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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液相線温度と固相線温度との間における凝固収縮時の密度差である固液密度差が０．３
５ｇ／ｃｍ３以上０．６５ｇ／ｃｍ３以下を満たす高合金鋼を、連続鋳造により製造する
方法であって、
　当該高合金鋼の固液密度差Δρを求め、
　下記式（ｉ）により求められる当該高合金鋼の固液密度変化率Ｒが閾値Ｒ０以下となる
ように下限鋳造速度Ｖｃを設定し、その鋳造速度で当該高合金鋼を鋳造することを特徴と
する連続鋳造による高合金鋼の製造方法。
　　Ｒ＝Δρ／Ｖｃ　　　（ｉ）
【請求項２】
　前記固液密度変化率についての閾値Ｒ０が、
　前記高合金鋼を連続鋳造するための連続鋳造機と同一の連続鋳造機を用いてかぶれ疵を
発生させることなく連続鋳造が行われた、前記固液密度差が０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．
６５ｇ／ｃｍ３以下を満たす別組成の高合金鋼についての過去の一実績に基づいて、前記
固液密度差Δρ１および鋳造速度Ｖｃ１を用いて、下記式（ｉｉ）により導かれる固液密
度変化率Ｒ１である請求項１記載の製造方法。
　　Ｒ１＝Δρ１／Ｖｃ１　　　　（ｉｉ）
【請求項３】
　前記固液密度変化率についての閾値Ｒ０が、
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　前記高合金鋼を連続鋳造するための連続鋳造機と同一の連続鋳造機を用いてかぶれ疵を
発生させることなく連続鋳造が行われた、前記固液密度差が０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．
６５ｇ／ｃｍ３以下を満たす別組成の複数の高合金鋼についての固液密度変化率の最小値
Ｒｍｉｎである、請求項１記載の製造方法。
【請求項４】
　前記固液密度変化率についての閾値Ｒ０が０．９５ｇ・ｍｉｎ／（ｃｍ３・ｍ）である
、請求項１記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、凝固収縮が大きい高合金鋼を、かぶれ疵の発生を防止しつつ連続鋳造を用い
て製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高合金鋼は、主として、油井管、化学プラントや原子力発電所で使用されるパイプ材と
して用いられている。高合金鋼とは、炭素鋼と比べて鉄以外の合金元素の合計含有量が多
い合金で、特に、質量％で２０％≦Ｎｉ≦８５％、かつ、５％≦Ｃｒ≦３０％である合金
鋼である。
【０００３】
　高合金鋼は合金元素が多いため、合金の液相線温度と固相線温度との間の温度差（以下
、「固液相間温度」という。）は広域化する傾向を有する。このため、液相から固相への
変化時の単位重量当たりの体積（比体積）差である固液間の収縮量が通常の炭素鋼よりも
大きい。
【０００４】
　このような特性を高合金鋼は有しているため、高合金鋼を連続鋳造すると、鋳片表面に
割れ、ディプレッション、さらには、凝固殻（鋳型供給された溶融金属が鋳型により冷却
され凝固した部分。「凝固シェル」ともいう。）が再溶解する現象が発生しやすい。この
ような現象は漏鋼をもたらすため、図１のように鋳片表面が二重肌となる表面欠陥である
「かぶれ疵」が高合金鋼の鋳造品に発生しやすい。なお、漏鋼の程度が大規模になるとブ
レークアウトを引き起こし、この場合には鋳造を継続することが不可能になってしまう。
すなわち、高合金鋼はその固液間の収縮量が大きいため、連続鋳造を行ったときの鋳造品
の品質および生産性を安定的に高めることは容易でない。
【０００５】
　高合金鋼には高価な元素も多く含まれているため、歩留り向上のために連続鋳造化する
ことが本来は好ましいものの、上記のように連続鋳造を用いても生産性高く鋳造品を安定
的に製造することが容易でないため、インゴットにより製造されているものも少なくない
。
【０００６】
　前述のように、高合金鋼では凝固殻の強度が弱く、固液間の収縮量が大きいため凝固殻
と鋳型と間の乖離量が大きい。ここで、「凝固殻と鋳型と間の乖離量」とは、鋳型内の鋳
片の外側面とこれに対向する鋳型の内側面との間隙であって、（鋳型の鋳造方向に垂直な
断面における内寸法－その横断面における鋳型内の鋳片の外寸法）／２で表される。本発
明においてこの乖離量を、単に「乖離量」とも言う。
【０００７】
　乖離量が大きいと鋳型内における鋳片の抜熱は減少するため、鋳片内部からの熱によっ
て凝固殻が加熱される。このため凝固殻は内側から再溶融し、その厚みは減少する。鋳片
の厚みが鋳片を保持するために必要な厚み以下になると、この部分から漏鋼が生じる。
【０００８】
　このような現象を抑制してかぶれ疵を防止するために、次のような手段が従来検討され
てきた。
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　（手段１）鋳造速度の低減
　凝固殻の強度を確保するために、鋳造速度を低下させ、鋳片の抜熱量を増加させる。こ
の手段は最も簡便であり、かつかぶれ疵を防止する観点からは効果的である。しかしなが
ら、生産性が低下し、連続鋳造法を用いる意義を失わせる可能性がある。
【０００９】
　なお、鋳型と鋳片間の摩擦を低減させるために、通常、鋳型を鋳造方向に振動（オシレ
ーションという）させているが、この場合にも鋳造速度が高くなるとオシレーションマー
クが起点となり、表面疵が鋳片に生じるときがある。このオシレーションマークを低減す
るための手段の典型的な一つがやはり鋳型と鋳片との相対速度の低下である（例えば特許
文献１）。
【００１０】
　（手段２）モールドフラックスによる間隙の充填
　高合金鋼が凝固収縮して乖離量が増加しても、鋳片における凝固殻の表面とこれに対向
する鋳型内面の間隙（以下、単に「間隙」という。）にモールドフラックスを適正に充填
させれば、鋳型内における鋳片の抜熱がモールドフラックスを介して維持され、凝固殻の
再溶解が抑制される。
【００１１】
　しかしながら、モールドフラックスが間隙に充填される挙動には、高合金鋼の組成が強
く影響する。このため、モールドフラックスを高合金鋼の鋼種ごとに設計する必要がある
。それゆえ、この手段は、近時の高合金鋼の生産における少量多品種かつ短納期という傾
向に対応することが困難である。
【００１２】
　また、この手段を用いても、結局は上記の鋳造速度の低減の手段と組み合わせなければ
良好な鋳造が行われない場合もある。例えば、特許文献２には、表面割れなどが生じやす
い高合金鋼の連続鋳造において、鋳型と鋳片との間に生じる摩擦力を軽減することにより
