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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械攪拌式脱硫装置を用いた溶銑の脱硫方法において、攪拌羽根によって攪拌されてい
る溶銑の浴面上であって、溶銑を収容する処理容器の内径をＤ、攪拌羽根の直径をｄ、攪
拌羽根の中心から脱硫剤の吹き付け位置までの水平距離をＲとしたときに、水平距離（Ｒ
）が、内径（Ｄ）及び直径（ｄ）に対して下記の（２）式の関係を満足する範囲内となる
位置に、脱硫剤を、上吹きランスを介して搬送用ガスと共に上吹き添加して脱硫処理を行
うことを特徴とする、溶銑の脱硫方法。
　d/3≦R≦d/2+1/3×(D-d) …(2)
　但し、（２）式において、Ｄは溶銑を収容する処理容器の内径、ｄは攪拌羽根の直径、
Ｒは攪拌羽根の中心から脱硫剤の吹き付け位置までの水平距離である。
【請求項２】
　前記脱硫剤の添加完了後、更に、前記上吹きランスから搬送用ガスを溶銑表面に向けて
吹き付けて脱硫処理することを特徴とする、請求項１に記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項３】
　溶銑の浴面に衝突する搬送用ガスの流速を１０ｍ／秒以上とすることを特徴とする、請
求項１または請求項２に記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項４】
　前記搬送用ガスは、実質的に酸素を含有してない、還元性ガス、不活性ガス、非酸化性
ガスのうちの１種以上であることを特徴とする、請求項１ないし請求項３の何れか１つに
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記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項５】
　前記脱硫剤の上吹き添加よりも以前、または脱硫剤の上吹き添加と同時に、若しくは脱
硫剤の上吹き添加完了後に、前記上吹きランスまたは別のランスから、脱酸源を搬送用ガ
スと共に溶銑表面に向けて上吹き添加することを特徴とする、請求項１ないし請求項４の
何れか１つに記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項６】
　前記脱硫剤の上吹き添加よりも以前、または脱硫剤の上吹き添加と同時に、若しくは脱
硫剤の上吹き添加完了後に、溶銑を収容する処理容器内に脱酸源を添加することを特徴と
する、請求項１ないし請求項４の何れか１つに記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項７】
　前記脱酸源は、金属Ａｌ、金属Ｓｉ、金属Ｍｇのうちの１種以上を含む物質であること
を特徴とする、請求項５または請求項６に記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項８】
　前記脱硫剤の上吹き添加よりも以前、または脱硫剤の上吹き添加と同時に、若しくは脱
硫剤の上吹き添加完了後に、前記上吹きランスまたは別のランスから、ガスを発生する物
質を搬送用ガスと共に溶銑表面に向けて上吹き添加することを特徴とする、請求項１ない
し請求項７の何れか１つに記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項９】
　前記脱硫剤の上吹き添加よりも以前、または脱硫剤の上吹き添加と同時に、若しくは脱
硫剤の上吹き添加完了後に、溶銑を収容する処理容器内にガスを発生する物質を添加する
ことを特徴とする、請求項１ないし請求項７の何れか１つに記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項１０】
　前記脱硫剤は、ＣａＯを主体とし、実質的にフッ素を含有しない物質であることを特徴
とする、請求項１ないし請求項９の何れか１つに記載の溶銑の脱硫方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械攪拌式脱硫装置を用いた溶銑の脱硫方法に関し、詳しくは、反応性に優
れる細粒の脱硫剤を効率良く溶銑に添加して脱硫する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高炉から出銑された溶銑には、通常、鋼の品質に悪影響を及ぼす硫黄（Ｓ）が高濃度で
含まれており、要求される鋼の品質に応じて、種々の溶銑脱硫及び溶鋼脱硫が行われてい
る。このうち、溶銑の脱硫には、安価な石灰（ＣａＯ）を主成分とする脱硫剤が広く用い
られており、この場合の脱硫反応は、下記の（１）式に示される反応式に基づいて進行す
る。
【０００３】

【数１】

【０００４】
　この脱硫処理においては、蛍石（ＣａＦ2）系造滓剤及びアルミナ系造滓剤などがＣａ
Ｏの滓化促進剤として使用されており、例えば、ＣａＯ源である生石灰に５質量％程度の
蛍石を混合したＣａＯ－ＣａＦ2系脱硫剤が広く使用されている。しかしながら、これら
の滓化促進剤は、一般に高価であり、こうした滓化促進剤の配合率を増やすことは脱硫剤
