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本年度における人の動きとしては、まず、4 月にマテリアル開発系の修士課程１年とし
て、石川瑛君、高橋浩一君、寺床拓也君の３名が配属された。また、大韓民国・全北大
学校から宋德鏞君がマテリアル開発系の博士課程に入学した。7 月からは大韓民国・慶
星大学校を卒業後、一色研究室で修士課程を修了した金宣中君が加わり、10 月からマ
テリアル開発系の博士課程に入学した。7 月からは 3 ヶ月間に渡りメキシコ・Morelia
Conejo
Technological Institute の Alberto Nava Conejo 教授が客員教授として滞在した。
先生は DRI や電気炉、2 次精錬などを対象とした実用的研究でメキシコを代表する著
名な研究者であるが、滞在中は、当研究室でダブルノズル方式での取鍋精錬時の均一混
合時間に対するスラグの影響について共同研究を行った。さらに、10 月から 2 ヶ月間に
渡りスウェーデン・王立工科大学から Kristofer Malmberg 君が再度滞在した。3 月に

は、小野慎平君、原田晃史君、堀田哲朗君の 3 名が卒業し新たな世界へと羽ばたいて行
った。
研究テーマは以下に示すようなものを実施した。
1．マルチフェーズフラックスを利用した反応効率の向上

溶銑脱燐や溶銑脱硫の反応効率を大きく向上させ、スラグ発生量低減や劣質鉱石への
対応を可能とする目的で、ダイカルシウムシリケート固相への燐酸の固溶等を活用した
マルチフェーズフラックス精錬技術を開発する。
1.1 液相スラグ／固相酸化物間の不純物移動速度［高橋(M1)］
今年度からは脱硫反応に着目し、固体石灰と S を含む各種スラグとの間の S の移動につ
いて、界面生成相の違いを考慮して解明した。
1.2 溶銑脱燐プロセスシミュレーション［Farshid(PD)］
すでにスラグ中の固相や滓化速度を考慮したシミュレーションモデルは作成してあるが、
visual Basic より演算速度の速い visual C++への変換をおこなった。またそのマニュアル
を作成した。
1.3 ダイカルシウムシリケート(C2S)への燐酸濃縮［Farshid(PD)］
これまでFe2O3-CaO-SiO2-P2O5+MgO,MnO,Al2O3系で、温度低下時に晶出したC2S−C3P
固溶体と液相スラグ間の燐酸分配を調べたが、酸化鉄をFeOに変えた実験を行い固溶体中の
燐酸の活量係数を評価した。
2．製鋼副産物からの有価金属元素の分離回収
2.1 硫化処理による製鋼スラグからのマンガン回収［堀田(M2)］
製鋼スラグに含まれるマンガンを燐と分離して回収することを目的に、MgO飽 和
SiO2-FeO-MnO系スラグとFeS-MnS系マット間の平衡分配の測定を行い燐はマットには混
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入しない事を確認した。
2.2 C2S-C3P固溶体組成と水溶性の関係［寺床(M1)］
マンガンを硫化分離したスラグから燐を回収するため、C2S-C3P固溶体の水溶液への選択
溶解条件を把握する実験に着手した。
2.3 難利用鉄系スクラップの利用拡大［北村］
NEDO「難利用鉄系スクラップの利用拡大のための先導的研究」に参画し議論した。
3．反応界面積の極大化による超高速精錬プロセスの追求
3.1 底吹きガスによるメタルエマルジョン生成条件の定量化［Song(D1)］
メタルのスラグ層へのエマルジョン挙動を把握し、液液反応の界面積増大を図るため、
低融点金属（Pb）と溶融塩（NaCl-KCl-LiCl 系）での実験を行い、懸濁している Pb 粒子
の全重量、最大粒径が、あるガス流量で最大となることを見出した。
3.2 気液反応界面積の定量化［丸岡］
水モデルを用いて底吹き攪拌時の気液反応界面積の評価を継続し、浴高さ、被覆厚み、
ノズル配置を変化させた場合のプルームアイと他領域との分離評価を行った。
3.3 取鍋内の均一混合特性改善［Kim(D1)、Conejo(客員教授)］
メキシコで主流なダブルポーラスノズルからの底吹き撹拌取鍋の均一混合特性を水モデ
ルで評価し、ノズル配置の最適条件とスラグの影響を明らかにした。
3.4 溶融スラグに対する各種酸化物（精錬剤,耐火物,介在物）の溶解速度［丸岡、石川(M1)］
精錬反応は添加した塊状フラックスの溶融･滓化速度に大きく影響されるが、実際の溶融
速度を測定した例は非常に少ない。そこで、溶融スラグの組成変化からそれを測定するこ
とを試み、緻密質 CaO と製鋼用生石灰との差を定量評価した。
４．非金属介在物による鉄鋼材料の凝固・変態・析出挙動
4.1 加工熱処理による酸化物への硫化物の析出挙動［原田(M2)］
Cr 含有鋼では脱酸生成物であるマンガンシリケートが加熱によりマンガンクロマイトへ
組成変化する現象を見出しているが。MnS の析出に対する影響を評価した。また、Cr に代
わる元素として Nb,V での実験を行い、V でも同様の組成変化を見出した。
4.2 非金属介在物と凝固殻の相互作用［Kristofer(研究生)］
凝固が進行する際に介在物が凝固殻にトラップされるものと押し出されるものとがある。
脱酸方法を種々変えた実験を CSLM で継続し、結果を解析した。
5．無機材料の熱物性評価法の開発と測定
5.1 熱物性顕微鏡によるAlGaN薄膜の熱物性評価とその組成依存性［柴田］
AlGaN 薄膜の熱浸透率を熱物性顕微鏡により測定することに成功し、Al 濃度の影響につ
いて評価した。
5.2 レーザーフラッシュ法による溶融珪酸塩の熱伝導率評価［柴田］
CaO-SiO2-Al2O3系の溶融スラグの熱伝導率の評価を系統的に実施した。
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6．グリーン製鉄技術の開発
6.1 水素を利用した酸化鉄の還元に関する基礎実験［小野(M2)］
水素還元時に酸素ポテンシャルを制御し不純物含有量の少ない固体鉄を得る条件を明ら
かにするため、燐の固体鉄-スラグ間分配を測定した結果、T･Fe が 5%以下でも 30 以上の
燐分配があることを見出した。
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講演会等では、引き続きベースメタル研究ステーションワークショップを開催した。
また、11 月には資源変換･再生センターシンポジウムを企画し“鉄鋼材料とレアメタル”
と題して、マテリアルフロー、材料特性、トランプエレメント除去・無害化・利用など
様々な観点からの講演をいただいた。さらに 2 月には韓国・POSTECH の GIFT から、
Hae-Geon Lee 教授と大学院生が当研究室を訪れ、製鋼研究分野の学生ワークショップ
を行った。双方から実施中又は実施予定のテーマを発表しあい活発な議論を行った。
また、本年度の国内客員教授である新日本製鉄の松宮徹顧問の担当研究室として、客
員教授講演会を企画した。さらに外国人客員教授である、Alberto Nava Conejo 教授滞
在中にも客員教授講演会を開催した。