凝固殻の破断を防止するために、高合金鋼の固液共存温度範囲（７０℃以上）で規定され
る粘度のモールドフラックスを使って、０．６ｍ／ｍｉｎ未満で鋳造する方法が開示され
ている。
【００１３】
　（手段３）鋳型内面へのテーパの付与
　高合金鋼が凝固収縮しても、その収縮量に合わせて鋳型の内寸法を小さくすれば、乖離
量は大きくならない。凝固収縮量は鋳造の進行とともに大きくなるため、鋳造方向に内径
が小さくなるようなテーパを鋳型内面に付与することにより、鋳造過程で乖離量が増大す
ることを抑制することが実現される。
【００１４】
　しかしながら、高合金鋼の凝固収縮の程度は鋼組成に大きく依存するため、この対応を
採用すると、原理的には全ての鋼種について異なる鋳型を用意しなければならないことと
なる。このため、この手段も、少量多品種かつ短納期という傾向に対応することが困難で
ある。
【００１５】
　（手段４）その他の手段
　上記の手段以外の手段として、例えば特許文献３には、鋳片表層部におけるオーステナ
イト粒の内部凝固組織の微細化と、この微細化による不純物元素のミクロ偏析の低減のた
め鋳片表層の２次デンドライト状組織を微細化することを目的として、これに影響する浸
漬ノズル吐出孔からの溶鋼噴流による入熱量（Ｑｍ）を制御するために、鋳造速度Ｖ、溶
鋼過熱度ΔＴ、スラブの幅Ｗ、鋳型内浸漬ノズルの吐出孔断面積Ａをパラメータとする式
を規定する手段が開示されている。
【００１６】
　しかしながら、この手段は、多数の因子を制御する必要があるため、操業の安定性を確
保することが困難であるという問題がある。さらに、これらは全て連続鋳造機上の因子で
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あるところ、高合金鋼という、化学組成の変動幅が大きく、それゆえ微視的および巨視的
な特性の変動幅が大きい材料全てに適用できるか否かについての検討結果は特許文献３に
は開示なされていない。このため、新たな化学組成を有する高合金鋼にこの手段が適用で
きるか否かはまったく不明である。したがって、この手段も、少量多品種かつ短納期とい
う傾向に対応することが困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開２００７－３１９９０８号公報
【特許文献２】特開２００７－５０４４１号公報
【特許文献３】ＷＯ９６／２４４５２パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明は、少量多品種かつ短納期という傾向を有する高合金鋼の連続鋳造方法において
、生産性を低下させることなくかぶれ疵の発生を抑制する手段を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明者らは、多数の高合金鋼について連続鋳造の操業条件とかぶれ疵の発生との関係
を入念に調査した結果、高合金鋼の材料特性である固液密度差（液相線温度と固相線温度
との間における凝固収縮時の密度差）Δρの鋳造速度Ｖｃに対する比により定義される固
液密度変化率Ｒに着目することにより、かぶれ疵の発生を安定的に抑制できることを知見
した。
【００２０】
　高合金鋼が鋳型内で冷却されることに起因して収縮したときの鋳片の厚みの変化量であ
る凝固収縮量Ｓは液相から固相への変化時の単位重量当たりの体積（比体積）差にほぼ比
例するとみなすことができ、比体積は密度の逆数であるから、凝固収縮量Ｓは下記式（Ｉ
）のように表わされる。
【００２１】
　　Ｓ∝（ｖｌ－ｖｓ）＝１／ρｌ－１／ρｓ＝（ρｓ－ρｌ）／（ρｌ・ρｓ）　　(
Ｉ)
ここで、
　　ρｓ；固相線温度における密度（ｇ／ｃｍ３）、
　　ρｌ；液相線温度における密度（ｇ／ｃｍ３）、
　　ｖｓ；固相線温度における比体積（ｃｍ３／ｇ）、および
　　ｖｌ；液相線温度における比体積（ｃｍ３／ｇ）である。
【００２２】
　液相線温度と固相線温度との間における凝固収縮時の密度差である固液密度差Δρ（＝
ρｓ－ρｌ）を用いると、上記式（Ｉ）は下記式（ＩＩ）で表される。
　　Ｓ∝Δρ／（ρｌ・ρｓ）　　　（ＩＩ）
　したがって、下記式（ＩＩＩ）の関係が導かれる。
　　Ｓ∝Δρ　　　（ＩＩＩ）
【００２３】
　すなわち、凝固収縮量Ｓは固液密度差Δρと実質的に正比例の関係を有する。凝固収縮
量Ｓは乖離量Ｄと直接関係するため、上記式（ＩＩＩ）は、固液密度差Δρが大きければ
、乖離量Ｄが大きくなることを示している。すなわち、乖離量Ｄを高合金鋼の材料特性で
ある固液密度差Δρを用いて見積もることができる。
【００２４】
　一方、鋳造速度Ｖｃは連続鋳造における抜熱量に関連する。すなわち、鋳造速度Ｖｃが
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大きいほど鋳型内の鋳片は短期間で鋳型から取り出されるため、鋳造における総抜熱量は
少なくなる。このため、鋳片の凝固収縮量Ｓは鋳造速度Ｖｃが大きいほど少ない。したが
って、下記式（ＩＶ）の関係がある。
　　Ｓ∝１／Ｖｃ　　　（ＩＶ）
【００２５】
　それゆえ、下記式（Ｖ）で定義される固液密度差の鋳造速度に対する変化率（本発明に
おいて「密度差変化率」ともいう。）Ｒは、凝固収縮量Ｓと正の相関を有する。
【００２６】
　　Ｒ≡Δρ／Ｖｃ　　　（Ｖ）
　よって、密度差変化率Ｒを適切な範囲に制御することにより、かぶれ疵を発生させない
ような凝固収縮量Ｓに維持して連続鋳造を行うことが実現される。
【００２７】
　本発明は、上記の知見に基づいて完成されたものであり、下記（１）～（４）の鋼合金
の連続鋳造方法を要旨としている。
　（１）液相線温度と固相線温度との間における凝固収縮時の密度差である固液密度差が
０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．６５ｇ／ｃｍ３以下を満たす高合金鋼を、連続鋳造により製
造する方法であって、当該高合金鋼の固液密度差Δρを求め、下記式（ｉ）により求めら
れる当該高合金鋼の固液密度変化率Ｒが後述の閾値Ｒ０以下となるように下限鋳造速度Ｖ
ｃを設定し、その鋳造速度で当該高合金鋼を鋳造することを特徴とする連続鋳造による高
合金鋼の製造方法。
　　Ｒ＝Δρ／Ｖｃ　　　（ｉ）
【００２８】
　（２）前記固液密度変化率についての閾値Ｒ０が、前記高合金鋼を連続鋳造するための
連続鋳造機と同一の連続鋳造機を用いてかぶれ疵を発生させることなく連続鋳造が行われ
た、前記固液密度差が０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．６５ｇ／ｃｍ３以下を満たす別組成の
高合金鋼についての過去の一実績に基づいて、前記固液密度差Δρ０および鋳造速度Ｖｃ

