨ（ｍｍ
）と異種金属充填部３の直径ｄ（ｍｍ）とは下記（２）
式の関係を満たす。振動の振幅Ｓ（ｍｍ）及び周波数ｆ
（回／分）と異種金属充填部３の鋳造方向における中心
間の距離ＰＨ（ｍｍ）とは下記（３）式の関係を満たす
。０．５≦Ｈ≦ｄ・・・（２）、Ｓ／２×≦ＰＨ≦１０
００×Ｖｃ／ｆ・・・（３）
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続鋳造用鋳型内に溶鋼を注入しつつ、前記連続鋳造用鋳型を鋳造方向に振動させなが
ら前記溶鋼を引き抜いて、鋳片を製造する鋼の連続鋳造方法であって、
　前記連続鋳造用鋳型は、メニスカスよりも上方の任意の位置から、前記メニスカスより
も、鋳片引き抜き速度Ｖｃ（ｍ／分）から下記の（１）式で求まる長さＲ（ｍｍ）以上下
方の位置までの、水冷式銅鋳型の内壁面の範囲に、鋳型の熱伝導率に対して熱伝導率が８
０％以下あるいは１２５％以上である金属が、前記内壁面に周期的に設けられた凹溝に充
填されて形成された異種金属充填部をそれぞれ独立して有し、
　前記連続鋳造用鋳型の振動の振幅Ｓ（ｍｍ）及び周波数ｆ（回／分）と前記異種金属充
填部の鋳造方向における中心間の距離ＰＨ（ｍｍ）とは下記の（３）式の関係を満たすこ
とを特徴とする鋼の連続鋳造方法。
　Ｒ＝２×Ｖｃ×１０００／６０　　　（１）
　Ｓ／２≦ＰＨ≦１０００×Ｖｃ／ｆ　　　（３）
【請求項２】
　前記凹溝は、直径ｄが２～２０ｍｍの円形凹溝または円相当径ｄが２～２０ｍｍの擬似
円形凹溝であり、前記異種金属充填部の充填厚みＨ（ｍｍ）と前記異種金属充填部の直径
ｄまたは円相当径ｄ（ｍｍ）とは下記の（２）式の関係を満たすことを特徴とする請求項
１に記載の鋼の連続鋳造方法。
　０．５≦Ｈ≦ｄ　　　（２）
【請求項３】
　前記異種金属充填部の間隔Ｐ（ｍｍ）と前記異種金属充填部の直径ｄまたは円相当径ｄ
とは下記の（４）式の関係を満たすことを特徴とする請求項２に記載の鋼の連続鋳造方法
。
　Ｐ≧０．２×ｄ　　　（４）
【請求項４】
　前記溶鋼は、炭素含有量が０．０８～０．１７質量％である中炭素鋼であることを特徴
とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の鋼の連続鋳造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連続鋳造用鋳型での凝固シェルの不均一冷却に起因する鋳片表面割れを防止
するとともに、鋳片に形成されるオシレーションマークに起因する鋳片表面割れも防止す
る鋼の連続鋳造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼の連続鋳造においては、鋳型内に注入された溶鋼は水冷式鋳型によって冷却され、鋳
型との接触面で溶鋼が凝固して凝固層（「凝固シェル」という）が生成される。凝固シェ
ルが、鋳型下流側に設置した水スプレーや気水スプレーによって冷却されながら、内部の
未凝固層とともに鋳型下方に連続的に引き抜かれ、水スプレーや気水スプレーによる冷却
によって中心部まで凝固して鋳片が製造されている。
【０００３】
　鋳型内における冷却が不均一になると、凝固シェルの厚みが鋳片の鋳造方向及び鋳片幅
方向で不均一となる。凝固シェルには、凝固シェルの収縮や変形に起因する応力が作用す
る。凝固初期においては、この応力が凝固シェルの薄肉部に集中し、この応力によって凝
固シェルの表面に割れが発生する。この割れは、その後の熱応力や連続鋳造機のロールに
よる曲げ応力及び矯正応力などの外力により拡大し、大きな表面割れとなる。表面割れは
、次工程の圧延工程において鋼製品の表面欠陥となる。従って、鋼製品の表面欠陥の発生
を防止するためには、鋳片表面を溶削するまたは研削して、鋳片段階でその表面割れを除
去することが必要となる。
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【０００４】
　鋳型内の不均一凝固は、特に、炭素含有量が０．０８～０．１７質量％の鋼（「中炭素
鋼」という）で発生しやすい。中炭素鋼では、凝固時に包晶反応が起こる。鋳型内の不均
一凝固は、この包晶反応によるδ鉄（フェライト）からγ鉄（オーステナイト）への変態
時の体積収縮による変態応力に起因すると考えられている。つまり、この変態応力に起因
する歪みによって凝固シェルが変形し、この変形により凝固シェルが鋳型内壁面から離れ
る。鋳型内壁面から離れた部位は鋳型による冷却が低下し、この鋳型内壁面から離れた部
位（この鋳型内壁面から離れた部位を「デプレッション」という）の凝固シェル厚みが薄
くなる。凝固シェル厚みが薄くなることで、この部分に上記応力が集中し、表面割れが発
生すると考えられている。
【０００５】
　特に、鋳片引き抜き速度を増加した場合には、凝固シェルから鋳型冷却水への平均熱流