外国出張を以下に示す。
・Aachen工科大学訪問；4/3，Aachen，ドイツ；北村
有山教授が進めているアーヘン工科大学(RWTh)の Ferrous Metallurgy Gr.との連携
について議論するため訪問し、多元研における鉄鋼研究分野の研究内容を紹介し、
D.Senk 教授、H.W. Gudenau 教授他と議論した。
・1st International Slag Valorisation Symposium；4/6〜7, Leuven, ベルギー；北村
“Modification of Stainless Steel Refining Slag by Mixing the Nonferrous Smelting
Slag”について北村が発表し、その後、この問題に関する大学間国際連携についての議
論に参加した。
・全北大学校訪問；5/22〜24，Jeonj，韓国；北村、丸岡、宋
宋君の母校を表敬訪問し Yoon 教授（学生所長）を始めとする新素材工学部の教授陣と、今後の
連携について意見交換をした。
・6th International conference HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY ; 5/6〜9, Athens, ギリ
シャ；柴田
“Contact angle and undercooling of Fe-80 ppm Al alloy on single crystal oxide substrate
under controlled oxygen partial pressure” について柴田が発表した。
“Observed behavior of various oxide inclusions in front of a solidifying low carbon steel shell”
について K.Malmberg が発表した。
（共著 H.Shibata、S.Kitamura, P.Jöonsson, S.Nabeshima
and Y.Kishimoto）
“An experimental study on the influence of particles on grain boundary migration”について
J.Janis が発表した。
（共著 K.Nakajima, P. Jöonsson, S,Jonsson and H.Shibata）
・Sweden王立工科大学訪問 ; 5/11, 12；柴田
P.Jösson 教授と今後の共同研究の進め方について議論した。また、S.Seetharaman 教授、
H.Fredriksson 教授の研究室を見学し、高温物性値研究および凝固研究について議論した。
・Asia Steel 2009；5/25〜27，Busan，韓国；北村、丸岡、宋
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“Formation of Metal Emulsion in Slag Phase by Gas Bubbling” について丸岡が発
表した。
・Postech/GIFT開所式；6/29〜7/2，Pohang，韓国；北村
浦項工科大学校（Postech）のGraduate Institute of Ferrous Technology (GIFT)の
新ビルディング竣工式に招かれるとともに、鉄鋼研究における産学連携に関するシンポ
ジウムに参加した。
・Aachen工科大学訪問；9/4，Aachen，ドイツ；北村
4 月に引き続き連携について議論するため訪問し、製鋼分野での具体的な共同研究の
進め方を確認した。
・1st International Working Group on in-situ high temperature observation of
metallurgical phenomena；9/6, Glasgow, イギリス；北村、柴田
“In site observation of steels at high temperatures by using confocal laser
microscopy” について柴田が発表した。
・EUROMAT2009；9/7〜10, Glasgow, イギリス；北村、柴田
“Composition Change in Oxide Inclusions of Stainless Steel by Heat Treatment”
について柴田が発表した。
・ 3rd International Conference on Simulation and Modeling of Metallurgical
Processes in Steelmaking. SteelSim 2009, 9/8,9, Leoben，オーストリ−；Phalevani
“Kinetic Model of Dephosphorization in Converter”について Phalevani が発表した。
・中国金属学会；11/11〜14，北京，中国；北村
“Development of the Japanese steel refining technology in these 10+α years”につ
いて北村が講演し、その後、北京科技大にて” Present progress in hot metal dephosphorization in Japan”と” Chang in inclusion composition by heat treatment”につい
て北村が講演を行った。
・ International Conference on the Advances in Theory of Ironmaking and
Steelmaking；12/8〜12，Bangalore，インド；北村
“Importance of Kinetic Models in the Analysis of Steelmaking Reaction”について
北村が講演した。
・Mexico訪問；3/11〜20，Mexico City & Morelia，メキシコ；北村、丸岡
“Japanese steel industry, processes and its relationship with the university”につい
て北村が National Autonomous University of Mexico、National Polythecnic Institute、
Morelia Technological Institute にて講演した。また、Conejo 教授と共同研究について
議論を進めた。
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本年度に設置した設備を以下に示す。
・ 高周波溶解炉（AMERITHERM INC、EASYHEAT8310）
電源容量 10kW の高周波炉で、2 色放射温度計または R 熱電対で温度計測し制御を
行う。内径 100mmφ の透明石英管の外側にコイルを有し、雰囲気制御下での加熱
が可能である。誘導溶融撹拌場における不純物元素分配の測定を行う。
（？）
・ 縦型管状シリコニット炉（研究室製）
9.7kwの複螺管型シリコニットヒーター(シリコニットDSP30)に内径 42φのHB管
を組み合わせた電気抵抗炉で、R熱電対で 1400℃までの加熱を行う。断熱材はイソ
ライトレンガおよび石膏ボード、上下のキャップはシリコン栓で構成されている簡
易な炉で、炉心管の交換が非常に容易である。ArまたはAr-H2雰囲気下で溶融スラ
グへの固体酸化物の溶解速度を測定する。
・ 電動精密グラインダー（マイクロモーターシステム

マキシマ）

最高回転数 35000rpm の電動グラインダーで、スラグ−マット混在試料から任意の
相を削りだし、化学分析に供する。研削中は排気ユニットで粉末飛散を防止する。
・ 3D 合 成 シ ス テ ム (NakaDen 3D 合 成 シ ス テ ム ) 、 電 動 ス テ ー ジ ( 中 央 精 機
ALD-7013-G1M-R)
2009 年度に導入したデジタルマイクロスコープ（NakaDen MX-1200Ⅱ）に Z 軸電
動コントローラーおよび 3D 合成ソフトウェアを追加した。Z 軸方向を移動させな
がら画像撮影を行い、
高輝度部分を合成することで 3 次元合成像が得られる。
また、
X-Y 軸電動ステージを追加し、顕微鏡ステージを直接操作することなくパソコン上
から試料視野を移動させることが可能になり操作性が向上した。エマルジョン粒子
や粒界などの観察、計測を行う。
・ レーザー顕微鏡電動ステージ(テクノサイエンス製特注)
既有のレーザー顕微鏡の XY ステージに電動制御ユニットを付加し、ジョイスティ
ックによる試料の移動が可能になった。鋼材中の介在物の熱処理による変化、移動
などの観察、計測を行う。
・ フローコンポ（KOFLOC FCC-300-G1）
CO, CO2用フローコンポを追加し、各炉で種々の酸素分圧下における平衡実験が可
能になった。
・ メタルシール型マスフロコントローラー（AEJ FC-7800CD-4S）
従来当研究室で使用してきたマスフロコントローラーの制御部シール材はバイトン
ゴムであったが、SO2ガスを使用するとゴムが膨潤し制御が不能になった。そこで
メタル製シール材（Ni）を採用したマスフロコントローラーを導入し、長時間の平
衡実験でも閉塞することなく流量を制御できるようになった。
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運営交付金以外の研究費として、以下の資金を獲得した。
採択者