０を用いて、下記式（ｉｉ）により導かれる固液密度変化率Ｒ１である請求項１記載の製
造方法。
　　Ｒ１＝Δρ１／Ｖｃ１　　　（ｉｉ）
 
【００２９】
　（３）前記固液密度変化率についての閾値Ｒ０が、前記高合金鋼を連続鋳造するための
連続鋳造機と同一の連続鋳造機を用いてかぶれ疵を発生させることなく連続鋳造が行われ
た、前記固液密度差が０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．６５ｇ／ｃｍ３以下を満たす別組成の
複数の高合金鋼についての固液密度変化率の最小値Ｒｍｉｎである、請求項１記載の製造
方法。
【００３０】
　（４）前記固液密度変化率についての閾値Ｒ０が０．９５ｇ・ｍｉｎ／（ｃｍ３・ｍ）
である、請求項１記載の製造方法。
【００３１】
　また、本発明は、他の一側面として、液相線温度と固相線温度との間における凝固収縮
時の密度差である固液密度差が０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．６５ｇ／ｃｍ３以下を満たす
高合金鋼の連続鋳造における鋳造速度の設定方法であって、当該高合金鋼の固液密度差Δ
ρを求め、上記式（ｉ）により求められる当該高合金鋼の固液密度変化率の閾値Ｒ０以下
となるように下限鋳造速度Ｖｃを設定する方法をも提供する。この閾値Ｒ０の具体的な設
定方法は上記の方法が例示される。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明に係る製造方法を採用することにより、かぶれ疵の発生のない高合金鋼の連続鋳
造を、生産性を低下させることなく実施することが可能である。本発明に係る方法を採用
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すれば、新たな組成の高合金鋼を連続鋳造するにあたり、その操業条件の基本となる鋳造
速度を、固液密度差を測定するだけで見積もることが可能となるため、少量多品種かつ短
納期という高合金鋼の生産における近時の傾向に容易に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】かぶれ疵の形態を示す模式図である。
【図２】高合金鋼の連続鋳造における乖離量と鋼片表層の平均固相率との関係を概念的に
示すグラフである。
【図３】図２中のＣ、Ａ、Ａ’点に対応する位置における鋳型および凝固殻の厚さ、なら
びに出口乖離量の状況を概念的に示す鋳型および鋳片の鋳造方向に垂直な断面図である。
【図４】実施例における高合金鋼の固液密度変化率Ｒ（＝Δρ／Ｖｃ）とかぶれ疵指数と
の関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明に係る連続鋳造を用いた高合金鋼の製造方法について詳しく説明する。
　１．鋳造速度の設定
　（１）出口乖離量
　前述の課題を解決するために、本発明者らは、かぶれ疵の発生を抑制するための制御因
子として凝固殻と鋳型と間の乖離量Ｄに着目した。乖離量Ｄが大きくなると、抜熱量が著
しく減少して、鋼の凝固殻が復熱により融解し、かぶれ疵が生じる。
【００３５】
　したがって、鋳型出口における凝固殻と鋳型との間の乖離量Ｄｅ（以下、「出口乖離量
」という。）が閾値Ｄｅ

０以下であれば、抜熱量の著しい減少を抑制し、かぶれ疵の発生
を抑制することが可能である。
【００３６】
　すなわち、下記式（１）が成立するように鋳造を行えばよい。
　　Ｄｅ≦Ｄｅ