束が増加する（凝固シェルが急速冷却される）のみならず、熱流束の分布が不規則で且つ
不均一になることから、鋳片表面割れの発生が増加傾向となる。具体的には、鋳片厚みが
２００ｍｍ以上のスラブ連続鋳造機においては、鋳片引き抜き速度が１．５ｍ／ｍｉｎ以
上になると表面割れが発生しやすくなる。
【０００６】
　従来、上記中炭素鋼のような包晶反応を伴う鋼種の鋳片表面割れを防止する目的で、結
晶化しやすい組成のモールドパウダーを使用することが試みられている（例えば、特許文
献１を参照）。結晶化しやすい組成のモールドパウダーを用いると、モールドパウダー層
の熱抵抗が増大し、凝固シェルが緩冷却されることになる。緩冷却によって凝固シェルに
作用する応力が低下し、表面割れが少なくなるからである。しかし、モールドパウダーに
よる緩冷却効果のみでは、十分な不均一凝固の改善は得られず、変態量が大きい鋼種では
割れの発生を防止することはできない。
【０００７】
　そこで、包晶反応を伴う鋼種の鋳片表面割れを防止する目的として、特許文献２には、
連続鋳造用鋳型の内壁面に、銅よりも熱伝導率が低い複数個の部位がそれぞれ独立して形
成された連続鋳造用鋳型を用いることで、凝固初期の凝固シェルの不均一冷却よる表面割
れ及び包晶反応を伴う中炭素鋼でのδ鉄からγ鉄への変態に起因する凝固シェル厚みの不
均一による表面割れを効果的に防止できる旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２９７００１号公報
【特許文献２】国際公開第２０１４／００２４０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　鋼の連続鋳造では、上下方向の振動を鋳型に与えつつ溶鋼を鋳型に注入し、鋳型内の溶
鋼表面にモールドパウダーを投入しており、該モールドパウダーが溶融して形成される溶
融スラグを凝固シェルと鋳型内壁との間に流入させ、振動と溶融スラグとによって凝固シ
ェルが鋳型に焼き付くことを防止している。振動によって、先端部が変形を受けることに
なる凝固シェルを鋳型から引き抜いて得られる鋳片の表面には、オシレーションマークと
呼ばれる周期的な凹凸面が形成される（図６（Ｂ）及び（Ｃ）における凝固シェル１１ａ
参照）。
【００１０】
　オシレーションマークの凹凸面の頂部と谷部との差が大きくなると、鋳型の出口に向か
うにつれて、鋳型内壁と凝固シェルとの間隔が局所的に増加または減少し、鋳造方向にお
いて凝固シェルの凝固が不均一となり、凹凸面の隣接する頂部（または谷部）間の縦割れ
が発生し易くなる。また。凹部の谷部は、その他の部分よりも鋳片の幅が小さくなり、連
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続鋳造時の矯正帯において応力が集中して掛かりやすく、鋳片の横割れの起点となり、凹
部の谷部には横割れが発生し易くなる。特許文献２には、オシレーションマークに起因す
る問題は考慮されておらず、特許文献２の連続鋳造用鋳型を用い、特許文献１に記載され
ているようにモールドパウダーの組成を適宜変更したとしても、特に、中炭素鋼の溶鋼を
連続鋳造するに際し、前述のオシレーションマークに起因した鋳片の表面割れを効果的に
抑制する技術が確立されていないというのが実情である。
【００１１】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、特に、中炭素鋼
などの表面割れの発生し易い鋼種の溶鋼を連続鋳造するに際し、鋳片に形成されるオシレ
ーションマークに起因する表面割れを抑制する鋼の連続鋳造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するための本発明の要旨は以下の通りである。
［１］連続鋳造用鋳型内に溶鋼を注入しつつ、前記連続鋳造用鋳型を鋳造方向に振動させ
ながら前記溶鋼を引き抜いて、鋳片を製造する鋼の連続鋳造方法であって、前記連続鋳造
用鋳型は、メニスカスよりも上方の任意の位置から、前記メニスカスよりも、鋳片引き抜
き速度Ｖｃ（ｍ／分）から下記の（１）式で求まる長さＲ（ｍｍ）以上下方の位置までの
、水冷式銅鋳型の内壁面の範囲に、鋳型の熱伝導率に対して熱伝導率が８０％以下あるい
は１２５％以上である金属が、前記内壁面に設けられた円形凹溝または擬似円形凹溝に充
填されて形成された、直径２～２０ｍｍまたは円相当径２～２０ｍｍの複数個の異種金属
充填部をそれぞれ独立して有し、前記異種金属充填部の充填厚みＨ（ｍｍ）と前記異種金
属充填部の直径または円相当径ｄ（ｍｍ）とは下記の（２）式の関係を満たすものであり
、前記連続鋳造用鋳型の振動の振幅Ｓ（ｍｍ）及び周波数ｆ（回／分）と前記異種金属充
填部の鋳造方向における中心間の距離ＰＨ（ｍｍ）とは下記の（３）式の関係を満たすこ
とを特徴とする鋼の連続鋳造方法。