のコスト増大につながる。更に、滓化促進剤の配合率を高めた場合には、脱硫剤中のＣａ
Ｏ濃度が低下し、反応効率の低下が懸念される。また、脱硫の反応効率を向上させるため
に、生石灰とカルシウムカーバイト系脱硫剤及びソーダ系脱硫剤とを併用する方法や、生
石灰に石灰石（ＣａＣＯ3）を混合する方法などもあるが、これらは何れもＣａＦ2系の滓
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化促進剤を添加することを前提とした脱硫剤であり、近年のフッ素の環境への影響が懸念
されている状況下においては、ＣａＦ2系の滓化促進剤を使用しないで効率的に脱硫する
ことが望まれている。
【０００５】
　蛍石を用いない脱硫剤の一例として、カルシウムカーバイト系の脱硫剤及びソーダ系の
脱硫剤が実用化されているが、何れも長所と短所がある。カルシウムカーバイト系の脱硫
剤は、強力な脱硫能力を有しているが、脱硫処理後の脱硫スラグの後処理において、アセ
チレンガスが発生するなどの安全上の問題点がある。また、高価であり、危険物でもある
ため、取り扱いが極めて困難である。ソーダ系の脱硫剤は比較的安価であるが、強アルカ
リ性であるため、処理炉及び処理容器の耐火物への影響が大きい。また、排ガス中にはＮ
ａが含まれるため、その除去処理が必要である。更に、スラグ中のＮａ2Ｏの含有量が高
くなるため、セメントなどへの再利用に制約があり、環境への影響からも望ましくない。
【０００６】
　その他の脱硫方法として、金属Ｍｇを用いる方法もよく知られている。金属Ｍｇは、溶
銑中のＳと容易に反応してＭｇＳを形成するが、沸点が１１００℃と低いため、１２５０
～１５００℃の溶銑中では激しく気化し、溶銑を飛散させる危険性があり、また、発生し
たＭｇ蒸気は、十分に脱硫反応に寄与せずに大気中に放散してしまうため、効率が悪い。
しかも、金属Ｍｇ自体が非常に高価であるという問題点がある。
【０００７】
　ところで、脱硫反応の効率を向上させるためには、反応界面積を増大させることが効果
的であり、従って、添加する脱硫剤の粒径を細粒化すると脱硫反応の効率は向上する。し
かし、実機での脱硫処理においては、ホッパーから脱硫剤を切り出し、溶銑鍋などの処理
容器の上方に設置された投入口から脱硫剤を処理容器内に添加する方法が一般的であり、
現在使用している粉状の脱硫剤の粒径を更に細粒化した場合、このような方法で脱硫剤を
添加すると、飛散する脱硫剤や上昇気流によって舞い上がる脱硫剤が多くなり、溶銑表面
に到達する脱硫剤の量が減少し、結果的に脱硫剤の歩留まり低下をもたらすため、実用的
ではない。
【０００８】
　脱硫剤を細粒化しなくても脱硫剤の溶銑中への分散を促進させ、反応界面積を増大させ
る方法の一つとして、特許文献１には、処理容器の側壁に側壁から突出した整流体を設け
、回転攪拌した溶銑を整流体に衝突させて下降流を発生させ、この下降流に脱硫剤を巻き
込ませる方法が提案されている。しかしながら、機械攪拌式脱硫装置の脱硫処理のような
強攪拌下において整流体を設置する場合には、非常に強度の高い整流体を設置する必要が
あり、その製作及びメンテナンスに多額の費用や労力を必要とするという問題点がある。
また、整流体を処理容器内に設置する必要があることから、溶銑の収容量が減少し、生産
性が低下するという問題点もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭５１－１１２４１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、機械攪拌式脱硫
装置を用いて溶銑を脱硫処理する際に、反応性に優れる細粒の脱硫剤を効率良く溶銑中へ
添加し、溶銑を効率良く脱硫する方法を提供することであり、また、フッ素系の滓化促進
剤を使用しない脱硫剤であっても、溶銑を効率良く脱硫する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者等は、上記課題を解決すべく、鋭意検討・研究を行った。以下に、検討・研究
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の結果を説明する。
【００１２】
　攪拌羽根（「インペラー」とも呼ぶ）を備えた機械攪拌式脱硫装置における溶銑の脱硫
処理（「ＫＲ脱硫法」とも呼ぶ）においては、脱硫剤の利用効率は、ＣａＯ－ＣａＦ2系
の脱硫剤を用いた場合においても、高々１０～２０％程度であり、残りの８０～９０％は
未反応のままで、非常に利用効率が低い。この利用効率の低い原因について種々解析を行
った結果、以下の問題点のあることが分かった。
【００１３】
　即ち、攪拌羽根を備えた機械攪拌式脱硫装置を用いた脱硫方法（以下、「機械攪拌式脱
硫方法」と呼ぶ）において、脱硫剤は、一般的に攪拌羽根によって強力に攪拌された状態
の溶銑上へ、処理容器の上方から連続的に添加される。脱硫反応を促進させるには、反応
界面積が大きいほど有利であるが、そのために脱硫剤を細粒化すると、添加時の飛散量が
増加し、歩留まりが悪化する。一方、添加時の飛散を考慮し、粒径の大きい脱硫剤を使用
すると、反応界面積が確保できず、脱硫反応が停滞する。また、脱硫剤として現在主に使