０　　　　　　　（１）
　なお、本発明に係る製造方法は、一般的な連続鋳造機での鋳造を対象としているため、
乖離量Ｄは、鋳片の凝固収縮量Ｓとほぼ正比例の関係にある。
【００３７】
　（２）表層収縮量
　上記のように、鋳型出口において、鋳片は、溶融状態にある鋼の周囲を固体状態にある
凝固殻が取り囲んだ状態にあり、この凝固殻によって、鋳片がその形状を維持することが
実現されている。凝固殻の厚さは鋳型内メニスカス（鋳型内の溶鋼湯面）付近では薄く、
鋳型出口に向かって厚さが増大し、鋳型出口以降は鋳片がスプレー等により二次冷却され
るため、厚くなり、最終的に鋳片全体が固体化する。
【００３８】
　鋳型内の鋳片における鋳造方向に垂直な断面（以下、「鋳片横断面」という。）は、溶
融した中心付近の領域（以下、「液相域」という。）、固相状態にある外側の領域（すな
わち凝固殻であり、以下、「固相域」ともいう。）、およびこれらの領域の中間に存在す
る固相と液相とが混在する領域（以下、「固液共存域」という。）から構成される。
【００３９】
　鋳型内メニスカスから鋳型出口へと鋳片が移動し抜熱が行われると、一つの鋳片横断面
に着目すれば、固液共存域が表面部から中心側へと増大し、これに伴い液相域は減少する
。そして、中間域は固相域の増大に伴い中心側へと移動する。また、鋳片の鋳型出口側へ
の移動に伴い、鋳片は体積が減少し、鋳片横断面については凝固収縮量Ｓが増大する。
【００４０】
　その結果、鋳型と鋳片間の乖離により鋳型抜熱が低下し、復熱により凝固殻が融解して
かぶれ疵が生じるおそれがある。そこで、鋳型内メニスカスから鋳型出口間でかぶれ疵が
生じるときの凝固殻を評価するために、鋳型出口における凝固殻の厚さを指標とすると、
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かぶれ疵が生じるときの鋳型出口における凝固殻の厚さには下限値ｄｍｉｎが存在するこ
とを見出した。
【００４１】
　ここで、このｄｍｉｎよりも大きい厚さであって、それよりも中心側の領域は液相域（
未凝固）のままであるような厚さｄ０を仮想的に設定するとともに、次のように仮定する
。
【００４２】
　固相域および液相域それぞれ単相域での温度降下による収縮は固液共存域での液相温度
から固相温度に移る際の凝固収縮に比べると著しく小さい。このため、鋳型内の鋼の収縮
量の変動は、この凝固収縮量によって実質的に支配される。
【００４３】
　この仮定によれば、鋳片の表面から厚さｄ０までの範囲（以下、「表層」という。）で
は固液共存域で液相が固相に変わった量だけ鋳片は収縮するが、表層よりも中心側の鋳片
は常に液相にあるため、実質的に収縮にはあまり寄与しないことになる。したがって、凝
固収縮量Ｓは、この表層の凝固収縮量（以下、「表層収縮量」という。）Ｓ’に等しいと
みなせる。
　この関係および乖離量Ｄと凝固収縮量Ｓとの関係から、下記式（２）が導かれる。
　　Ｄ∝Ｓ’　　　（２）
【００４４】
（３）平均固相率
　表層における固相率ｆｓについて検討する。
【００４５】
　鋳型内メニスカスにおいて表層は全て液相域からなるため、固相率ｆｓは０である。一
方、鋳型出口では、表層は固相域および固液共存域、場合によってはさらに液相域からな
る。この表層の平均的な固相率（以下、「平均固相率」という。）ｆｓａｖは次のように
して求められる。
【００４６】
　表層が３層域からなる場合には、表層の厚みｄ０の領域部分は、固相域の厚みｄｓ、固
液共存域の厚みｄｌｓおよび液相域の厚みｄｌを用いて、
　　ｄ０＝ｄｓ＋ｄｌｓ＋ｄｌ　　　（３）
と表記される。
【００４７】
　固相域の固相率は１、液相域の固相率は０であり、固液共存域の固相率をｆｓｌｓとす
ると、平均固相率ｆｓａｖは、
　　ｆｓａｖ＝（ｄｓ×１＋ｄｌｓ×ｆｓｌｓ＋ｄｌ×０）／ｄ０

　　　　　＝（ｄｓ＋ｄｌｓ×ｆｓｌｓ）／ｄ０　　　　　　　　　　　　（４）
となる。
【００４８】
　なお、凝固殻（固相域）の厚さが下限値ｄｍｉｎにある場合の平均固相率ｆｓｍｉｎは
下記式で表される。
　　ｆｓｍｉｎ＝（ｄｍｉｎ×１＋ｄｌｓ×ｆｓｌｓ＋ｄｌ×０）／ｄ０

　　　　　＝（ｄｍｉｎ＋ｄｌｓ×ｆｓｌｓ）／ｄ０　　　　　　　　　　　（５）
【００４９】
　（４）固液共存域の収縮量
　固液共存域における固相率が大きくなるほどその収縮量は大きくなるため、固液共存域
の収縮量Ｓｌｓは固液共存域の固相率ｆｓｌｓに正比例するとみなすことができる。
【００５０】
　また、固液共存域は、液相の表面にごく薄い層状として存在するため、固液間の収縮に
おいて、この層の法線方向（すなわち凝固殻の厚み方向）に直交する方向（すなわち層の
面内方向）への収縮はキャンセルされてしまう。このため、固液間の収縮は実質的に凝固
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殻の厚み方向の収縮として測定される。
【００５１】
　したがって、固液共存域の収縮量Ｓｌｓは、固液共存域における収縮体積の最大値（＝
液相線温度における比体積ｖｓ－固相線温度における比体積ｖｌ、以下、「固液間の収縮
量ｖｌｓ」という。）を用いて、下記式（６）で表すことができる。
　　Ｓｌｓ∝ｖｌｓ×ｆｓｌｓ　　　（６）
【００５２】
　（５）乖離量と平均固相率との関係
　上記式（４）および（６）から、表層収縮量Ｓ’は、平均固相率ｆｓａｖを使って下記
式（７）のように表される。
【００５３】
　　Ｓ’∝（ｄｓ×ｖｌｓ＋ｄｌｓ×ｖｌｓ×ｆｓｌｓ）／ｄ０