Ｒ＝２×Ｖｃ×１０００／６０　　　（１）
０．５≦Ｈ≦ｄ　　　（２）
Ｓ／２≦ＰＨ≦１０００×Ｖｃ／ｆ　　　（３）
［２］前記異種金属充填部の間隔Ｐ（ｍｍ）と前記異種金属充填部の直径または円相当径
ｄとは下記の（４）式の関係を満たすことを特徴とする［１］に記載の鋼の連続鋳造方法
。
Ｐ≧０．２×ｄ　　　（４）
［３］前記溶鋼は、炭素含有量が０．０８～０．１７質量％である中炭素鋼であることを
特徴とする［１］または［２］に記載の鋼の連続鋳造方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、鋳型内壁に形成された複数の凹溝に、鋳型とは異なる熱伝導率を有す
る異種金属が充填された鋳型を用いて、鋳型中の異種金属充填部の中心間の距離に応じて
、振動条件を適正化することで、オシレーションマークの凹凸面の頂部と谷部との差を低
減し、隣接する頂部間の縦割れや凹部の谷部での横割れのない鋳片を製造することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】連続鋳造用鋳型の一部を構成する鋳型長辺を内壁面側から視た図である。
【図２】図１に示す異種金属充填部が形成された鋳型長辺の部位を示す図である。
【図３】図１に示す鋳型長辺の三つの断面における熱抵抗の変化を概念的に示す図である
。
【図４】図１とは別の形態の異種金属充填部が形成された鋳型長辺の部位を示す説明図で
ある。
【図５】熱伝導比と鋳片表面割れ長さ（ｍｍ／ｍ）との関係を示すグラフである。
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【図６】図１に示す鋳型長辺の内壁近傍に形成される凝固シェルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態の一例を説明する。連続鋳造用鋳型は、ス
ラブ鋳片を鋳造するための連続鋳造用鋳型の例であり、一対の鋳型長辺と一対の鋳型短辺
とを組み合わせて構成される。図１は、そのうちの鋳型長辺を内壁面側から見た図である
。鋳型長辺１における定常鋳造時のメニスカスの位置よりも距離Ｑ（距離Ｑは任意の値）
離れた上方の位置から、メニスカスよりも距離Ｒ離れた下方の位置までの内壁面の範囲に
は円形凹溝が複数設けられ、該円形凹溝には、鋳型の熱伝導率よりも低いあるいは高い熱
伝導率となる金属（以下、「異種金属」と記す）が充填され、異種金属充填部３が複数形
成されている。なお、「メニスカス」とは「鋳型内溶鋼湯面」を意味する。
【００１６】
　図示を省略してある鋳型短辺にも、鋳型長辺と同様に、その内壁面側に異種金属充填部
が形成されるものとして、以降、鋳型短辺についての説明は省略する。但し、スラブ鋳片
においては、その形状に起因して長辺面側の凝固シェルに応力集中が起こりやすく、長辺
面側で表面割れが発生しやすい。よって、スラブ鋳片用の連続鋳造用鋳型の鋳型長辺には
、異種金属充填部を設置することが必要となるが、鋳型短辺には、必ずしも、異種金属充
填部を設置する必要はない。
【００１７】
　図２は、図１に示す鋳型長辺の異種金属充填部が形成された部位の拡大図で、（Ａ）は
内壁面側から見た部位の図であり、（Ｂ）は、（Ａ）のＢＢ線断面図である。異種金属充
填部３は、鋳型長辺１の内壁面側にそれぞれ独立して加工された、直径ｄが２～２０ｍｍ
の円形凹溝２の内部に、鍍金手段や溶射手段などによって、鋳型の熱伝導率に対して熱伝
導率が８０％以下あるいは１２５％以上である異種金属が、厚みＨを有するべく充填され
て形成されたものである。符号５は冷却水流路、符号６はバックプレートである。全ての
異種金属充填部３同士の間隔Ｐは特に同じである必要はないが、後述する熱抵抗の変動を
確実に周期的なものとするべく、全ての異種金属充填部３同士の間隔Ｐは同じとすること
が望ましい。なお、以下、異種金属の熱伝導率が鋳型の熱伝導率に対して８０％以下であ
る場合を説明している。
【００１８】
　図１及び図２では、異種金属充填部３の鋳型長辺１の内壁面における形状が円形である
が、円形とする必要はない。例えば楕円形のような、所謂「角」を有していない、円形に
近い形状である限り、どのような形状であっても構わない。但し、円形に近い形状の場合
でも、後述する通り、この円形に近い形状の異種金属充填部３の面積から求められる円相
当径は２～２０ｍｍの範囲内とする。
【００１９】
　図３は、鋳型長辺の三箇所の位置における熱抵抗の変化を概念的に示す図である。熱抵
抗が鋳型よりも大きい異種金属充填部３を、メニスカスの位置を含むメニスカス近傍の連
続鋳造用鋳型の幅方向及び鋳造方向に複数設置することにより、メニスカス近傍の鋳型幅
方向及び鋳造方向における連続鋳造用鋳型の熱抵抗が規則的且つ周期的に増減する。これ
によって、メニスカス近傍、つまり、凝固初期での凝固シェルから連続鋳造用鋳型への熱