用されているＣａＯ系の脱硫剤は、溶銑との濡れ性が悪く、溶銑中へ巻き込まれ難い上に
、浴上へ添加された脱硫剤が、強攪拌されている溶銑の浴表面または浴中で凝集し、反応
界面積が低下していく。このため、強攪拌下にある溶銑中へ、いかに飛散を抑制して反応
界面積の大きい脱硫剤を添加し且つ凝集を抑制して脱硫剤を巻き込ませるか、即ちいかに
大きな反応界面積を確保するかが課題となる。
【００１４】
　しかしながら、現状では、飛散し難い粒径の脱硫剤を使用し、脱硫剤の添加量を増加さ
せることによって反応界面積を確保し、脱硫能力を得ている。また、蛍石を用いない場合
には、低下する脱硫能力を脱硫剤の添加量を増加させることによって補い、同等の脱硫能
力を確保している。但し、脱硫剤使用量の増加は、コスト増加及びスラグ発生量の増加に
つながるため、望ましいことではない。
【００１５】
　そこで、この問題を解決すべく脱硫剤の添加方法を種々検討した結果、攪拌羽根を回転
させ、処理容器内に溶銑の渦を形成した状態において、細粒の脱硫剤を搬送用ガスと共に
溶銑表面に向けて上吹きして添加することで、飛散を抑制し、脱硫剤の使用量を増加させ
ることなく、脱硫反応界面積を増加させることができるとの知見を得た。
【００１６】
　脱硫剤は、搬送用ガスと共に溶銑表面へ到達して溶銑と接触する。これにより、機械攪
拌式脱硫方法における欠点のひとつである、脱硫剤を添加する際の歩留まり低下を生じさ
せることなく、溶銑表面及び溶銑中へ脱硫剤を添加することが可能であり、反応界面積を
増加させることができる。また、ホッパーなどから脱硫剤を処理容器内へ上置き添加する
従来の添加方法においては、脱硫剤を溶銑表面へ均一に分散させることは困難であるが、
脱硫剤を搬送用ガスと共に溶銑表面に向けて上吹きすることにより、浴表面での凝集を抑
制しつつ、細粒の脱硫剤の溶銑浴面への均一分散が可能となる。
【００１７】
　更に、１０ｍ／秒以上の速い速度で溶銑に脱硫剤を吹き付けた場合には、搬送用ガスに
よって生じる溶銑の下降流により、特許文献１に提案された整流体を用いた場合と同様の
効果が得られること、即ち、脱硫剤を溶銑中へ巻き込ませると共に、この下降流によって
渦に乱れが生じ、それにより脱硫剤の分散が促進されると同時に脱硫剤の凝集が防止され
ることが分かった。これは、脱硫剤を上吹き添加せず、ガスのみを上吹きする場合にも同
様の効果があるため、脱硫剤の添加が終了した後に続けてガスのみを上吹きしてもよい。
また、脱硫剤をホッパーなどから上置き投入し、ガスのみを上吹きすることによっても脱
硫剤の分散促進や凝集防止の効果があり、脱硫反応を促進させることが可能であることが
分かった。
【００１８】
　この場合、脱硫剤を溶銑表面へ向けて上吹き添加する際の吹き付け位置が重要となる。
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機械攪拌式脱硫方法では、処理容器のほぼ中心位置に溶銑中に埋没して攪拌羽根が配置さ
れており、この攪拌羽根の回転によって処理容器内には渦が生成し、脱硫剤は渦に巻き込
まれて溶銑中へ分散する。攪拌羽根の中心部分に近接して脱硫剤を吹き付けても溶銑中に
うまく巻き込まれないばかりでなく、攪拌羽根や攪拌羽根の軸部分に脱硫剤が付着してし
まう。従って、上吹きするランスの位置は、攪拌羽根の中心に近すぎない距離に位置する
ことが好ましい。
【００１９】
　検討の結果、攪拌羽根中心からの水平距離で、攪拌羽根の直径の１／３以上離れた外側
の位置に上吹きすればよいことが分かった。また、攪拌羽根の半径よりも外周側に向かっ
ては、生成する渦の円周方向への流速が次第に遅くなっていき、処理容器の側壁において
は流速はゼロとなる。従って、上吹き添加された脱硫剤がスムーズに渦に巻き込まれて溶
銑中へ分散するためには、吹込み位置が処理容器の側壁に近すぎない方がよく、実験した
結果、攪拌羽根の端部からの水平距離で、攪拌羽根の端部と処理容器の側壁との距離の２
／３程度以内の位置に上吹きするのが効果的であることが分かった。
【００２０】
　即ち、溶銑を収容する処理容器の内径をＤ、攪拌羽根の直径をｄ、攪拌羽根の中心から
脱硫剤の吹き付け位置までの水平距離をＲとしたときに、水平距離（Ｒ）が内径（Ｄ）及
び直径（ｄ）に対して下記の（２）式の関係を満足する範囲内となる位置で、脱硫剤を上
吹き添加することが好ましいことが確認できた。
【００２１】
【数２】

【００２２】
　更に、脱硫剤の上吹き添加に用いる搬送用ガスとしては、酸素を実質的に含有しないガ
スであることが好ましい。これは、脱硫反応が還元反応であり、酸素の存在が脱硫反応を
阻害するからである。よって、搬送用ガスとしては、還元性のガス、不活性ガスまたは非
酸化性のガスを使用する。還元性のガスとしては炭化水素などが挙げられ、不活性ガスと
してはアルゴンガスなどが挙げられ、また、非酸化性ガスとしては窒素ガスなどが挙げら
れる。尚、酸素を実質的に含有しないガスとは、不純物として酸素を体積％で数％程度含
有するガスであっても脱硫反応に対する影響は実質的に無視できるので、このようなガス
をも、実質的に酸素を含有しないガスとみなすこととする。
【００２３】
　また、脱硫剤を搬送用ガスと共に溶銑表面に上吹き添加する以前、または脱硫剤の上吹