　　　　　　＝ｖｌｓ×（ｄｓ＋ｄｌｓ×ｆｓｌｓ）／ｄ０

　　　　　　＝ｖｌｓ×ｆｓａｖ　　　　　　　　　　　　　　　　　（７）
　ここで、比体積ｖ（ｃｍ３／ｇ）は、密度ρ（ｇ／ｃｍ３）の逆数なので、液相線温度
における密度ρｌ（ｇ／ｃｍ３）と固相線温度における密度ρｓ（ｇ／ｃｍ３）とを用い
て、固液共存域の収縮量ｖｌｓは下記式（８）のように表すことができる。
　　ｖｌｓ＝１／ρｌ－１／ρｓ＝（ρｓ－ρｌ）／（ρｌ・ρｓ）　　　（８）
【００５４】
　したがって、下記式（９）が導かれる。
　Ｓ’∝（ρｓ－ρｌ）／（ρｌ・ρｓ）×ｆｓａｖ　　　（９）
　ここで、液相線温度および固相線温度の密度差（ρｓ－ρｌ）を固液密度差Δρとする
と（２）式などから乖離量Ｄについて下記式（１０）が導かれる。
【００５５】
　Ｄ＝α×Δρ×ｆｓａｖ　　　（１０）
　ここで、αは比例係数であり、表層凝縮量Ｓ’から乖離量Ｄに変換する変換係数なども
含むため、鋳型内形状など装置構成の影響を受ける。
【００５６】
　上記式（１０）に示される関係をグラフ化したものが図２である。
　図２は、ｘ軸を平均固相率ｆｓａｖ、ｙ軸を乖離量Ｄとするグラフである。
　ｘ軸に平行な点線がｙ軸と交わる点は出口乖離量の閾値Ｄｅ

０を示している。一方、ｙ
軸に平行な点線がｘ軸と交わる点は凝固殻の厚さがｄｍｉｎの場合の平均固相率ｆｓｍｉ

ｎを示している。
【００５７】
　直線１、２および３は、それぞれ異なる固液密度差ΔρＡ、ΔρＢおよびΔρＣ（Δρ

Ａ＞ΔρＣ＞ΔρＢ）を有する高合金鋼について、乖離量Ｄの平均固相率ｆｓａｖ依存性
を示している。
【００５８】
　いずれの高合金鋼においても、連続鋳造開始時、鋳型内メニスカス部では平均固相率ｆ
ｓａｖは０であり、鋳造の進行とともに平均固相率ｆｓａｖは１に向かって増大する。鋳
型の出口における平均固相率（以下、「出口固相率」という。）ｆｓｅがｆｓｍｉｎ未満
であったり、平均固相率ｆｓａｖがｆｓｅに至る前に対応する乖離量ＤがＤｅ

０超となっ
たりすると、かぶれ疵が発生することになる。なお、図２では、全ての高合金鋼における
ｆｓｅが同一の値であると仮定している。
【００５９】
　直線１は、もっとも固液密度差Δρが大きい場合であり、平均固相率ｆｓａｖがｆｓａ

ｖ１のときの乖離量Ｄが出口乖離量の閾値Ｄｅ
０に達している。このため、この鋼種の場

合には、平均固相率ｆｓａｖが０から増加してｆｓａｖ１に達した以降は、平均固相率ｆ
ｓａｖは復熱により逆に０に向かって減少する可能性が高まり、この場合には凝固殻は再
融解してかぶれ疵が発生してしまう。



(9) JP 5387497 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

【００６０】
　このような事態を回避するためには、平均固相率がｆｓａｖ１に達する前に鋳片を鋳型
出口から出して二次冷却する必要がある。すなわち、出口固相率ｆｓｅがｆｓｍｉｎ≦ｆ
ｓｅ≦ｆｓａｖ１を満たすように操業条件を設定しなければならない。
【００６１】
　一方、直線２は、もっとも固液密度差Δρが小さい場合であり、平均固相率ｆｓａｖが
１に達しても、乖離量Ｄが出口乖離量の閾値Ｄｅ

０に達することはない。この場合にはか
ぶれ疵が原理的に発生しないことになるが、高合金鋼の固液密度差Δρはこのような小さ
な値とならない場合が多い。このため、上記のような平均固相率ｆｓａｖを制御するよう
な操業条件の設定が必要となる。
【００６２】
　異なる化学組成を有する高合金鋼における鋳片横断面を含む面を切断面とする連続鋳造
機の概念的な断面図である図３を用いてさらに説明する。
　図３の上段は、図２の直線３に係る高合金鋼の場合における、鋳型出口の鋳片横断面を
含む面を切断面とする連続鋳造機の概念的な断面図である。鋳型内における出口乖離量は
閾値Ｄｅ

０になっている。
【００６３】
　図３の下段は、図２の直線１に係る高合金鋼の場合における、平均固相率がｆｓａｖ１

に達した部分の鋳片横断面を含む面を切断面とする連続鋳造機の概念的な断面図である。
鋳型出口に達する前の段階で、鋳型内における出口乖離量は閾値Ｄｅ

０になっている。
【００６４】
　図３の中段は、図２の直線１に係る高合金鋼の場合における、鋳型出口の鋳片横断面を
含む面を切断面とする連続鋳造機の概念的な断面図である。鋳型内における出口乖離量は
閾値Ｄｅ