制度

交付機関

北村信也

科研費

学術振興会

北村信也

学術振興会

北村信也

科研費
(継続)
共同研究
(継続)
共同研究
(延長)
共同研究
（継続）
寄附金

北村信也

寄附金

北村信也

研究助成

鉄鋼環境基
金
学振 19 委

柴田浩幸

研究助成

鉄鋼協会

柴田浩幸

共同研究
（延長）
科研費
（継続）
センター
プロジェ
クト
研究助成

JFE スチー
ル
学術振興会

研究助成
旗野奨学
金

学振 19 委
多元研

北村信也
北村信也
北村信也

柴田浩幸
柴田浩幸

丸岡伸洋

丸岡伸洋
丸岡伸洋

課題

役割

鉄鋼添加元素リサイクルシステム
の基盤研究
鉄鋼製造プロセスを利用したレア
メタルの分離回収
精錬高速反応に関する研究

代表

JFE スチー
ル
住友金属

溶銑予備処理に関する研究

代表

溶銑予備処理に関する研究

代表

鉄鋼協会

マルチフェーズフラックス利用に
よる溶銑脱燐プロセスシミュレー
ション
鉄鋼スラグに含まれる有価金属の
回収技術
溶鋼−酸化物間の競合反応による
介在物組成の予測モデル
酸化物の相変化を利用した新しい
鉄鋼材料組織制御
非金属介在物に関する研究

代表

新日本製鉄

多元研

鉄鋼協会

分担（代表；
井上亮）
代表

代表
代表
代表
代表

熱物性顕微鏡による AlGaN 薄膜の
熱物性評価とその組成依存性
製鋼スラグ中の金属マンガンの硫
化による回収・再生

分担（代表；
早稲田嘉夫）
代表

水素還元による溶融酸化物−固体
鉄間不純物元素の平衡−非平衡分
配
若手研究奨励金
第 4 回多元物質科学研究奨励賞

代表
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代表
代表

研 究 活 動 報 告

【研究活動報告】

基盤素材プロセッシング研究分野（2009．４〜2009．３）
教
授
准 教 授
助
教
助教（研究）
技術補佐員
大学院生
博士課程
修士課程

: 北村信也
: 柴田浩幸
: 丸岡伸洋
：Farshid Pahlevani
： 小原 恵
:
宋 徳鏞、 金 宣中
横山結花、小野慎平、原田晃史、堀田哲朗
石川 瑛、高橋 浩一、寺床 拓也
客員教授：Alberto Nava Conejo (2009.7〜9)
研究員 ：Kristofer Malmberg (2009.10〜12)
鉄鋼に代表されるベースメタル製造プロセスは，人類社会の発展を支える基盤素材として，その立場はゆる
ぎないものがあるが，環境調和社会に向けて新たな技術変革の時にある．本研究分野では，このベースメタル
プロセッシング技術の新展開を支える基盤技術に関する研究活動を行っている．
本年は 3 月に博士前期課程を終えた 4 名の卒業生を送り出し,4 月から新たに 3 名の博士前期課程の学生
が配属され，同時に宋徳鏞君が博士後期課程に入学した。7 月には金宣中君が研究室に加わり 10 月から博
士後期課程に入学した。また，外国人客員教授としてメキシコ,モラリア工科大学の Alberto Nava Conejo 教授
が 3 カ月，研究員としてスウェーデン，王立工科大学から Kristofer Malmberg 君がそれぞれ滞在した．2009 年
の研究活動は以下のように概括される．

1. マルチフェーズフラックスを用いた精錬プロセスシミュレーションモデルの構築
本研究は溶銑脱燐処理の反応効率を極限まで向上させることにより，スラグ発生量の低減を図るとと
もに，将来の劣質原燃料使用時へも対応できる精錬プロセスを構築する事を目標としている．脱燐ス
ラグには燐酸を固溶できるダイカルシウムシリケート固相(C2S)が存在しているため，脱燐効率を上げ
るには，液相スラグからC2S相へ燐酸を移動させ，スラグ液相中の(P2O5)濃度を低く維持することが重
要である．これまで，スラグ内の固相を考慮した精錬反応のシミュレーションモデルを開発し，すで
に計算結果と実験室規模での実験値とが良く一致する事を示している.昨年より，この溶銑脱燐反応モ
デルが日本鉄鋼協会「マルチフェーズ利用による溶銑脱燐プロセスシミュレーション研究会」の基本
モデルとして採用され，各種操業への適用を図っている．図 1 には上底吹き転炉精錬で最も重要なス
ラグ中FeO濃度と炭素濃度の関係を示すが，計算結果は実機の挙動を良くシミュレーションできている．
こういった結果に基づき最適な操業条件を検討している.
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図 1 転炉精錬における(T･Fe)と[C]の関係の実機操業結果とシミュレーション結果の比較

2.

固体酸化物と液体スラグとの界面現象に関する研究
製鋼プロセスでは精錬剤として各種の固体酸化物を溶融スラグに添加している．反応を正しく理解し反応効

率を高めるには，固体酸化物の溶解挙動と，それに伴う界面現象を把握することが重要である．本研究では，
固体酸化物と液体スラグ間の物質移動速度と，
その律速過程を解明することを目的としている．
すでに，液相スラグとダイカルシウムシリケート固
溶体相間の燐酸の移動現象に関する研究を行
い，燐酸の活量が固相＞液相の場合には燐酸
の移動が起こらないのに，固相＜液相の場合に
は界面に反応層が生成するという現象を把握し
ているが，この現象の機構を，液相線組成の変
化との関係で考察した（図）．また，固溶体中の
P2O5の活量について検討し，その支配要因が，
固溶体中のP2O5濃度と，CaO,SiO2,P2O5以外の不
図 2 液相と固溶体相間での燐酸の移動機構

純物濃度であることを明らかにした．

3. 非金属介在物の固相内組織組成制御に関する研究
鋼の特性に作用する非金属介在物に関する
研究は、これまで溶鋼中での非金属介在物の生
as cast

成反応あるいは最終製品段階での非金属介在

②

物の影響の調査が主流であった．しかし、実際

① 17MnO – 70SiO2 – 13V2O 3

①
1.02m

② 23MnO – 10SiO2 – 67V2O 3

の製造プロセスでは鋼は再加熱を受けてから圧
延されることが多く、この過程での非金属介在物
の挙動はほとんど研究されてこなかった．これま

1473K
60min.

①

① 19MnO – 81V2O3
1.02m

での研究で、凝固後の固体のオーステナイト系
ステンレス鋼中において、MnO-SiO2系介在物が、

図 3 Mn-Si-V 脱酸での加熱による酸化物組成変化
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低Si濃度の場合にMnO-Cr2O3系介在物に熱処理により変化することが明らかになった．本年は，さらにMnSの
析 出 と の 優先 関 係 ，酸化 物 組 成変化 に よ る MnS析 出 挙 動の 変 化に 対 し て 新 たな 知見 を 得 た． さら に
Fe-V-Si-Mn系でも介在物の組成変化が起こることを発見した（図 3）．尚，この知見を基盤に日本鉄鋼協会で
「介在物の固相内組織・組成変化」に関する研究会が遂行されている．

4. 反応界面積の極大化による超高速精錬プロセスの追求に関する研究
スラグ-メタル間反応を高速化出来れば鋼の高度
清浄化だけでなく，生石灰使用量およびスラグ排出
量の削減が可能である．本研究ではメタルエマルジ
ョンに着眼し、スラグ中に溶鉄微粒子を懸濁すること
により反応界面積増大化させることを目的とし，エマ
ルジョン生成能の底吹きガス流量および各種物性
図 4 Pb 浴から溶融塩浴へ気泡が抜ける際の