き添加と同時に、若しくは脱硫剤の上吹き添加完了後に、脱硫剤添加用ランスまたは別の
ランスから、金属Ａｌやアルミドロス粉末などの脱酸源を搬送用ガスと共に溶銑表面に向
けて上吹き添加することにより、溶銑中の酸素濃度が低減し、脱硫反応が促進されること
が分かった。
【００２４】
　同様に、脱硫剤を搬送用ガスと共に溶銑表面に上吹き添加する以前、または脱硫剤の上
吹き添加と同時に、若しくは脱硫剤の上吹き添加完了後に、脱硫剤添加用ランスまたは別
のランスから、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）やプラスチックなどの高温下でガスを発生
するガス発生物質を搬送用ガスと共に溶銑表面に向けて上吹き添加することにより、脱硫
剤の凝集が防止され、反応界面積が更に増大することが分かった。
【００２５】
　これらの脱酸源及びガス発生物質は、脱硫剤を搬送用ガスと共に溶銑の表面に向けて上
吹きする脱硫方式において脱硫反応を促進するものであり、必ずしも上吹きによって添加
する必要はなく、処理条件、及び、ホッパー所有数や所有ランス数などの設備条件に応じ
て、ホッパーなどを利用して溶銑中へ上置き添加してもよいことが分かった。
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【００２６】
　更に、脱硫剤を搬送用ガスと共に溶銑表面に向けて上吹きする脱硫方式においては、反
応界面積の増加及び渦の乱れによる脱硫剤の凝集防止の効果から、蛍石を併用したＣａＯ
系の脱硫剤のみならず、蛍石を使用しないＣａＯ系の脱硫剤であっても、カルシウムカー
バイド系の脱硫剤、ソーダ系の脱硫剤、及び金属Ｍｇなどの脱硫剤を使用した場合と同等
以上の脱硫効率を得ることができることが分かった。ここで、ＣａＯ系の脱硫剤としては
、生石灰（ＣａＯ）、ドロマイト（ＭｇＣＯ3・ＣａＣＯ3）、消石灰（Ｃａ(ＯＨ)2）、
石灰石（ＣａＣＯ3）などが挙げられる。
【００２７】
　本発明は、上記検討結果に基づいてなされたものであり、第１の発明に係る溶銑の脱硫
方法は、機械攪拌式脱硫装置を用いた溶銑の脱硫方法において、攪拌羽根によって攪拌さ
れている溶銑の浴面上であって、溶銑を収容する処理容器の内径をＤ、攪拌羽根の直径を
ｄ、攪拌羽根の中心から脱硫剤の吹き付け位置までの水平距離をＲとしたときに、水平距
離（Ｒ）が、内径（Ｄ）及び直径（ｄ）に対して上記の（２）式の関係を満足する範囲内
となる位置に、脱硫剤を、上吹きランスを介して搬送用ガスと共に上吹き添加して脱硫処
理を行うことを特徴とするものである。
【００２８】
　第２の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第１の発明において、前記脱硫剤の添加完了後、
更に、前記上吹きランスから搬送用ガスを溶銑表面に向けて吹き付けて脱硫処理すること
を特徴とするものである。
【００２９】
　第３の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第１または第２の発明において、溶銑の浴面に衝
突する搬送用ガスの流速を１０ｍ／秒以上とすることを特徴とするものである。
【００３１】
　第４の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第１ないし第３の発明の何れかにおいて、前記搬
送用ガスは、実質的に酸素を含有してない、還元性ガス、不活性ガス、非酸化性ガスのう
ちの１種以上であることを特徴とするものである。
【００３２】
　第５の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第１ないし第４の発明の何れかにおいて、前記脱
硫剤の上吹き添加よりも以前、または脱硫剤の上吹き添加と同時に、若しくは脱硫剤の上
吹き添加完了後に、前記上吹きランスまたは別のランスから、脱酸源を搬送用ガスと共に
溶銑表面に向けて上吹き添加することを特徴とするものである。
【００３３】
　第６の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第１ないし第４の発明の何れかにおいて、前記脱
硫剤の上吹き添加よりも以前、または脱硫剤の上吹き添加と同時に、若しくは脱硫剤の上
吹き添加完了後に、溶銑を収容する処理容器内に脱酸源を添加することを特徴とするもの
である。
【００３４】
　第７の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第５または第６の発明において、前記脱酸源は、
金属Ａｌ、金属Ｓｉ、金属Ｍｇのうちの１種以上を含む物質であることを特徴とするもの
である。
【００３５】
　第８の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第１ないし第７の発明の何れかにおいて、前記脱
硫剤の上吹き添加よりも以前、または脱硫剤の上吹き添加と同時に、若しくは脱硫剤の上
吹き添加完了後に、前記上吹きランスまたは別のランスから、ガスを発生する物質を搬送
用ガスと共に溶銑表面に向けて上吹き添加することを特徴とするものである。
【００３６】