０を超えているため、抜熱が不十分となり、復熱の影響を強く受ける部分ではか
ぶれ疵が発生しうる状況にある。
【００６５】
　（６）出口固相率と鋳造速度との関係
　上記式（１０）を出口乖離量Ｄｅと出口固相率ｆｓｅとの関係として表すと下記式（１
１）のようになる。
　　Ｄｅ＝α×Δρ×ｆｓｅ　　　（１１）
【００６６】
　この上記式（１１）は、新たな合金成分組成を有する高合金鋼を連続鋳造する場合には
、固液密度差Δρを測定し、この数値が大きいときには出口固相率ｆｓｅが低下するよう
に操業条件を設定することが必要であることを意味する。以下、この出口固相率ｆｓｅと
操業条件との関係とを説明する。
【００６７】
　上記のとおり、表層の平均固相率ｆｓａｖは鋳型内メニスカス付近では０であり、鋳型
内を出口側に進行するにしたがって増加する。この表層の平均固相率ｆｓａｖの増加に最
も影響を及ぼす因子は鋳型の抜熱量である。ある鋳片横断面が鋳型と接触している時間、
すなわち鋳造時間が長いほど抜熱量は多くなり、出口固相率ｆｓｅは増加する。そして、
鋳造時間に最も大きな影響を及ぼすのは鋳造速度Ｖｃであり、鋳造時間と鋳造速度Ｖｃと
は反比例の関係にある。したがって、次の式が導かれる。
【００６８】
　　ｆｓｅ＝β／Ｖｃ　　　（１２）
　ここで、βは、鋳型の鋳造方向の長さ、鋳型内の鋳片の鋳型との接触面の温度分布、鋳
型の鋳片との接触面の温度分布など鋳型の抜熱能力などにより決定される係数である。
【００６９】
　（７）固液密度変化率
　上記式（１１）および（１２）より、下記式（１３）が導かれる。
　　Ｄｅ＝γ×Δρ／Ｖｃ　　　（１３）
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　ここでγ＝α×βであり、γは鋳型形状や冷却能力などに連続鋳造機の構成によって実
質的に決定される。
【００７０】
　このように、出口乖離量Ｄｅは、連続鋳造機により実質的に決定されるγ、材料の固有
特性値である固液密度差Δρおよび操業条件により決定される鋳造速度Ｖｃを用いて見積
もることが可能となる。
【００７１】
　ここで、本発明では、上記の３変数のうち二つを用いて、固液密度変化率Ｒを下記式（
１４）のとおり定義する。
　　Ｒ＝Δρ／Ｖｃ　　　（１４）
　固液密度変化率Ｒを用いることにより、上記式（１３）は下記式（１５）のように表さ
れる。
　　Ｄｅ＝γ×Ｒ　　　（１５）
【００７２】
　そして、出口乖離量Ｄｅが閾値Ｄｅ

０のときの固液密度変化率を固液密度変化率の閾値
Ｒ０とすると、下記式（１６）の関係が導かれる。
　　Ｄｅ

０＝γ×Ｒ０　　　（１６）
【００７３】
　γは連続鋳造機が同一であればほぼ一定であるから、ある高合金鋼について、固液密度
変化率Ｒが閾値Ｒ０以下になるように固液密度差Δρと鋳造速度Ｖｃとを設定し、その条
件に基づく鋳造速度Ｖｃで連続鋳造を行うと、かぶれ疵を発生させることなく安定的に操
業することが実現されうる。
【００７４】
　ここで、固液密度変化率Ｒが閾値Ｒ０以下になるように設定するということは、鋳造速
度Ｖｃに下限値が設定されることを意味する。従来技術に係るかぶれ疵の抑制手段の典型
例は、手段１に示されるように、鋳造速度を低下させることであったが、固液密度差Δρ
が大きい高合金鋼の場合には、そのような手段はかぶれ疵を抑制するどころか、かぶれ疵
の発生を助長する手段であったのである。
【００７５】
　しかも、上記の関係式から、固液密度差Δρという材料特性を測定することにより、か
ぶれ疵を発生させないための操業条件に関する重要な情報が得られることが理解される。
新たな高合金鋼を連続鋳造する場合には、ブレークアウトの危険性を恐れつつトライアン
ドエラーで鋳造速度を設定せざるを得なかったが、本発明によれば、かぶれ疵を発生させ
ない条件を材料の分析によりあらかじめ知ることができるため、小ロットの生産であって
も短時間で操業条件を設定することができ、高合金鋼の生産における近時の傾向に対応す
ることが容易に達成される。
【００７６】
　２．固液密度差の測定方法
　固液密度差Δρの測定方法は特に限定されない。同一の高合金鋼について、液相線温度
における密度と固相線温度における密度とを測定し、その差を求めればよい。
【００７７】
　その一例として、あらかじめ重量が測定された高合金鋼の固体を加熱し、液相へと変化
するまでの体積の変化を形状測定に基づき計測し、この体積変化に基づき固液密度差を測
定することが挙げられる。この方法に基づく具体例を以下に示す。
【００７８】
　溶製した高合金鋼から直径１８ｍｍ高さ４０ｍｍの円柱形サンプルを切り出す。次に、
そのサンプルをアルミナルツボ内に入れ、このルツボをＳｉＣヒータ炉に設置して、Ａｒ
雰囲気下１４５０℃まで加熱して、ルツボ内のサンプルを溶融する。このルツボ内の溶鋼
の中心に上部からアルミナ管で保護した熱電対を挿入し、その後炉内にて溶鋼を冷却しな
がらルツボ内の鋼の温度を測定する。得られた熱電対の温度変化から液相線の温度および
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固相線の温度を測定する（熱分析）。
【００７９】
　一方、密度の測定用に、溶製した高合金鋼から直径６ｍｍ高さ６ｍｍの円柱形サンプル
を切り出し、その重量を電子天秤にて秤量する。カーボンヒータ炉内に設置された平滑な
ＭｇＯ基板上にそれらのサンプルを水平に載置する。炉内をＡｒ雰囲気下で室温から１６
００℃まで昇温し、液相線温度および固相線温度を含む複数の温度において、水平方向か
らサンプルの写真を撮影する。得られた画像からサンプルの体積を測定し、先に求めた重
量をその体積で除して、各温度におけるサンプルの密度を求める。固液密度差Δρは液相
線温度における密度の固相線温度における密度に対する差から求める。
【００８０】
　３．固液密度変化率の閾値の設定方法
　出口乖離量の閾値Ｄｅ