流束が規則的且つ周期的に増減する。この熱流束の規則的且つ周期的な増減により、δ鉄
からγ鉄への変態によって発生する応力や熱応力が低減し、これらの応力によって生じる
凝固シェルの変形が小さくなる。凝固シェルの変形が小さくなることで、凝固シェルの変
形に起因する不均一な熱流束分布が均一化され、且つ、発生する応力が分散されて個々の
歪量が小さくなる。その結果、凝固シェル表面における表面割れの発生が防止される。な
お、熱抵抗が鋳型長辺１よりも低くなる異種金属充填部３を設置しても、連続鋳造用鋳型
の熱抵抗を規則的且つ周期的に増減させ得る。
【００２０】
　初期凝固への影響を勘案すれば、異種金属充填部３を、メニスカスから、定常鋳造時の
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鋳片引き抜き速度Ｖｃ（ｍ／分）に応じて、下記の（１）式から算出される距離Ｒ（ｍｍ
）以上メニスカスよりも下方の位置まで設置することとする。
【００２１】
　Ｒ＝２×Ｖｃ×１０００／６０　　　（１）
　すなわち、距離Ｒは、凝固開始した後の鋳片（凝固シェル）が異種金属充填部３の設置
された範囲を通過する時間に関係しており、凝固開始後から少なくとも２秒間、鋳片は、
異種金属充填部３の設置された範囲内に滞在することが好ましい。鋳片が凝固開始後から
少なくとも２秒間、異種金属充填部３の設置された範囲に存在するためには、メニスカス
よりも（１）式で求まる距離Ｒ以上下方に異種金属充填部３が設置されている必要がある
。
【００２２】
　凝固開始した後の鋳片が異種金属充填部３の設置された範囲内に滞在する時間を２秒以
上確保することで、異種金属充填部３による熱流束の周期的な変動の効果が十分に得られ
、表面割れの発生しやすい高速鋳造時や中炭素鋼の鋳造時でも、鋳片表面割れの防止効果
が得られる。異種金属充填部３による熱流束の周期的な変動の効果を安定して得る上では
、鋳片が異種金属充填部３の設置された範囲を通過する時間として４秒以上を確保するこ
とがより好ましい。
【００２３】
　一方、異種金属充填部３の上端部の位置はメニスカスよりも上方である限りどこの位置
であっても構わず、従って、距離Ｑはゼロを超えた任意の値で構わない。但し、鋳造中に
メニスカスは上下方向に変動するので、異種金属充填部３の上端部が常にメニスカスより
も上方位置となるように、メニスカスよりも１０ｍｍ程度上方位置まで、望ましくは２０
ｍｍ程度上方位置まで、異種金属充填部３を設置することが好ましい。なお、メニスカス
の位置は、鋳型長辺銅板１の上端から６０～１５０ｍｍ下方位置とするのが一般的であり
、これに応じて異種金属充填部３の設置範囲を決めればよい。
【００２４】
　異種金属充填部３の形状は、円形または円形に近いものとする。以下、円形に近いもの
を「擬似円形」と称す。異種金属充填部３の形状が擬似円形の場合には、異種金属充填部
３を形成させるために鋳型長辺１の内壁面に加工される溝を「擬似円形溝」と称す。擬似
円形とは、例えば楕円形や、角部にＲが形成された長方形など、角部を有していない形状
であり、更には、花びら模様のような形状であっても構わない。鋳型銅板表面に縦溝或い
は格子溝を施し、この溝に異種金属を充填した場合には、異種金属と銅との境界面及び格
子部の直交部において、異種金属と銅との熱歪差による応力が集中し、鋳型銅板表面に割
れが発生するという問題が起こる。これに対して、本発明のように、異種金属充填部３の
形状を円形または擬似円形とすることで、異種金属と銅との境界面は曲面状となることか
ら、境界面で応力が集中しにくく、鋳型銅板表面に割れが発生しにくいという利点が発現
する。
【００２５】
　異種金属充填部３の直径または円相当径は２～２０ｍｍであることが必要である。２ｍ
ｍ以上とすることで、異種金属充填部３における熱流束の低下が十分となり、上記効果を
得ることができる。また、２ｍｍ以上とすることで、異種金属を鍍金手段や溶射手段によ
って円形凹溝２や擬似円形凹溝（図示せず）の内部に充填することが容易となる。一方、
異種金属充填部３の直径または円相当径を２０ｍｍ以下とすることで、異種金属充填部３
における熱流束の低下が抑制され、つまり、異種金属充填部３によって、凝固遅れが抑制
されて、その位置での凝固シェルへの応力集中が防止され、鋳片の表面割れ発生を防止す
ることができる。即ち、直径または円相当径が２０ｍｍを超えると表面割れが発生するこ
とから、異種金属充填部３の直径または円相当径は２０ｍｍ以下にすることが必要である
。なお、異種金属充填部３の形状が擬似円形の場合は、この擬似円形の円相当径ｄは下記
の（５）式で算出される。
円相当径ｄ＝（４×Ｃ／π）１／２　　　（５）
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　（５）式において、Ｃは異種金属充填部３の面積（ｍｍ２）である。