　第９の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第１ないし第７の発明の何れかにおいて、前記脱
硫剤の上吹き添加よりも以前、または脱硫剤の上吹き添加と同時に、若しくは脱硫剤の上
吹き添加完了後に、溶銑を収容する処理容器内にガスを発生する物質を添加することを特
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徴とするものである。
【００３８】
　第１０の発明に係る溶銑の脱硫方法は、第１ないし第９の発明の何れかにおいて、前記
脱硫剤は、ＣａＯを主体とし、実質的にフッ素を含有しない物質であることを特徴とする
ものである。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、反応性に優れる細粒の脱硫剤を搬送用ガスと共に上吹き添加するので
、添加時の飛散が少なくなり、脱硫剤の添加歩留まりが向上し、そして、細粒の脱硫剤は
、反応界面積が大きく、そのため、脱硫反応が促進され、脱硫率を著しく向上させること
ができる。さらに、細粒の脱硫剤は反応界面積が大きく、脱硫反応が促進されることから
、ＣａＦ2などの滓化促進剤を使用することなく、ＣａＯを主体とする脱硫剤のみで効率
良く脱硫することもできる。また、脱硫剤を添加した後、ガスを溶銑表面に上吹きして溶
銑に下降流を形成した場合には、脱硫反応が更に促進され、脱硫剤の使用量を更に削減す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明による脱硫処理の実施の形態の１例を示す側面概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、添付図面を参照して本発明を具体的に説明する。図１は、本発明による脱硫処理
の実施の形態の１例を示す側面概略図であり、図１は、溶銑を収容する処理容器として取
鍋型の溶銑鍋を使用した例を示している。処理容器の形状については、機械攪拌式脱硫装
置で脱硫処理を行うことから、図１に示すように取鍋型の処理容器が最適であるが、トー
ピードカーにおいても使用可能である。以下、処理容器として溶銑鍋を使用した例で説明
する。
【００４２】
　高炉から出銑された溶銑３を台車１に搭載された溶銑鍋２またはトーピードカーで受銑
し、受銑した溶銑３を機械攪拌式脱硫装置に搬送する。トーピードカーで受銑した場合に
は、脱硫処理に先立ち、取鍋型の処理容器に移し替えることが望ましい。本発明による脱
硫処理の対象となる溶銑３は、どのような成分であっても構わず、例えば、予め脱珪処理
や脱燐処理が施されていてもよい。脱珪処理とは、脱燐処理を効率良く行うために脱燐処
理に先立ち、溶銑３に酸素ガスや鉄鉱石などの酸素源を添加して主に溶銑中のＳｉを除去
する処理である。
【００４３】
　機械攪拌式脱硫装置は、溶銑鍋２内に収容された溶銑３に浸漬・埋没し、旋回して溶銑
３を攪拌するための耐火物製の攪拌羽根４を備えており、この攪拌羽根４は、昇降装置（
図示せず）によってほぼ鉛直方向に昇降し、且つ、回転装置（図示せず）によって軸４ａ
を回転軸として旋回するようになっている。また、機械攪拌式脱硫装置には、粉体状の脱
硫剤７、粉体状の脱酸源８及び粉体状のガス発生物質９を溶銑鍋２内の溶銑３に向けて上
吹きして添加するための上吹きランス５と、粒状または塊状の脱硫剤７Ａ、粒状または塊
状の脱酸源８Ａ及び粒状または塊状のガス発生物質９Ａを溶銑鍋２内の溶銑３の浴面に上
置き添加するための投入口６とが設置されている。更に、溶銑鍋２の上方位置には、集塵
機（図示せず）に接続する排気ダクト口（図示せず）が備えられ、脱硫処理中に発生する
ガスやダストが排出されるようになっている。
【００４４】
　上吹きランス５は、粉体状の脱硫剤７を収容するホッパー１０とホッパー１０から定量
切り出すためのロータリーフィーダー１１とからなる供給装置、粉体状の脱酸源８を収容
するホッパー１２とホッパー１２から定量切り出すためのロータリーフィーダー１３とか
らなる供給装置、並びに、粉体状のガス発生物質９を収容するホッパー１４とホッパー１
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４から定量切り出すためのロータリーフィーダー１５とからなる供給装置と接続しており
、上吹きランス５から、搬送用ガスと共に、粉体状の脱硫剤７、粉体状の脱酸源８及び粉
体状のガス発生物質９を任意のタイミングで各々独立して調整して供給できる構造になっ
ている。当然ながら、同時に供給することも、また、搬送用ガスのみを上吹きすることも
できる構造になっている。
【００４５】
　この場合に、脱硫剤７、脱酸源８及びガス発生物質９を上吹きするための上吹きランス
５は、単孔でもよいし、溶銑湯面における吹き付け面積を増加させるなどの目的で多孔化
してもよい。また、上吹きランス５の吹き付け角度、つまり、上吹きランス５から脱硫剤
７、脱酸源８及びガス発生物質９を溶銑浴面に吹き付ける角度は、鉛直方向のみならず、
攪拌中の溶銑湯面（盛り上がって渦が形成されているため、水平面に対しては傾斜した角
度を持つ）に対して垂直に供給することも可能であり、また、鉛直方向と湯面に垂直な方
向との間の任意の角度で上吹き添加することができるようになっている。