値の寄与を検討した．電気炉内で低融点金属（鉛）

エマルジョン生成挙動

および低融点スラグ（塩化物系溶融塩）を溶解し，

下部からガス攪拌することでスラグ中のメタル懸濁粒子の評価を行った．本年は界面でのエマルジョン生成挙
動を直接観察することに成功し（図 4），底吹きガス流量により異なるモードでエマルジョンが生成されることが
明らかになった．

5. 水素還元雰囲気下における溶融酸化物からの固体鉄の生成および燐分配
現行の炭素を用いた鉄還元法（高炉）は炭素飽和で
あるため酸素ポテンシャルが低すぎ，P や Si などの不純

102

は酸素ポテンシャルを高く制御可能で，不純物含有量
の少ない鉄を生成出来る可能性がある．本研究では溶

Lp [-]

物元素までもが還元されている．これに対し水素還元で
101
C/S
1.0
0.5

融酸化物からの固体鉄析出時の P, Mn および Si のメタ
ル-スラグ間分配を測定し，不純物の少ない鉄を得られ
る条件を調査する．本年は，溶融スラグに鉄箔を浸漬・

100

平衡させる実験方法を確立し，スラグ組成，酸素分圧に

-13

-12
Log P O2

-11

図 5 溶融スラグと固体鉄間の燐分配

よって高い燐分配を得る条件を明らかにした（図 5）．

6. ベースメタルスラグからの有価元素リサイクル技術の研究
製鋼スラグにはマンガンやクロムといった有価元素が多く含まれているものの，それらは全く有効利用されて
いない．本研究は，スラグを資源と認識し，金属製錬技術を適用して有価元素を分離・回収する可能性を見極
めることを目的としている．本研究の特徴はスラグを単純に還元するのではなく，一旦，FeS-MnS 相を生成する
点にあり，鉄やマンガンは硫化物を形成するがリン，クロムは硫化物を形成しないという化学的特性に着目し，
非鉄製錬でマットと称される溶融硫化物相を生成させてリンとクロムをマンガンから完全に分離するものである．
本年は，その基礎原理を確認するため，製鋼スラグの硫化処理によるマンガンの分配平衡測定の着手した．

10

研 究 活 動 報 告

その結果，P は完全に分離されることが確認された．

７．固体酸化物のスラグに対する溶解速度
生石灰やドロマイトといった精錬剤や，耐火 物，リサイク

とは，ごく普通におこなわれている．しかし，必要な固体酸
化物を適正なタイミングで溶解させるといった制御はできて
いない．本研究では，この律速過程を明らかにすることで
精錬制御性を向上させることを目的としている．実験はガス
撹拌された坩堝内でスラグを溶解させ，そこに固体酸化物

Actual Surface Area [mm3 ]

ルスラグなど，固体酸化物をスラグに添加して溶解させるこ

10000
8000
6000
4000
2000

Porous CaO
Dence CaO
Dence MgO

を添加し，スラグ組成変化から溶解速度を測定した．本年
は，まず既知の速度式との比較から固体酸化物と溶融スラ

0
0

グの相対速度を見積もり，その上で緻密質 CaO と精錬用
生石灰との溶解速度差を調べることで，生石灰は 5〜7 倍

2000 4000 6000 8000 10000
Geometric Surface Area [mm 3 ]

図 6 各種酸化物の実効表面積の評価

の実効表面積を有することを明らかにした(図 6)．

８.

取鍋混合特性に対するスラグの影響

脱硫や合金添加といった 2 次精錬を効率的に進めるには，取鍋内溶鋼の均一混合時間を短くすることが重
要である．これまでも水モデルで多くの研究がなされているが，スラグが存在した状況での特性は十分には把
握されていない．そこで比重の軽いヘキサンを水に浮かべた条件で均一混合時間を測定したところ，ガス流量
が大きい場合にはヘキサンを添加した方が均一混合時間は悪化したが，ガス流量が小さい場合には逆にヘキ
サンを添加した方が均一混合時間は短くなるという特性を明らかにした．
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［論文］

著書
北村信也
鋼ができるまで, サステナブル金属素材プロセス入門，中村崇編, アグネ技術センター,
2009, pp.48-61
柴田浩幸
なぜ金属材料なのか, サステナブル金属素材プロセス入門，中村崇編, アグネ技術セン
ター, 2009, pp.8-19
柴田浩幸
レーザーフラッシュ法による溶融金属の熱拡散率測定，熱量測定・熱分析ハンドブック
第２版，日本熱測定学会編，丸善株式会社，2010，p208

一般論文
Ken-ichi Shimauchi, Shin-ya Kitamura and Hiroyuki Shibata
Distribution of P2O5 between Solid Dicalcium Silicate and Liquid Phases in
CaO-SiO2-Fe2O3 System

ISIJ International, 49(2009), pp.505-511
Hiroyuki Shibata, Yusuke Watanabe, Keiji Nakajima, Shin-ya Kitamura
Degree of Undercooling and Contact Angle of Pure Iron at 1933 K on Single-crystal
Al2O3, MgO, and MgAl2O4 under Argon Atmosphere with Controlled Oxygen Partial
Pressure

ISIJ International,49(2009), pp.985-991
Shin-ya Kitamura, Ken-ichiro Miyamoto, Hiroyuki Shibata, Nobuhiro Maruoka an
Michitaka Matsuo
Analysis of Dephosphorization Reaction Using Simulation Model of Hot Metal
Dephosphorization by Multiphase Slag

ISIJ International, 49(2009), pp.1333-1339
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Manas Kumar Mondal, Govind Sharan Gupta, Shin-ya Kitamura and Nobuhiro
Maruoka
Computational Fluid Dynamics Study on New Vacuum Degassing Process,

Chemical Product and Process Modeling, Vol.4 (2009), Iss.3, Article 4.
Shin-ya Kitamura, Shinya Saito, Keita Utagawa, Hiroyuki Shibata and David G.C.
Robertson
Mass transfer of P2O5 between liquid slag and solid solution of 2CaO･SiO2 and
3CaO･P2O5,

ISIJ International, 49(2009), pp.1838-1844
Nobuhiro Maruoka, Felicia. Lazuardi, Hiroshi Nogami, G. S. Gupta and Shin-ya.
Kitamura
Effect of bottom bubbling conditions on surface reaction rate in oxygen-water
system

ISIJ International, 50(2010), pp.89-94
Kristofer Malmberg, Hiroyuki Shibata, Shin-ya KITAMURA, Par G Jönsson, S
Nabeshima, Y Kishimoto
Observed behavior of various oxide inclusions in front of a solidifying low-carbon
steel shell

Journal of Materials Science, 45 (2010), pp.2157-2164
丸岡伸洋，北村信也，柴田浩幸，植田滋，山口勉功
非鉄製錬スラグ混合時の製鋼スラグ中鉛濃度に関する検討

東北大学多元物質科学研究所素材工学研究彙報，第 65 巻,第 1,2 号(2009), pp.16-21
不破彰也，篠田弘造，鈴木茂，丸岡伸洋，柴田浩幸，北村信也
As 吸着材としての利用を目指した製鋼スラグの改質処理

東北大学多元物質科学研究所素材工学研究彙報，第 65 巻,第 1,2 号(2009), pp.12-27
Alberto N. Conejo and Shin-ya Kitamura
Fluid flow phenomena in bottom gas-stirred ladles with top layer (Review): Part I.
Fluid flow