０を実測することはかならずしも容易でないため、固液密度変化
率の閾値Ｒ０を簡易的に導き出す方法として下記の方法が例示される。
【００８１】
　（１）同一の連続鋳造機についての複数の実績に基づく方法
　ｉ）過去の一実績に基づく方法
　前述のように、同一の連続鋳造機を用いる場合には、固液密度変化率についての閾値Ｒ

０はほぼ一定である。したがって、過去の一実績において良好な操業が行われていたとい
うことは、その実績における固液密度変化率がこの閾値Ｒ０以下であった可能性が高いこ
とを意味する。すなわち、その操業実績における固液密度変化率Ｒ１とＲ０とは、Ｒ１≦
Ｒ０の関係が成立すると仮定することができる。
【００８２】
　そこで、Ｒ０≡Ｒ１として、新たな高合金鋼における操業条件を設定する場合には、そ
の高合金鋼の固液密度差Δρ’および鋳造速度Ｖｃ’により決定される固液密度変化率Ｒ
’が、Ｒ’≦Ｒ１を満たすようにする。
【００８３】
　具体的には、新たな高合金鋼を連続鋳造するための連続鋳造機と同一の連続鋳造機を用
いてかぶれ疵を発生させることなく連続鋳造が行われた高合金鋼の固液密度差Δρ１およ
びそのときの鋳造速度Ｖｃ１を用いた下記式（１７）を満たすように鋳造速度Ｖｃ’は設
定される。
　　Ｖｃ’≧Δρ’／Ｒ１＝Ｖｃ１×Δρ’／Δρ１　　　（１７）
【００８４】
　ｉｉ）過去の複数の実績に基づく方法
　上記の方法によれば、過去の実績と同等またはそれ以上に安全な条件で操業することに
なるため、かぶれ疵の発生が抑制される可能性は十分に高い。
【００８５】
　しかしながら、参照した過去の実績に基づく固液密度変化率Ｒ１と理論上の固液密度変
化率の閾値Ｒ０とが実はＲ１≦Ｒ０の関係が成立しておらず、危険な状況にありながら操
業が行われていた可能性を全く否定することもできない。仮にそのような場合であると、
その操業条件に基づいて新たな高合金鋼の連続鋳造の操業条件を決定することは、その危
険な状況をそのまま引き継いでしまうことなる。そこで、過去の複数の実績において固液
密度変化率を求め、これらの固液密度変化率における最小値Ｒｍｉｎを固液密度変化率の
閾値Ｒ０とすれば、このような危険性を回避することができる。
　この考えに基づくと、新たな高合金鋼における鋳造速度Ｖｃ’は下記式（１８）を用い
て決定される。
　　Ｖｃ’≧Δρ’／Ｒｍｉｎ　　　（１８）
【００８６】
　（２）異なる連続鋳造機についての複数の実績に基づく方法
　以上の方法は、同一の連続鋳造機を用いた実績に基づいて新たな高合金鋼の連続鋳造の
操業条件を設定する方法であり、上記式（１３）において定義されるγは、連続鋳造機が
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異なると相違すると想定されるため、γが実質的に同一の範囲内で条件設定する方法であ
る。
【００８７】
　しかしながら、γは主として鋳型の冷却能力に関する因子であり、実際の連続鋳造機で
は、均一な冷却を実現するために過度に高い冷却能力を有する鋳型が用いられることはな
い。したがって、現実にはγはそれほど変化しない。
【００８８】
　この認識に基づき、本発明者らが検討した結果、連続鋳造機が異なっても、固液密度変
化率の閾値Ｒ０は大きくは変動せず、０．９５ｇ・ｍｉｎ／（ｃｍ３・ｍ）とすれば、連
続鋳造機によらずかぶれ疵の発生を抑制できることが明らかになった。
【実施例】
【００８９】
　連続鋳造された鋳片を素材として得られる鋼材が、質量％で、Ｎｉ：２０～８５％、か
つ、Ｃｒ：５～３０％を含有し、さらにＣ：１％以下、Ｓｉ：０．０５～３％、Ｍｎ：３
％以下、Ｐ：０．５％以下、Ｓ：０．０５％以下、Ｃｕ：６％以下、Ｍｏ：１５％以下、
Ｎ：０．５％以下、Ｖ：０．５％以下、Ｗ：０．５％以下、Ｎｂ：２％以下、Ａｌ：０．
０１～３％、Ｔｉ：１０％以下、Ｂ：０．１％以下、Ｃａ：０．０１％以下、Ｃｏ：２％
以下、Ｚｒ：０．１％以下の範囲で含有し、残部がＦｅおよび不純物からなる鋼種を対象
として、以下に、本発明を完成させるために行った試験および本発明の効果を確認するた
めに試験を行った。
【００９０】
　本発明に係る連続鋳造方法の実施例を以下に示す。表１に示す成分組成を有するＡ、Ｂ
、ＣおよびＤの４種類の高合金鋼を、表２に示すａ、ｂおよびｃの３つの型の連続鋳造機
により鋳造した。
【００９１】
【表１】