【００４６】
　これと同様に、投入口６は、粒状または塊状の脱硫剤７Ａを収容するホッパー１６とホ
ッパー１６から定量切り出すためのロータリーフィーダー１７とからなる供給装置、粒状
または塊状の脱酸源８Ａを収容するホッパー１８とホッパー１８から定量切り出すための
ロータリーフィーダー１９とからなる供給装置、並びに、粒状または塊状のガス発生物質
９Ａを収容するホッパー２０とホッパー２０から定量切り出すためのロータリーフィーダ
ー２１とからなる供給装置と接続しており、投入口６から、粒状または塊状の脱硫剤７Ａ
、粒状または塊状の脱酸源８Ａ及び粒状または塊状のガス発生物質９Ａを任意のタイミン
グで各々独立して調整して供給できる構造になっている。
【００４７】
　脱硫剤７，７Ａとしては、ＣａＯ系の脱硫剤のみならず、カルシウムカーバイド系の脱
硫剤、ソーダ系の脱硫剤、及び金属Ｍｇなど種々の脱硫剤を用いることができるが、安価
であることから、ＣａＯ系の脱硫剤を使用することが好ましい。しかも、環境対策や発生
するスラグの再利用が容易であることから、蛍石などのフッ素源を併用せずに、ＣａＯ系
の脱硫剤のみを使用することが好ましい。ＣａＯ系の脱硫剤としては、生石灰（ＣａＯ）
、ドロマイト（ＭｇＣＯ3・ＣａＣＯ3）、消石灰（Ｃａ(ＯＨ)2）、石灰石（ＣａＣＯ3）
などを使用することができる。本発明では、脱硫剤７を上吹き添加する或いは上吹きガス
により脱硫剤７，７Ａを強制的に溶銑３中に巻き込ませるので、フッ素源を使用しなくて
も、十分に脱硫することができる。但し、フッ素が不純物成分として不可避的に混入した
物質については使用しても構わない。
【００４８】
　上吹きするＣａＯ系の脱硫剤のサイズは、用いる上吹きランス５や溶銑鍋２の寸法など
に応じて最適な粒度を選択することができるが、反応界面積を増加させるためにも、細粒
の脱硫剤を用いた方がよく、例えば、５００μｍ以下のものが好ましく、更に１００μｍ
以下のものが望ましい。最適な粒径分布は、その機械攪拌式脱硫装置の大きさや吹込み用
上吹きランス５の形状などによって異なるため、機械攪拌式脱硫装置の能力に応じた粒子
径を選択することが望ましい。
【００４９】
　脱酸源８，８Ａとしては、金属Ａｌ、及び、アルミ源として安価に入手できることから
アルミドロス粉末が望ましい。また、アルミニウム融液をガスでアトマイズして得られる
アトマイズ粉末や、アルミニウム合金を研磨、切削する際に発生する切削粉など、他のＡ
ｌ源であってもよい。また、フェロシリコンのようなＳｉ合金や、Ｍｇ合金などを用いる
こともできる。これらは、搬送用ガスと共に溶銑３の表面へ上吹き添加する場合には、粉
末状が望ましく、そして、上吹き添加する場合には、通常であれば飛散するような微細な
粉末でも、問題なく使用することが可能である。
【００５０】
　ガスを発生させるガス発生物質９，９Ａとしては、以下のような物質を用いることがで
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きる。即ち、溶銑３中で分解してガスを発生する物質としては、ＣＯ2ガスを発生する炭
酸塩として、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）、炭酸ナトリウム（Ｎａ2ＣＯ3）、炭酸マグ
ネシウム（ＭｇＣＯ3）、炭酸カリウム（Ｋ2ＣＯ3）などを使用することができる。また
、水酸化カルシウム（Ｃａ(ＯＨ)2）を用いてもよい。なかでも炭酸カルシウム及び水酸
化カルシウムを使用した場合には、分解後に生成する酸化物（ＣａＯ）が脱硫に寄与する
ため、スラグ量の増加を懸念する必要もなく、非常に効率的である。しかし、これらの分
解反応は吸熱反応であり、脱硫剤７，７Ａを含め溶銑鍋２内に添加した全フラックス中の
炭酸塩及び水酸化物の比率が増加すると、吸熱反応により溶銑３の温度降下が懸念される
。従って、これらを添加する場合には、その添加量の総和を全フラックス中の３０質量％
以下とすることが望ましい。また、他のガス発生物質として、分解して炭化水素、水素ガ
ス及び炭素源を生成するプラスチックなどを添加してもよい。プラスチックを連続添加す
ることにより、脱硫剤の分散促進及び凝集防止効果だけでなく、還元性ガスによる脱硫反
応の促進効果も期待できる。これらのガス発生物質は、ひとつを用いてもよいし、２つ以
上を併用してもよい。
【００５１】
　攪拌羽根４の位置が溶銑鍋２のほぼ中心になるように、溶銑鍋２を搭載した台車１の位
置を調整し、次いで、攪拌羽根４を下降させて溶銑３に浸漬させる。攪拌羽根４が溶銑３
中に浸漬したならば、攪拌羽根４の旋回を開始し、所定の回転数まで昇速する。攪拌羽根
４の回転数が所定の回転数に達したならば、ロータリーフィーダー１１を起動させて、ホ
ッパー１０内の脱硫剤７を、搬送用ガスと共に溶銑３の浴面に向けて吹き付けて添加する
。搬送用ガスとしては、還元性のガス、不活性ガスまたは非酸化性を使用する。溶銑３の
表面に吹き付ける速度が速いほど、脱硫反応が促進されるので、溶銑３の浴面に衝突する
搬送用ガスの流速が１０ｍ／秒以上となるように、搬送用ガスの流量を調整することが好
ましい。
【００５２】