【００２６】
　図１では、鋳造方向または鋳型幅方向に同一形状の異種金属充填部３を設置しているが
、本発明では、必ずしも、同一形状の異種金属充填部３を設置する必要はない。また、異
種金属充填部３の直径または円相当径が２～２０ｍｍの範囲内であれば、直径の異なる異
種金属充填部３を鋳造方向または鋳型幅方向に設置しても構わない。この場合も、鋳型内
での凝固シェルの不均一冷却に起因する鋳片表面割れを防止することが可能となる。
【００２７】
　異種金属充填部３の充填厚みＨは０．５ｍｍ以上とする必要がある。充填厚みＨを０．
５ｍｍ以上とすることで、異種金属充填部３における熱流束の低下が十分となり、熱流束
の周期的な変動の効果を得ることができる。また、充填厚みＨは異種金属充填部３の直径
または円相当径ｄ（ｍｍ）以下にする必要がある。充填厚みを異種金属充填部３の直径ま
たは円相当径と同等、またはそれらよりも小さくするので、鍍金手段や溶射手段による円
形凹溝及び擬似円形凹溝への異種金属の充填が容易となり、且つ、充填した異種金属と鋳
型銅板との間に隙間や割れが生じることもない。異種金属と鋳型銅板との間に隙間や割れ
が生じた場合には、充填した異種金属の亀裂や剥離が生じ、鋳型寿命の低下、鋳片の割れ
、更には拘束性ブレークアウトの原因となる。すなわち、異種金属充填部３の充填厚みＨ
は、下記の（２）式を満足することが必要である。
【００２８】
　０．５≦Ｈ≦ｄ　　　（２）
　この場合、異種金属の充填厚みＨは円形凹溝或いは擬似円形凹溝の深さ以下となる。充
填厚みＨの上限値は、円形凹溝の直径ｄで決まる。但し、充填厚みＨが１０．０ｍｍを超
えると上記効果は飽和するので、充填厚みＨは、円形凹溝の直径ｄ以下で且つ１０．０ｍ
ｍ以下とすることが好ましい。
【００２９】
　また、異種金属充填部３同士の間隔Ｐは、異種金属充填部３の直径または円相当径ｄの
０．２倍以上であることが好ましい。つまり、間隔Ｐは異種金属充填部３の直径または円
相当径に対して下記の（４）式の関係を満足することが好ましい。
【００３０】
　Ｐ≧０．２×ｄ　　　（４）
　間隔Ｐが十分に大きく、異種金属充填部３における熱流束と鋳型内壁部（異種金属充填
部３が形成されていない部位）の熱流束との差が大きくなり、上記効果を得ることができ
る。間隔Ｐの上限値は特に規定しないが、この間隔が大き過ぎると、異種金属充填部３の
面積率が低下するので「２．０×ｄ」以下にすることが好ましい。
【００３１】
　銅鋳型内壁面に銅鋳型表面の保護のための鍍金層を設けた例を図４に示す。異種金属充
填部３を形成させた銅鋳型内壁面に、凝固シェルによる磨耗や熱履歴による鋳型表面の割
れを防止することを目的として、鍍金層４を設けることが好ましい。鍍金層４は一般的に
用いられるニッケル系合金、例えばニッケル－コバルト合金（Ｎｉ－Ｃｏ合金）などを鍍
金することで十分である。鍍金層４の厚みｈは２．０ｍｍ以下にすることが好ましい。鍍
金層４の厚みｈを２．０ｍｍ以下にすることで、熱流束に及ぼす鍍金層４の影響を少なく
することができ、異種金属充填部３による熱流束の周期的な変動の効果を十分に得ること
ができる。
【００３２】
　特許文献２に記載されているように、鋳型内壁面に、複数個の異種金属充填部がそれぞ
れ独立して形成された鋳型を用いれば、熱流束の周期的な変動が生じ、鋳片表面割れの発
生しやすい高速鋳造時や中炭素鋼の鋳造時においても、鋳片表面割れの防止効果が得られ
る。この熱流束の周期的な変動を生じさせるためには、異種金属の熱伝導率λは、鋳型（
銅）の熱伝導率λｃに対して８０％以下あるいは１２５％以上である必要がある。熱伝導
率λが、熱伝導率λｃに対して８０％よりも大きいあるいは１２５％より小さいと、異種
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金属充填部３による熱流束の周期的な変動の効果が不十分であるために、鋳片表面割れの
発生しやすい高速鋳造時や中炭素鋼の鋳造時において、鋳片表面割れの防止効果が不十分
になる。
【００３３】
　異種金属としては、鍍金や溶射のしやすいＮｉ（熱伝導率：約９０Ｗ／（ｍ・Ｋ））及
びＮｉ合金（熱伝導率：約４０～９０Ｗ／（ｍ・Ｋ））を用いることができるし、銅合金
（熱伝導率：約１００～３９８Ｗ／（ｍ・Ｋ））を用いることができる。また、Ｎｉ合金
や銅合金以外の金属を使用することもできる。鋳型として、純銅（熱伝導率が３９８Ｗ／
（ｍ・Ｋ）程度）や前述の銅合金を採用してもよい。特に、鋳型内電磁攪拌を行う場合に
は、コイルからの溶鋼中への磁場強度を減衰させないために、銅以外の成分が数％加えら
れ、導電率が低くなった銅合金からなる鋳型を使用することとなり、銅合金の熱伝導率も
純銅に比べて低下する。異種金属及び／または鋳型の金属を適宜選択することによって、