東北大学多元物質科学研究所素材工学研究彙報，第 65 巻,第 1,2 号(2009), pp.35-44
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Alberto N. Conejo and Shin-ya Kitamura
Fluid flow phenomena in bottom gas-stirred ladles with top layer (Review): Part II.
Practical considerations

東北大学多元物質科学研究所素材工学研究彙報，第 65 巻,第 1,2 号(2009), pp.45-55

国際会議論文集
Shin-ya Kitamura and Nobuhiro Maruoka
Modification of Stainless Steel Refining Slag by Mixing the Nonferrous Smelting
Slag

Proceedings of the 1st International Slag Valorisation Symposium, pp.93-100,
Belgium, Leuven, (2009.4)
Nobuhiro Maruoka, Toshiaki Maeyama, Hiroyuki Shibata and Shin-ya Kitamura
Formation of Metal Emulsion in Slag Phase by Gas Bubbling

Proceedings of Asia Steel International Conference 2009, s3-24, Korea, Busan
(2009.5)
Farshid Pahlevani, Shin-ya Kitamura, Hiroyuki Shibata and Nobuhiro Maruoka
Kinetic Model of Dephosphorization in Converter

Proceedings of 3rd International Conference on Simulation and Modeling of
Metallurgical Processes in Steelmaking. SteelSim 2009, Austria, Leoben (2009.9)
CD-ROM
Shin-ya Kitamura
Importance of Kinetic Models in the Analysis of Steelmaking Reaction

Proceedings of the International Conference on the Advances in Theory of
Ironmaking and Steelmaking, pp.93-100, India, Bangalore (2009.12)
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国際会議口頭およびポスター発表
Hiroyuki Shibata, Yusuke Watanabe, Shin-ya Kitamura, Keiji Nakajima
Contact angle and undercooling of Fe-80 ppm Al alloy on single crystal oxide
substrate under controlled oxygen partial pressure

6th International conference High Temeprature Capillarity, Greece, Athens,
(2009.5.6-2009.5.9)
Kristofer Malmberg, Hiroyuki Shibata, Shin-ya KITAMURA, Par G Jönsson, S
Nabeshima, Y Kishimoto
Observed behavior of various oxide inclusions in front of a solidifying low-carbon
steel shell

6th International conference High Temperature Capillarity, Greece, Athens,
(2009.5.6-2009.5.9)
Jesper Janis, Keiji Nakajima, Par G Jönsson, A Karasev, Hiroyuki Shibata
An experimental study on the influence of particles on grain boundary migration

6th International conference High Temperature Capillarity, Greece, Athens,
(2009.5.6-2009.5.9)
Hiroyuki Shibata, Shin-ya Kitamura
In situ observation of steels at high temperatures by using a confocal laser scanning
microscope

The first meeting of the International Working Group on in-situ high temperature
observation of metallurgical phenomena, UK, Glasgow,(2009.9.6)
Shin-ya Kitamura, Hiroyuki Shibata, Tomoko Tanaka, Koichiro Kimura
Composition Change of Deoxidation Products in Si-Mn Deoxidized Stainless Steel

EUROMAT2009, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and
Processes, UK, Glasgow, (2009.9.6-2009.9.10)
Kristofer Malmberg, Hiroyuki Shibata , Shin-ya KITAMURA, Par G Jönsson, S
Nabeshima, Y Kishimoto
Observation of Inclusion Behavior at a Solid/Liquid Interface in Solidifying Low
Carbon Steel

The 2nd International Symposium on Cutting Edge of Computer Simulation of
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Solidification and Casting (CSSC 2010) , Sapporo, Japan, (2010.2.3-2010.2.5)

解説記事等
柴田浩幸、北村信也、木村光一郎、原田晃史
固体鋼中における非金属介在物の熱処理による組成変化―助成研究報告(H19)―

日本学術振興会製鋼第 19 委員会凝固プロセス研究会,19 委-12415，凝固プロセスⅤ46，
2009.5

北村信也
「溶鋼−酸化物間の競合反応による介在物組成の予測モデル」の研究計画 （テーマ応
募式研究助成）

日本学術振興会製鋼第 19 委員会凝固プロセス研究会,19 委-12461，凝固プロセスⅤ68，
2010.1
北 村 信 也 ，柴 田 浩 幸 ，F.Pahlevani，丸 岡 伸 洋 ， 島内 謙一
Distribution of P2O5 between solid solution of 2CaO·SiO2 – 3CaO·P2O5 and liquid
phase

日本学術振興会製鋼第 19 委員会反応プロセス研究会,19 委-12473，反応プロセスⅤ68，
2010.1
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［国内学会発表］

一般講演
北村信也，柴田浩幸, 斉藤伸也，歌川桂大，D.G.C.Robertson
2CaO･SiO2-3CaO･P2O5固溶体と液相スラグ間でのP2O5の移動

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)
材料とプロセス，22(2009)，807
丸岡伸洋，柴田浩幸, 北村信也
溶融スラグへのMgOの溶解速度

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)
材料とプロセス，22(2009)，820
T.Maeyama, D.Y.Song, S. Kitamura, H.Shibata and N. Maruoka
Condition of Emulsion Formation in Lead-Molten Salt System

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)
材料とプロセス，22(2009)，821
原田晃史，柴田浩幸, 北村信也
Fe-Cr合金鋼のMnS析出挙動に及ぼす熱処理によるSi-Mn脱酸生成物変化の影響

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)
材料とプロセス，22(2009)，845
F.Pahlevani, S. Kitamura, H.Shibata and N. Maruoka
Simulation Model of Reaction Kinetics for BOF Operation

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)
材料とプロセス，22(2009)，886
星野泰宏，赤井田祐宜，太田弘道，柴田浩幸, 北村信也
CaO-SiO2-Al2O3スラグのガラスおよび溶融状態の熱伝導率へのCａＦ2添加の影響

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)
材料とプロセス，22(2009)，898
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赤井田祐宜，星野泰宏，太田弘道，柴田浩幸
CaF2を含むケイ酸塩融体の熱伝導率測定

第 30 回日本熱物性シンポジウム，米沢(2009.10.28-2009.10.30)
北村信也，パレバニ ファルシッド，柴田浩幸, 島内謙一
2CaO･SiO2-3CaO･P2O5固溶体中のP2O5の活量係数

日本鉄鋼協会第 159 回春季講演大会, 筑波 (2010.3.28-2010.3.30)
材料とプロセス，23(2010)，18
金宣中，丸岡伸洋，柴田浩幸，北村信也，A.N.Conejo
円筒容器内水浴の均一混合時間に及ぼすノズル配置及びスラグの影響

日本鉄鋼協会第 159 回春季講演大会, 筑波 (2010.3.28-2010.3.30)
材料とプロセス，23(2010)，34
柴田浩幸，K.J.Malmberg，北村信也，P.G.Jonsson，鍋島誠司，岸本康夫
低炭素鋼の凝固界面における非金属介在物の挙動の直接観察

日本鉄鋼協会第 159 回春季講演大会, 筑波 (2010.3.28-2010.3.30)
材料とプロセス，23(2010)，109
丸岡伸洋，柴田浩幸，北村信也，小野慎平
固体鉄-溶融酸化物間のリン分配

日本鉄鋼協会第 159 回春季講演大会, 筑波 (2010.3.28-2010.3.30)
日本鉄鋼協会 シンポジウム グリーンエネルギー製鉄プロセスの新展開（グリーン製鉄研究
会中間報告会）, pp.67-72