　その際に、脱硫剤７の溶銑３の浴面における吹き付け位置が、溶銑鍋２の内径をＤ、攪
拌羽根４の直径をｄ、攪拌羽根４の中心から脱硫剤７の吹き付け位置までの水平距離をＲ
としたときに、内径（Ｄ）と直径（ｄ）と水平距離（Ｒ）とが前述した（２）式の関係を
満足する範囲となるように、上吹きランス５の位置を調整することが好ましい。例えば、
上吹きランス５から鉛直方向に供給する場合には、攪拌羽根４の中心から上吹きランス５
の先端位置までの水平距離を水平距離（Ｒ）として調整すればよく、鉛直方向に対して傾
斜させて上吹きする場合には、脱硫剤７の溶銑３の浴面における吹き付け位置が（２）式
の関係を満足するように、傾斜角度に応じて上吹きランス５の位置を調整すればよい。
【００５３】
　この脱硫剤７の上吹き添加と並行して、または、上吹き添加の前後に、若しくは脱硫処
理期間の全期間に、脱硫反応を促進させるために、脱酸源８，８Ａ及びガス発生物質９，
９Ａを溶銑鍋２内に供給することが好ましい。脱酸源８，８Ａとガス発生物質９，９Ａと
を同時に添加してもよく、また、どちらか一方を添加してもよい。使用する脱酸源８，８
Ａ及びガス発生物質９，９Ａのサイズに応じて、上吹きランス５と投入口６とを使い分け
ればよい。
【００５４】
　所定量の脱硫剤７を添加完了した後も、上吹きランス５から搬送用ガスのみを吹き付け
ることが好ましい。上吹きランス５から搬送用ガスを吹き付けることで、溶銑３に下降流
が形成され、添加した脱硫剤７が下降流によって溶銑３に巻き込まれ、脱硫反応が促進さ
れる。
【００５５】
　このように、所定量の脱硫剤を添加完了した後に、更に、上吹きランス５から搬送用ガ
スを溶銑３の湯面に吹き付ける場合には、必ずしも粉体状の脱硫剤７を使用し、上吹きし
て添加する必要はなく、粒状または塊状の脱硫剤７Ａを使用し、投入口６から溶銑３の浴
面に上置き添加しても構わない。この場合も、上記に沿って、脱酸源８，８Ａ及びガス発
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生物質９，９Ａを溶銑鍋２内に供給することが好ましい。
【００５６】
　所定時間の攪拌が行われたなら、攪拌羽根４の回転数を減少させ停止させる。攪拌羽根
４の旋回が停止したなら、攪拌羽根４を上昇させ、溶銑鍋２の上方に待機させる。生成し
たスラグが浮上して溶銑表面を覆い、静止した状態で溶銑３の脱硫処理が終了する。脱硫
処理後、生成したスラグを溶銑鍋２内から排出し、次の精錬工程に溶銑鍋２を搬送する。
【００５７】
　このようにして溶銑３に対して脱硫処理を施すことで、細粒の脱硫剤７であっても、添
加時の飛散が少なくなり、脱硫剤７の添加歩留まりが向上し、そして、細粒の脱硫剤７は
、反応界面積が大きく、そのため、脱硫反応が促進され、脱硫率が向上する。更に、細粒
の脱硫剤７は反応界面積が大きく、脱硫反応が促進されることから、ＣａＦ2などの滓化
促進剤を使用することなく、ＣａＯを主体とする脱硫剤のみで効率良く脱硫することがで
きる。
【００５８】
　また、細粒の脱硫剤７を添加した後、ガスを溶銑表面に上吹きして溶銑３に下降流を形
成した場合には、脱硫反応が更に促進され、脱硫剤の使用量を更に削減することが可能と
なる。ガスを溶銑表面に上吹きして下降流を形成する場合には、粒状または塊状の脱硫剤
７Ａであっても、従来以上の脱硫率を得ることができる。
【００５９】
　尚、本発明は上記の説明範囲に限定されるものではなく、種々の変更が可能である。例
えば、上吹きランスを複数個設け、それぞれの上吹きランスから脱硫剤７、脱酸源８、ガ
ス発生物質９を吹き込んでもよい。又、上吹きランス５からは脱硫剤７のみを供給し、脱
酸源８及びガス発生物質９は投入口６から上置き添加するようにしてもよい。
【実施例１】
【００６０】
　本発明方法を用いて溶銑鍋内の約１５０トンの溶銑を図１に示す機械攪拌式脱硫装置で
脱硫処理した本発明例（本発明例１～１３）を説明する。
【００６１】
　処理対象の溶銑は、高炉から出銑した後、高炉鋳床及び受銑容器である溶銑鍋の２段階
で脱珪処理を行ったものを用いた。溶銑組成は、事前の脱珪処理により［Ｓｉ］：０．０
５～０．１０質量％であり、［Ｃ］：４．３～４．６質量％、［Ｍｎ］：０．２２～０．
４１質量％、［Ｐ］：０．１０～０．１３質量％であり、処理前の［Ｓ］は０．０３９～
０．０４２質量％であった。溶銑温度は、１３３０～１４３０℃であった。
【００６２】
　使用する脱硫剤は、生石灰（ＣａＯ）を主成分とし、これに蛍石（ＣａＦ2）、石灰石
（ＣａＣＯ3）を添加したものも用いた。搬送用ガスとしては還元性の炭化水素ガス（＝
プロパンガス）またはＡｒガスを用い、脱酸源としては金属Ａｌを５０質量％程度含有す
るアルミドロスの粉末を用い、また、ガス発生物質としては炭酸カルシウム及びプラスチ
ックを用いた。また、比較例として、脱硫剤の上吹き供給を行わず、ホッパーからの切り
出しによって溶銑鍋上方の投入口から上置き添加した脱硫処理も実施（比較例１～３）し
た。尚、脱硫剤の投入量は一定とし、粒径５００μｍ以下のものを用いた。また、脱硫剤
を上吹きせず、従来どおり投入口から投入を行い、ガスのみの上吹きによる攪拌を行う場
合には、脱硫剤は粒径１ｍｍ以下のものを使用した。脱硫剤投入後の攪拌時間は一定とし
た。
【００６３】