異種金属の熱伝導率を鋳型（銅）の熱伝導率に対して８０％以下あるいは１２５％以上に
調整する。
【００３４】
　＜実験＞
　銅板に充填する円形凹溝に充填した異種金属の熱伝導率λと鋳型（銅）の熱伝導率λｃ
と、連続鋳造で製造されたスラブの表面割れと、の関係を調査するべく鋼の連続鋳造を複
数回行う実験を行った。実験の鋼の連続鋳造では、長辺長さ２．１ｍ、短辺長さ０．２５
ｍの内面空間サイズを有し、異種金属充填部３が形成された水冷銅鋳型を用いている。水
冷銅鋳型の上端から下端までの長さ（＝鋳型長）は９００ｍｍであり、実験の鋼の連続鋳
造では、メニスカスを鋳型上端より８０ｍｍ下方の位置とし、メニスカスより３０ｍｍ上
方から、メニスカスよりも１９０ｍｍ下方の位置までの範囲（範囲長さ：（Ｑ＋Ｒ）＝２
２０ｍｍ）の鋳型内壁面に異種金属充填部３を形成している。
【００３５】
　連続鋳造の各々では、鋳型の銅として銅合金を、異種金属としてＮｉ合金を採用し、異
種金属の熱伝導率λと銅合金の熱伝導率λｃとが適宜変更された連続鋳造用鋳型を用いて
、銅合金に対する異種金属の熱伝導率の比λ／λｃを変更している。実験の全ての連続鋳
造では、直径ｄが２～２０ｍｍであり、前述の（１）及び（２）式を満たしているが、異
種金属の熱伝導率が、銅合金に対して８０％以下であることを満たす場合とそうでない場
合とがある。
【００３６】
　実験では、鋳片表面割れを評価した。実験での熱伝導率比λ/λc（－）と鋳片表面割れ
長さ（ｍｍ／ｍ）の関係を図５に示す。鋳片に表面割れが発生する場合、表面割れは縦割
れが多く、該縦割れの長さを測定している。カラーチェックによる目視で縦割れを確認し
、鋳片長さに対する縦割れの長さで、鋳片表面割れを評価してある。図５のグラフから、
熱伝導率比λ/λｃが０．８（百分率で８０％に相当）以下では、凝固シェル表面での表
面割れの発生が抑えられていることがわかる。また、熱伝導率比λ/λｃが１．２５（百
分率で１２５％）以上であれば、熱伝導率比λ/λｃが０．８以下である場合と同様に、
熱抵抗の周期的な変動が鋳型内壁に生じ、鋳片の表面割れの発生が抑えられる効果が期待
できる。
【００３７】
　本発明者らは、上記の連続鋳造用鋳型を用いる場合で、オシレーションマークに起因す
る鋳片の表面割れを効果的に抑制するべくオシレーションマークが形成される機構につい
て鋭意検討した結果、異種金属充填部の中心間の距離に応じて、連続鋳造用鋳型に加える
振動を調整することにより、オシレーションマークとなる凹凸面の頂部または谷部を、熱
流束が周期的に変動する鋳型内壁部分に確実に接触させ、これにより、前記凝固シェル部
分の頂部と谷部との差を低減し得ると考えた。
【００３８】
　オシレーションマークの形成機構について説明する。鋳型長辺１の内壁近傍に形成され
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る凝固シェル１１ａを図６に示す。鋼の連続鋳造方法では、冷却している鋳型に溶鋼１１
を注入し、鋳型の内壁近傍に凝固シェル１１ａを形成し、鋳型に上下方向に振動を加えつ
つ鋳型から未凝固の溶鋼１１を有する凝固シェル１１ａを引き抜いて、鋼の鋳片を製造す
る。図６において、鋳型長辺１に振動が加えられていない初期状態の凝固シェル１１ａを
（Ａ）に示してあり、振動によって先端部が変形を受けた凝固シェル１１ａを（Ｂ）に、
振動が続き、周期的な凹凸面が形成された凝固シェル１１ａを（Ｃ）に、示してある。
【００３９】
　出口がダミーバーで閉じられた状態の鋳型に溶鋼１１が注入され、図６（Ａ）に示すよ
うに、冷却されている鋳型長辺１の内壁近傍で溶鋼１１が凝固して凝固シェル１１ａが形
成される。図示は省略してあるが、鋳型長辺１の内壁には、ナタネ油などの焼き付き防止
剤がスプレーにより塗覆され、凝固シェル１１ａの内壁への焼き付きが防止されている。
また、溶鋼１１の表面にモールドパウダー２１を投入することで、溶鋼１１の表面には、
モールドパウダーが溶融して溶融スラグ２４の層が形成され、次いで、該溶融スラグ２４
の層の上には、半固体状（半溶融状）となる半溶融パウダー２３の層が形成され、該半溶
融パウダー２３の層の上には、固体パウダー２２の層が形成される。
【００４０】
　図６（Ａ）に示す状態で凝固シェル１１ａを鋳型から、鋳片引き抜き速度Ｖｃ（ｍ／分
）で引き抜くとともに、鋳型を振動させると、図６（Ｂ）に示すように、凝固シェル１１
ａと鋳型長辺１の内壁との間に隙間が形成され、該隙間に溶融スラグ２４が流入していく
ことになる。鋳型の振動によって、鋳型が下方へ向かう際の速度が、凝固シェル１１ａの
引き抜き速度Ｖｃよりも大きい場合が生じる。その際、溶融スラグ２４のうち、高粘性部
分が凝固シェル１１ａの先端部を押し曲げることになる。
【００４１】
　先端部が押し曲げられた後、凝固シェル１１ａが鋳型から引き抜かれることになるが、