【００９２】
【表２】

【００９３】
　高合金鋼の連続鋳造においては、１３００℃における粘度が０．０３～０．２０Ｐａ・
ｓ、かつ、凝固点が１０００～１２９０℃であるモールドフラックスが適している。粘度
については０．０３Ｐａ・ｓ未満であると低すぎて鋳型内で保持されにくく、また０．２
Ｐａ・ｓよりも高いと流動性が不良となり、流入不良の原因となる。また、凝固点につい
て、１０００℃未満では結晶化が遅く不均一凝固し、１２９０℃より高いと高合金鋼の固
相線温度と近くなり、鋳造ができなくなる。そこで、鋳造に際しては、表３に示す実機汎
用のモールドフラックスαとβの２種類をそれぞれ用いて連続鋳造を行った。
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【００９４】
【表３】

【００９５】
　なお、固液相温度間の固液密度差については、以下の方法によった。
　（液相線温度および固相線温度）
　溶製した高合金鋼から直径１８ｍｍ高さ４０ｍｍの円柱形サンプルを切り出した。次に
、そのサンプルをアルミナルツボ内に入れ、このルツボをＳｉＣヒータ炉に設置して、Ａ
ｒ雰囲気下１４５０℃まで加熱して、ルツボ内のサンプルを溶融した。このルツボ内の溶
鋼の中心に上部からアルミナ管で保護した熱電対を挿入し、その後炉内にて溶鋼を冷却し
ながらルツボ内の鋼の温度を測定した。得られた熱電対の温度変化から液相線の温度およ
び固相線の温度を測定した。
【００９６】
　(固液密度差)
　一方、密度の測定用に、溶製した高合金鋼から直径６ｍｍ高さ６ｍｍの円柱形サンプル
を切り出し、その重量を電子天秤にて秤量した。カーボンヒータ炉内に設置された平滑な
ＭｇＯ基板上にそれらのサンプルを水平に載置した。炉内をＡｒ雰囲気下で室温から１６
００℃まで昇温し、液相線温度および固相線温度を含む複数の温度において、水平方向か
らサンプルの写真を撮影した。得られた画像からサンプルの体積を測定し、先に求めた重
量をその体積で除して、各温度におけるサンプルの密度を求めた。固液密度差Δρは液相
線温度における密度の固相線温度における密度に対する差から求めた。
【００９７】
　また、本発明者らは、鋳片のかぶれ疵評価については、かぶれ疵が発生しなかった場合
を○、かぶれ疵が発生したものを手入れで処理できないとして×とした。その中間を△と
し、それぞれ１，２，３と指数化した「かぶれ疵指数」を求めて定量化した。
【００９８】
　以下に、表４、図４をもとに連続鋳造機の種類ごとに実施例を説明する。
【００９９】
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【表４】

【０１００】
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　（１）連続鋳造機ａの実施例
　表１の連続鋳造機ａを用い、固液間密度が０．６１ｇ／ｃｍ３の高合金鋼（鋼種Ａ）に
ついて、鋳造速度０．５５ｍ／ｍｉｎ（Ｎｏ．１）で連続鋳造を行ったところ、手入れ除
去できるレベルの軽微な縦割れはみられたものの問題となるかぶれ疵は発生しなかった。
【０１０１】
　そこで、Ｎｏ．１の固液密度変化率（１．１１）を良好な操業を実現した基準として、
鋼種はＡのまま、固液密度変化率がこの固液密度変化率よりも低くなる条件、つまり鋳造
速度を高めた条件（Ｎｏ．２）、および固液密度変化率がこの固液密度変化率よりも高く
なる条件、つまり鋳造速度を低下させた条件（Ｎｏ．３）で連続鋳造を行った。
【０１０２】
　その結果、Ｎｏ．２では問題となるかぶれ疵は発生しなかった。一方、Ｎｏ．３ではか
ぶれ疵が発生した。
　続いて、鋼種Ａとは異なる鋼種Ｂを用いて、鋼種Ａにおいて求めた固液密度変化率のし
きい値（１．１１）よりも固液密度変化率が低くなるように、鋳造速度を設定して連続鋳
造を行った（Ｎｏ．４）。その結果、Ｎｏ．２と同様にかぶれ疵は発生しなかった。
【０１０３】
　（２）連続鋳造機ｂおよびｃの実施例
　上記の連続鋳造機ａとは異なる連続鋳造機ｂまたはｃを用いて、連続鋳造機ａの場合と
同様に、固液密度変化率とかぶれの発生の有無との関係について評価した。その結果、い
ずれの連続鋳造機においても、固液密度変化率が低いほどかぶれ疵の発生は抑制されるこ
とが確認された。
【０１０４】
　また、これらの３種類の連続鋳造機についての実験結果から、かぶれ疵を発生させない
固液密度変化率の上限値、つまり固液密度変化率のしきい値は連続鋳造機に依存すること
なくおおむね１近傍であることが確認された。具体的には、固液密度変化率の閾値Ｒ０を
０．９５ｇ・ｍｉｎ／（ｃｍ３・ｍ）にすれば、連続鋳造機によらずかぶれ疵の発生を安
定的に抑制することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明の高合金鋼の連続鋳造方法によれば、新規の合金成分組成を有する高合金鋼につ
いて、短期間でかぶれ疵が発生しない操業条件を設定することができる。したがって、少
量多品種かつ短納期という傾向を有する高合金鋼を、高品質でしかも生産性高く連続鋳造
することが実現される。
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