18

ポスターセッション
小野慎平
固体鉄ー溶融スラグ間のＰ分配

努力賞

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)
原田晃史
固体鋼中の非金属介在物の熱処理による変化

努力賞

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)
堀田哲朗
硫化処理による製鋼スラグからのマンガン回収

日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-2009.9.17)

活動記録

［修士論文］

小野慎平
固体鉄/溶融スラグ間での不純物元素の分配平衡
原田晃史
固体鋼中での非金属介在物の熱処理による組成変化
堀田哲朗
Fe-Mn 系硫化物／酸化物液相間での Fe、Mn、P の分配挙動
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活動記録

［講演会等］

東北大学多元物質科学研究所 資源変換再生研究センターシンポジウム
平成 21 年 11 月 17 日，於 東北大学多元物質科学研究所材料物性総合研究棟大会議室，参加者数：51 名

主題 ： 鉄鋼材料とレアメタル
企画担当；北村信也（基盤素材プロセッシング分野）

(1) 鉄鋼材料と合金元素

大阪府大 沼倉宏

炭素と引力的な相互作用を持つ置換型溶質原子が固溶炭素をトラップして複合体やクラスタ
ーを形成するとクリープ強度を高めるなどの効果を有する．優れた特性を有する材料を設計す
るにはフェライトにおける合金元素間の相互作用を特徴づけるパラメータの評価が必要である．
(2) ステンレス鋼のマテリアルフロー分析

東京大 醍醐市朗

ステンレス鋼のマテリアルフローを明らかにし，Cr,Ni の資源循環性を評価した．リサイクル促
進のための素材開発として，より低品位原料からの同機能材を製造する技術、多鋼種の同一化，
スクラップ時に鋼種が判別しやすい材料，コンタミ元素の除去技術の開発などが期待される．
(3) メタルの二相分離を利用したレアメタル回収と鉄循環

大阪大 山本高郁

鉄鋼スクラップにはトランプエレメントが含まれるため高級鋼材としての使用が制限されている．
これを解決するため，鉄スクラップの回生と有用金属のリサイクルを目的に銅鉄 2 相分離による希
少金属の分配に関する研究を実施している．
(4) 鋳片表層改質による循環元素無害化技術の開発

新日鐵 山本研一

鉄スクラップに含まれる Cu は熱間脆性を引き起こすため，その使用量には上限がある．これを
解決するため，プラズマを用いて鋳片表層を溶融させ，そこにＮｉを添加して脆化を抑制する技
術を開発した．
(5) 不純物を利用した鉄鋼製造プロセスの可能性

物材機構 花村年裕

鉄鋼に含まれる不純物元素を除去するのではなく有効に利用する方法に関して検討した．不
純物による特性劣化に対して，結晶粒径を微細化することで効果的に克服することができ，1μ
m 以下にすれば通常鋼レベルにできる．
(6) ステンレス鋼における介在物起点の腐食の機構解明と省資源高耐食化技術
東北大 武藤泉
ステンレス鋼はクロム酸化物を主成分とする皮膜で覆われているため高い耐食性を示す．し
かし，介在物が存在すると，そこを起点として孔食が発生する．実用材料の腐食起点である各
種の介在物について電気化学的特徴を測定した．
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(7) 鉄鋼業におけるレアメタルの高度利用と循環

東北大 井上亮

鉄鋼材料では様々なレアメタルを添加して材料特性を発現させているが，鉄鉱石中にこれら
のレアメタルが含まれているものがある．このレアメタルを製銑・製鋼が持つ酸化・還元機能を利
用して回収する方法を，熱力学計算により検討した．
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第１回ベースメタル研究ステーションワークショップ
平成 21 年 7 月 17 日，於 東北大学多元物質科学研究所事務棟 2 階大会議室，参加者数：15 名

主題 ： 鉄鋼の固相における非金属介在物の析出・反応とその有効利用
企画担当；柴田浩幸（基盤素材プロセッシング分野）

(1)

連続鋳造鋳片における析出物挙動
新日鐵 若生昌光

鋼の連続鋳造プロセスにおけるオキサイドメタラジーの現状について包括的な講演であり、特に凝固過程に
おける硫化物、窒化物、酸化物の析出物の挙動と材料の特性の関連および各析出物の析出のメカニズムに
ついて報告された。

(2)

固体鉄鋼中での熱処理による脱酸素生成物の変化と MnS の析出
東北大学 柴田浩幸

固体鋼中において、脱酸生成物である微細な酸化物が再加熱処理によって組成が変化し、その酸化物に
MnS が析出する挙動を調査した最新の研究成果が報告された。

(3)

不純物を利用した鋼製造プロセスの提案〜微細析出物の活用〜
東京工業大学 小林 能直

鋼のスクラップを有効に利用するために、スクラップ中に不可避的に混入する銅を有効に利用する方法に関
する研究成果について報告された。特に銅硫化物の析出挙動あるいは材料特性との関係について詳細な研
究が紹介された。
以上、いずれの講演も、鉄鋼材料中における非金属介在物（酸化物、硫化物、窒化物）の析出挙動と材料の
特性に関する詳細かつ包括的であった。本ワークショップは、この分野の現状と最先端の課題について理解を
深め、議論でき大変有意義であった。
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第 2 回 ベースメタル研究ステーションワークショップ
平成 21 年 8 月 10 日，於 東北大学多元物質科学研究所事務棟二階大会議室，参加者数：15 名

主題 ： ベースメタルの電解製錬技術とリサイクル
企画担当；柴田悦郎（資源再生システム研究分野）

(1) 亜鉛電解採取における鉛合金電極の改質に関する研究
秋田大学 高崎康志
湿式亜鉛製錬における硫酸溶液中での亜鉛電解採取ではアノード電極としてPb-Ag合金が用いられる。講
演者はアノード電極上にβ-PbO2が形成された場合、アノード電位が低下してエネルギー消費が減少することを
明らかにしている。本講演では、電解採取の際に、電流の通電と遮断を繰り返すことによりアノード電極上に

β-PbO2を形成させ、その皮膜の詳細な調査、ならびに、実際の操業溶液を用いた実験による、亜鉛電解採取
における最適なアノードの前処理条件に関する検討を行なった。

(2) 省エネルギー型銅リサイクルプロセスの開発
産業技術総合研究所 小山和也
講演者はアンモニア水溶液を用いた省電力型の銅リサイクルプロセスを開発している。これは、2 価銅イオン
を酸化剤として廃棄物中の金属銅を酸化し、1 価銅イオンとして溶解する浸出工程、一部溶解する不純物を溶
媒抽出により除去する浄液工程、電解により 1 価銅イオンを還元して金属銅を得ると同時に、陽極で 1 価銅イ
オンを酸化して 2 価銅イオンを再生する電解採取工程の三工程からなる。このプロセスの特徴は、電解採取工
程の大幅な省電力化と高純度の銅回収が期待できる点である。
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東北大学多元物質科学研究所 ベースメタル研究ステーションワークショップ
平成 21 年 11 月 5 日，13 時半〜17 時
於 東北大学多元物質科学研究所材料物性総合研究棟大会議室，参加者数：20 名