鋳型を上下方向に動かす振動が繰り返され、再び先端部が押し曲げられ、図６（Ｃ）に示
すように、凝固シェル１１ａに周期的な凹凸面が形成され、鋳片にオシレーションマーク
が形成されることになる。凹凸面において隣接する谷部（または頂部）の間隔ｓｄ（ｍｍ
）は、振動の１周期Ｔ（分）の間に、凝固シェル１１ａが進行する長さ（ｍｍ）であり、
引き抜き速度Ｖｃ（ｍ／分）と周期Ｔ［＝１／周波数ｆ（回／分）］（分）とを用いて、
次の式で表される。
【００４２】
　ｓｄ＝１０００×Ｖｃ／ｆ　　　（６）
　凝固シェル１１ａの谷部または頂部が間隔ｓｄ（ｍｍ）下方に進む間に、異種金属充填
部及び鋳型銅板の両方に接すれば、谷部または頂部の凝固シェル１１ａの部位が抜熱され
る際に、周期的な熱流束変動を受けるので、その部位での不均一凝固が改善され、凹凸面
の頂部と谷部との差が低減され、延いては鋳片でのオシレーションマークに起因する表面
割れの発生が抑えられる。異種金属充填部３の鋳造方向における中心間の距離ＰＨ［ｍｍ
］が間隔ｓｄ［ｍｍ］以下となれば、振動の１周期Ｔ（分）の間に、谷部または頂部の凝
固シェル１１ａの部位が異種金属充填部及び鋳型銅板の両方に確実に接することになる。
ＰＨ≦ｓｄの不等式の右辺に（６）式の右辺を代入すると、次の式が導かれる。
【００４３】
　ＰＨ≦１０００×Ｖｃ／ｆ　　　（７）
　また、距離ＰＨが振幅Ｓの半分よりも小さくなると、オシレーションの１周期の間で、
凝固シェルが常に低熱伝導金属部または鋳型銅板部に接する結果、オシレーションマーク
間の凸部の抜熱が周期的な熱流束変動を受けず、オシレーションマーク深さの低減効果が
得られない。その結果、凝固シェルは、周期的な熱流束の変動を受けくい状態で冷却され
ることになるので、凹凸面の頂部と谷部との差を低減する効果が生じにくくなる。よって
、距離ＰＨは、振幅Ｓの半分以上となる必要があり、次の式が導かれる。
【００４４】
　Ｓ／２×≦ＰＨ≦１０００×Ｖｃ／ｆ　　　（３）
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　なお、距離ＰＨを、間隔ｓｄの０．６倍以下とすることがより好ましい。これにより、
表面割れが発生し易い鋼種・鋳造条件においても、表面割れの無い鋳片を製造することが
可能となる。
【００４５】
　振動によって、図６（Ｂ）で示したように、溶融スラグ１４が、凝固シェル１１ａと鋳
型内壁との隙間へ流入するように、モールドパウダーからなる層に力が加わる。モールド
パウダー（溶融スラグ）の物性（粘性など）や振動の条件（周波数ｆなど）によっては、
溶融スラグが前記隙間に流入しなくなる虞がある。よって、実操業上は、実績のあるモー
ルドパウダーや振動条件に合せて、（３）式で計算される中心間の距離ＰＨとなる異種金
属充填部３が複数形成されている鋳型を作製し、該鋳型を用いて鋼の連続鋳造を行うこと
が望ましい。距離ＰＨが（３）式を満足すれば、間隔Ｐが（４）式を満たすか否かに拘わ
らず、凹凸面の頂部と谷部との差の低減効果が生じる。振動が、正弦波や非正弦波に基づ
くものであっても、凹凸面の頂部と谷部との差の低減効果は変わらない。
【００４６】
　炭素量が０．０８～０．１７質量％の亜包晶鋼の鋳片は、凝固時の包晶反応による変態
収縮量が大きく、オシレーションマークの凹凸面に変態収縮に起因した応力が作用するこ
とで、凹凸面の頂部と谷部との差が大きくなりやすい。本発明に従った寸法の異種金属充
填部が形成された連続鋳造用鋳型を、本発明に従い振動させて鋼の連続鋳造を行うことで
、凹凸面の隣接する頂部（または谷部）の距離以下の間隔で、前記応力が分散され、凹凸
面の頂部と谷部との差が低減される。よって、本発明は特に亜包晶領域の溶鋼の表面割れ
を低減するのに好適である。
【００４７】
　本発明によれば、鋳型内壁に形成された凹溝に、鋳型とは異なる熱伝導率を有する異種
金属が充填された鋳型を用いて、振動条件を適正化することで、オシレーションマークの
凹凸面の頂部と谷部との差を低減し、隣接する頂部間の縦割れや鋳片の幅方向に沿って形
成される谷部での横割れのない鋳片を製造することができる。
【実施例】
【００４８】
　図１に示すように、内壁面に、円形状の異種金属充填部が複数形成された水冷銅鋳型を
準備し、中炭素鋼（化学成分、Ｃ：０．０５～０．２０質量％、Ｓｉ：０．１０～０．３
０質量％、Ｍｎ：０．５０～１．２０質量％、Ｐ：０．０１０～０．０３０質量％、Ｓ：
０．００２～０．０１０質量％、Ａｌ：０．０２０～０．０５０質量％、残部Ｆｅ及びそ
の他不可避的不純物）を、準備した水冷銅鋳型で鋳造し、鋳造後の鋳片の表面割れを調査
する試験を行った。水冷銅鋳型は、長辺長さが２．１ｍ、短辺長さが０．２２ｍの内面空
間サイズを有する。
【００４９】
　使用した水冷銅鋳型の上端から下端までの長さ（＝鋳型長）は９５０ｍｍであり、定常