　本発明例１～１３及び比較例１～３における脱硫方法、脱硫剤組成、使用した脱酸源、
ガス発生物質などの脱硫処理条件並びに脱硫処理結果を表１に示す。表１における「溶銑
の脱酸」及び「ガス発生物質」の「添加方法」の欄において、「脱硫剤の前」とは、脱硫
剤を添加する前に添加したことを、「脱硫剤と同時」とは、脱硫剤と同時に添加したこと
を、「脱硫剤と同時＋後」とは、脱硫剤と同時に添加し且つ脱硫剤の添加完了後も添加し
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たことを、「上吹き」とは上吹きランスを介して添加したことを、「投入口」とは投入口
から上置き添加したことを示している。
【００６４】
【表１】

【００６５】
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　本発明例１～３は、上吹きランスを介して生石灰－蛍石系の脱硫剤を上吹き添加する際
に、溶銑鍋の内径（Ｄ）及び攪拌羽根の直径（ｄ）に対して攪拌羽根中心から上吹きラン
スまでの水平距離（Ｒ）を変え、水平距離（Ｒ）の脱硫率に及ぼす影響を比較した試験で
ある。ここで、脱硫率とは、脱硫処理前後の溶銑中［Ｓ］の差を、処理開始前の溶銑中［
Ｓ］に対して百分率で示した数値である。
【００６６】
　表１からも明らかなように、上吹き位置の水平距離（Ｒ）がｄ／３よりも攪拌羽根側で
ある本発明例１では、脱硫剤が攪拌羽根の上部に堆積している様子が見られ、脱硫率も７
６％と低かった。これに対して、本発明例１よりも上吹き位置を攪拌羽根の中心から離れ
るようにした、上吹き位置の水平距離（Ｒ）がｄ／３以上でｄ／２＋１／３×（Ｄ－ｄ）
以下である本発明例２では、攪拌羽根への脱硫剤の付着も見られず、溶銑中へ脱硫剤が巻
き込まれている様子が観察できた。脱硫率も８５％程度となり、上吹きしない比較例１と
比較して脱硫率が約１０％上昇していた。しかし、本発明例２よりも更に上吹き位置を攪
拌羽根の中心から離れるようにした、上吹き位置の水平距離（Ｒ）がｄ／２＋１／３×（
Ｄ－ｄ）を越えた本発明例３では、脱硫剤の渦への巻き込みが悪くなり、脱硫率も８０％
以下となった。
【００６７】
　これらの結果から、脱硫剤を上吹きする場合には、上吹き位置が重要であり、攪拌羽根
の中心から上吹き位置までの水平距離（Ｒ）と溶銑鍋の内径（Ｄ）と攪拌羽根の直径（ｄ
）とが、前述した（２）式の関係を満たすことが高脱硫率を得るための条件であることが
確認できた。従って、以下の本発明例では、上吹きランス位置を（２）式の関係を満たす
位置に固定し、脱硫処理を実施した。
【００６８】
　本発明例５では、脱酸源としてアルミドロスを用い、脱硫剤の添加前に溶銑中へアルミ
ドロスを上吹き添加し、一方、本発明例６では、アルミドロスを投入口から上置き添加し
た。脱酸源としてアルミドロスを添加した本発明例５及び本発明例６の方が、アルミドロ
スを添加しない本発明例２及び本発明例４に比較して脱硫率が向上していた。また、投入
口からの投入より、上吹きした場合の方が脱硫率は高いことが確認できた。
【００６９】
　また、アルミドロスを用いた上で、搬送用ガスとしてＡｒガスに代えて還元性の炭化水
素ガス（プロパンガス）を使用した本発明例７では、脱硫率は９７．５％と著しく高くな
った。
【００７０】
　本発明例８～１１では、アルミドロスを用いた上で、更にガス発生物質として石灰石や
プラスチックを使用した。アルミドロスを用いた上で、更にガス発生物質を使用した場合
には、ガス発生物質を上吹き添加した場合でも投入口から上置き添加した場合でも何れも
９０％以上と高い脱硫率を示した。また、本発明例１１においては、蛍石を添加しない脱
硫剤を使用しており、本発明方法により、フッ素を併用しない条件下でも高い脱硫率を得
られることが確認できた。
【００７１】
　また、従来の脱硫方法において、脱硫剤として蛍石を使用せず、生石灰のみを用いた比
較例３の場合には、蛍石を使用した比較例１，２に比較して脱硫率が低下していたが、脱
硫剤として生石灰のみを使用した本発明例１２では、脱硫剤の上吹き添加を行うことによ
り、８７％以上の脱硫率が得られていた。この結果からも、本発明方法は、フッ素を使用
しない脱硫方法として有効であることが確認できた。
【００７２】
　更に、脱硫剤を上吹きせずに投入口から上置きし、脱硫剤の添加完了後、Ａｒガスのみ
を上吹き用ランスから吹込んだ本発明例１３の場合にも、その他の条件が同一でガス上吹
きをしない比較例２に対して脱硫率が向上しており、上吹きガスにより形成される下降流
による攪拌効果が確認できた。
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【符号の説明】
【００７３】
　１　台車
　２　溶銑鍋
　３　溶銑
　４　攪拌羽根
　５　上吹きランス
　６　投入口
　７　脱硫剤
　７Ａ　脱硫剤
　８　脱酸源
　８Ａ　脱酸源
　９　ガス発生物質
　９Ａ　ガス発生物質
　１０，１２，１４，１６，１８，２０　ホッパー
　１１，１３，１５，１７，１９，２１　ロータリーフィーダー

【図１】
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