主題 ： 「新しい二酸化炭素隔離の手法とプロセスを考える」
企画担当；有山達郎（エネルギー変換システム分野）

(1) 鉄鋼におけるCO2隔離の意義と課題

東北大 有山達郎

これからの二酸化炭素の大幅削減を考える上で，二酸化炭素の隔離は最もキーになる技術
である．既に既存技術をベースに技術開発が開始されているが，鉄鋼のような大規模プロセス
を対象にした場合，課題も多く、さらに革新的な隔離方法の開発が必要となる。
(2) 計算化学によるCO2アミン吸収のモデル化

東北大 高羽洋充

アミンによるCO2吸収が実用化に向けて検討されている．より効率的にCO2を吸収するアミン
構造を探査するために，複数のアミン分子が存在する領域におけるCO2の存在によるアミンの
変化およびそれに伴うエネルギー変化を計算化学により合理的に導出する方法を報告。
(3) オルソチタン酸バリウムのCO2吸収特性と評価

村田製作所 斉藤芳則

複合酸化物であるBa2TiO4を用いたCO2の吸収および分離を検討している．Ba2TiO4とCO2から
BaCO3およびBaTiO3生成する反応について，速度論および熱力学的観点から実験，解析を行
った。また繰り返し特性を向上する方法を開発し、メタンの非平衡改質への応用についても報告
を行う。
(4) An atomistic level description of nanoporous materials for gas storage and separation
東北大 Rodion Belosludov
材料開発の手法として第一原理計算が用いられている．計算によりナノ細孔をもつ材料による
ガスの吸着及び脱離現象を解明し，ガスの高効率吸着材料を開発した．
(5) アルカリ系化合物による固体化学吸収

東北大 井上亮

アルカリ金属酸化物およびアルカリ土類金属酸化物は安定な炭酸化物として存在するが、炭
酸化および脱炭酸化を用いてCO2の固体化学吸収を行うための最適の条件を熱力学的に検討
した。また複合酸化物の生成により吸収条件を制御できる．
(6) 第一原理計算によるCO2固体化学吸収のモデル解析

東北大 和久田康司

アルカリ土類金属酸化物へのCO2の吸着の際のエネルギー変化を第一原理計算により導出し
た。酸化物の結晶位置，方向によりCO2の吸着エネルギー変化が異なると共に酸化物中の第三
元素の共存も吸着エネルギーを変化するなど、有用な知見が得られている。
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東北大学多元物質科学研究所 ベースメタル研究ステーションワークショップ
平成 21 年 12 月 22 日， 於 多元物質科学研究所事務棟 大会議室， 参加者数 ： 48 名

主題；第２回 製鉄・資源に関するワークショップ
企画担当；葛西教授(資源再生プロセス研究分野)

鉄鋼スラグに関して、最新の処理技術、有効利用、環境規制動向や将来に向けた新しい資源化・
高付加価値化の方向性などをテーマに、JFE ミネラル 野田氏、JFE スチール 戸澤氏に詳しく解説
頂き、関連事項の質疑を行なった。さらに、温室効果ガス排出量の大幅削減を実現するための鉄鉱
石還元反応への水素の積極的利用など製銑技術の重要課題について、COURSE50 プロジェクトの
進展を中心に、新日鐵 齋藤氏に講演頂いた。
また、近年の急激な鉄鋼生産量増加、資源メジャーの巨大化等による鉄鋼資源特性変化の顕在
化により、再び注目を浴びるようになった高炉内における鉱石の還元性状評価について、歴史的経
緯と今後の課題について、日鐵テクノリサーチの肥田氏に講演頂き、関連して東北大学 大森名誉
教授、住友金属工業（株） 川口氏にそれぞれの立場からのコメントして頂いた。
講演１ 鉄鋼スラグ処理技術と利材化
野田英俊（JFE ミネラル（株））
講演２ 鉄鋼スラグ製品による海域環境改善技術について
戸澤宏一（JFE スチール（株））
講演３ 環境調和型製鉄プロセス技術開発(COURSE50 PROJECT)
齋藤公児（新日本製鐵（株））
トッピックス講演 鉄鉱石類の高炉内還元性状試験法の歴史と今後の課題
〜CO2排出削減、鉄鉱石資源動向の見地から〜
肥田行博（（株）日鐵テクノリサーチ）
コメンテータ

大森康男（東北大学名誉教授）
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川口尊三（住友金属（株））

Base Metal Research Station Workshop

GIFT(POSTECH)−Tohoku University
Workshop on Steelmaking Research
2010 Feb.9, 10
IMRAM, Tohoku University
Supported by ISIJ Tohoku branch, JIM Tohoku branch
Program
Feb.9
14:00 – 14:40

Prof. Kitamura (IMRAM, Tohoku)

Welcome address
Introduction of Research Activities Related to the Ferrous Metallurgy at IMRAM.
14:50 – 16:30
Feb. 10

Lab. Tour

(IMRAM)

Workshop

9:00 – 10:20 Chair person ;

Prof. Miki (Tohoku)

Dae-Hee Woo(Postech)

Phase Equilibria of the MnO-SiO2-Al2O3-MnS system

Shinpei Ono (Tohoku)

Distribution of P and Mn between molten slag and solid steel

Seung-Jin Lee(Postech)

Numerical analysis of vortex formation during steel teeming process

Duk-Yong, Song (Tohoku) Metal emulsion formation in Pb-molten salt system
10:40 – 12:20

Chair person ; Prof. Youn-Bae Kang (Postech)

Farshid Phalevani (Tohoku) Kinetic model of dephosphorization in converter.
Jin-Kwan Kim (Postech)

The Thermodynamic Analysis of Reaction Between Calcium Ferrite and
Fe-C melt

Tatsuya Ishiguro (Tohoku) Dissolution behavior of sulfur from steelmaking slag
Jiwon Jeon (Postech)

Formation of calcium ferrites under controlled oxygen potentials at 1273K

Nobuhiro Maruoka (Tohoku) Influence of bottom stirring conditions on gas-liquid reaction
12:20 – 13:00

Lunch

13:00−14:30

Excursion (Zuihoden Temple)

14:30 – 15:50

Chair person ;

Rong-Xun Paio (Postech)

Prof. Shibata (Tohoku)
Dephosphorization of hot metal by forming dicalcium silicate in MgO or
Al2O3 containing slag

Akifumi Harada (Tohoku)
Soonmo Shin (Postech)

Composition change of inclusions by heat treatment
Cokes gasification at high temperature

Sun-Joong Kim (Tohoku) Influence of top layer and nozzle configuration on mixing time
16:00 – 17:20

Chair person ; Prof. Hae-Goen Lee (Postech)

Young-Kyu Jo (Postech)

Dephosphorization of Ferromanganese under Reducing Condition
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Tetsuro Hotta (Tohoku)
Hyun-Jin Jo (Postech)

Distribution of Fe,Mn and P between molten oxide and sulfide
Numerical simulation of fluid flow and DeC process on the surface of
liquid metal

Naoya Sato(Tohoku)