鋳造時のメニスカス（鋳型内溶鋼湯面）の位置を、鋳型上端から１００ｍｍ下方位置に設
定した。先ず、鋳型上端より６０ｍｍ下方の位置から鋳型上端より３００ｍｍ下方の位置
までの範囲（Ｑ＝２０ｍｍとし、Ｒを適宜変更）に、鋳型内壁面に円形凹溝の加工を施し
てある。次いで、この円形凹溝の内部に鍍金手段を用いて、異種金属として、ニッケル合
金（熱伝導率：８０（Ｗ／（ｍ・Ｋ）））を充填し、異種金属充填部を形成することとし
た。
【００５０】
　鋳型の材料としては、熱伝導率が約３８０（Ｗ／（ｍ・Ｋ））となる銅とし、異種金属
充填部３の直径ｄ（ｍｍ）や、異種金属充填部３の充填厚みＨ、鋳造方向における中心間
の距離ＰＨなどを変更した水冷銅鋳型を用い、更には、鋳片引き抜き速度Ｖｃ（ｍ／分）
、鋳型に与える振動の振幅Ｓや周波数ｆを変更して、鋼の連続鋳造を複数回行った（Ｎｏ
．１～３３）。モールドパウダーとしては、塩基度（質量％ＣａＯ）／（質量％ＳｉＯ２

）が１．２５、１３００℃での粘度が１．３ｐｏｉｓｅのものを使用した。
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【００５１】
　Ｎｏ．１～３３において、製造されたスラブの表面割れを測定した。表面割れは、カラ
ーチェックによる目視で確認し、鋳造方向に沿った縦割れ、鋳片幅方向に沿った横割れ、
の両方の長さを測定し、合計長さ（ｍｍ）を、鋳造方向におけるスラブの長さ（ｍ）で除
算して、スラブの表面割れ長さ［ｍｍ／ｍ］算出し、表面割れの尺度として求めた。また
、スラブの幅方向において端と中央とで、スラブの厚みを測定し、両者の差が５ｍｍ以上
ある場合には、バルジングが発生したと判断して、バルジングの発生有無を評価した。更
には、レーザー距離計を用いて測定したスラブ表面の凹凸から頂部と谷部との差を測定し
た。
【００５２】
　各連続鋳造で用いた鋳型や振動の条件、表面割れ指数、バルジングの発生有無及びオシ
レーションの頂部と谷部との差の結果を表１に示す。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
　メニスカスから、メニスカスよりも（１）式で求まる長さ以上下方の位置までの範囲に
、鋳型の熱伝導率に対して熱伝導率が８０％以下の異種金属充填部金属が形成され、且つ
、（２）式を満たし、異種金属充填部の直径ｄが２～２０ｍｍである鋳型を用い、（３）
式を満たしているＮｏ．の連続鋳造の場合に、表１の「本発明例／比較例」の欄で、「本
発明例」と記載し、いずれかを満たさない連続鋳造の場合には「比較例」と記載してある
。なお、前述の実験によって、鋳型の熱伝導率に対して熱伝導率が８０％以下の異種金属
が充填された異種金属充填部３が形成された水冷銅鋳型は、鋳片の表面割れの発生を抑え
る効果を奏することがわかっており、本発明例で用いた鋳型は、異種金属充填部３の金属
の熱伝導率が、鋳型の熱伝導率に対して８０％以下である。
【００５５】
　Ｎｏ．１～９について、Ｎｏ．２～８では、異種金属充填部の直径ｄが２～２０ｍｍの
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っている。一方で、Ｎｏ．１及び９では、直径ｄがその範囲外となっており、頂部と谷部
との差が０．６ｍｍ以上となっている。
【００５６】
　Ｎｏ．１０及び１１について、メニスカスから、メニスカスよりも（１）式で求まる長
さＲ下方の位置までの範囲に形成されているＮｏ．１０では、頂部と谷部との差が０．４
５ｍｍであるが、そうでないＮｏ．１１では、０．５９ｍｍとなり、０．６ｍｍに近い値
となっている。
【００５７】
　Ｎｏ．１２～１８について、Ｎｏ．１３～１７では（２）式を満たし、頂部と谷部との
差が０．５ｍｍ未満となっているが、そうでないＮｏ．１２及び１８では、０．６ｍｍを
超えている。
【００５８】
　Ｎｏ．１９～３３について、Ｎｏ．２１～３１では（３）式を満たし、頂部と谷部との
差が０．５ｍｍ未満となっているが、そうでないＮｏ．１９、２０及び３２、３３では、
０．５ｍｍを超えている。
【００５９】
　本発明によって、鋳型内壁に形成された凹溝に、鋳型とは異なる熱伝導率を有する異種
金属が充填された鋳型を用いて、振動条件を適正化することで、オシレーションマークの
凹凸面の頂部と谷部との差を低減し、隣接する頂部間の縦割れや鋳片の幅方向に沿って形
成される谷部での横割れのない鋳片を製造できることがわかった。
【符号の説明】
【００６０】
　１　鋳型長辺
　２　円形凹溝
　３　異種金属充填部
　４　鍍金層
　５　冷却水流路
　６　バックプレート
　１１　溶鋼
　１１ａ　凝固シェル
　２１　モールドパウダー
　２２　固体パウダー
　２３　半溶融パウダー
　２４　溶融スラグ
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