Control of inclusion in high alloy steel

17:20– 17:30
Closing remark

Prof. Hae-Goen Lee
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客員教授講演会
日時：7 月 30 日（木）15:00〜17:00
場所：材料物性総合棟大会議室
講師：松宮徹先生（新日本製鐵・顧問）
講演題目：「製鋼における溶融スラグおよびその関連課題への計算科学・工学の適用」
概要：スラグが関与する製鋼プロセス関連事項に対する計算科学適用事例を紹介する。
プロセスの最適化の例として、競合反応モデルを用いた、溶銑脱 Mn プロセス高効率化、
および、連鋳フラックスの変質を抑制した鋳型潤滑性の確保のための設計、競合晶出モ
デルを用いた非金属介在物の組成制御による延性付与等について述べる。また、スラグ
の熱力学モデルとしてセル・モデルを適用しているが、このモデル式中のエネルギー・
パラメータの NMR を用いた直接的評価法の提案、分子動力学法を用いたスラグ構造、ス
ラグ物性の予測について述べる。さらに、第一原理計算を用いた Si 融液中の溶質の活量
係数・相互作用母係数の推算について述べる。

日時

８月３１日（月）

場所

材料物性総合棟

講師

松宮徹先生

15:30〜17:00

大会議室

（新日本製鐵・顧問）

題名：産学官連携の取り組みと期待
内容：発展途上国での需要の伸びを考えると、世界の鉄鋼の生産は伸びてくると予測される。そ
の需要をわが国の鉄鋼業が捕捉するには日本でしか作れない高級鋼を継続して開発し、その製造
比率を上げていく必要がある。その中で、環境・エネルギー問題に資するプロセスと材料開発が
重要となる。これらを背景にして、鉄鋼分野を中心に、産学官連携の取り込み状況と期待につい
て、政策決定レベル、鉄鋼業界全体レベル、個々の企業レベルに亘って述べたい。政策決定レベ
ルでは、例えば、材料戦略委員会を通じて、科学技術基本計画において「材料」
、あるいは、
「製
造技術」が重要と認識されて取り入れられるべく活動している。鉄鋼業界レベルでは産学人材育
成パートナーシップ、鉄鋼基盤研究拠点の形成等で協力して行こうとしている。また、個々企業
レベルでは大学の持てる多様な知を、企業の重要課題解決、要素技術の基礎基盤ポテンシャル強
化にお借りしたいし、教育における様々な連携により、企業にとっても最大の課題である人材育
成についても大いに協業したいと考えている。

28

外国人客員教授講演会
日時

8 月 10 日（月）

場所

事務棟大会議室

1:30〜2:30

Alberto Conejo 先生(メキシコ・モレリア工科大学)

講師

講演タイトル
「KINETIC MODEL OF STEEL REFINING IN A LADLE FURNACE」
講演概要:
A ladle furnace operates with a highly reducing slag provided the slag carry over is properly
controlled; however, this seldom occurs. In addition, argon injection is also employed to
increase mass transfer and thus, the removal of impurities from the molten steel. The
refining process is mathematically modeled in this work on the basis of mass transfer control.
The model involves the computation of activities with the use of regular solution model,
incorporates interaction parameter’s and computation of a mass transfer coefficient which
allow for the determination of the mass transfer rates across the slag-metal interface under
conditions of equilibrium at the interface. The model predicts the composition profile of both
slag and steel during the refining process and can be used to make corrections to the initial
slag composition in order to decrease both the refining time and the final concentration of
impurities in liquid steel.
日時

8 月 31 日（月）

場所

材料物性総合棟 大会議室

講師

2:00〜3:00

Alberto Conejo 先生(メキシコ・モレリア工科大学)

講演タイトル
”The Mexican steel industry and research activities in iron and steelmaking"
講演概要
メキシコにおける鉄鋼産業及び大学での鉄鋼研究の現状について
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客員教授報告
氏名：Alberto Nava CONEJO
所属機関：Morelia Technological Institute （メキシコ）
在任期間：2009.7.1〜2009.9.30
受け入れ教員：北村信也
在任期間中の主な研究活動
Alberto Nava CONEJO 先生は DRI や電気炉、2 次精錬などを対象とした実用的研究でメキシコ

を代表する著名な研究者であるが、2009 年 7 月から 3 ヶ月間に渡って客員教授として滞在さ
れた。滞在中は、当研究室でダブルノズル方式での取鍋精錬時の均一混合時間に対するス
ラグの影響について共同研究を行った。具体的には、当研究室にあるモデル実験設備を使い、
精力的に実験をおこなわれ、さらに、この分野で著名な研究室や企業を訪問して熱心な議論
を行われた。また、メキシコでの研究成果を御講演され、他にも日々の議論や学生への指導
など、多くの成果を残された。
学会への参加
・日本鉄鋼協会第 158 回秋季講演大会, 京都, 2009.9
・第 36 回的場記念川渡セミナー，川渡，2009.9
講演会
・客員教授講演会 “Kinetic Model of Steel Refining in a Ladle Furnace” 平成 21 年 8 月 10 日 於；東
北大学多元研
・客員教授講演会 “The Mexican steel industry and research activities in iron and steel

making” 平成 21 年 8 月 31 日 於；東北大学多元研
・技術講演会 “Melting behavior of DRI in EAF” 平成 21 年 8 月 6 日 於；新日本製鐵技術開発本部
訪問先
・北海道大学工学研究科；平成 21 年 8 月 21 日
・JFE 条鋼仙台製造所；平成 21 年 9 月 26 日

執筆論文
・Fluid flow phenomena in bottom gas-stirred ladles with top layer (Review): Part I. Fluid flow；東北

大学多元物質科学研究所素材工学研究彙報，第 65 巻,第 1,2 号（2009）, pp.35-44
・Fluid flow phenomena in bottom gas-stirred ladles with top layer (Review): Part II. Practical
considerations； 東北大学多元物質科学研究所素材工学研究彙報，第 65 巻,第 1,2 号(2009),
pp.45-55
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[Research Activities]

KITAMURA Laboratory

(2009.4–2010.3)

Base Materials Processing Research Field
Research Center for Sustainable Materials Engineering
The production processes of base materials, such as iron- and steel-making processes, belong to an
age of technical innovation toward an eco-friendly society.

To support this innovation, fundamental

studies are being conducted in our laboratory.
On April, three new students of the Masters course—Mr. Akira Ishikawa, Mr. Kouichi Takahashi,
and Mr. Takuya Teradoko—joined us.

Also, Mr. Duk-yong Song entered the Doctor course from

Chonbuk National University, Korea. He will investigate the emulsion formation behavior by gas
bubbling with us.

On July, Mr. Sun-joong Kim, finished his Master course in Isshiki Lab, joined and

entered Doctor course on October. He will investigate the manganese recovery from steelmaking slag
by sulfidation with us.

Dr. Albert N. Conejo, Professor of Morelia Technological Institute in Mexico

stayed with us for 3 months since July as a Visiting Professor.

He is a very famous researcher in the

field of industry oriented study on DRI, EAF and LF processes.

He has provided us with many

results through the water model experiments, lectures on the modeling, discussion with staff, and
guidance to the students.
visiting researcher.
Technology.

Mr. Kristofer Malmberg stayed with us for 2 months since October as a

He is Swedish and a student of the Masters course at the Royal Institute of

He has investigated the interaction of inclusion and solidification shell using the

confocal scanning laser microscope.

In March this year, three of our students— Mr. Shinpei Ono, Mr.

Akifumi Harada and Mr. Tetsuro Hotta—graduated and started their new careers.
This was the fifth year after the opening of this laboratory, and active research was carried out in
this year.

The research activities of this year are summarized as follows:

1. Improvement in Reaction Efficiency by use of Multiphase Slag
[Dr. Shibata & Prof. Kitamura]
This research was aimed at establishing a highly efficient dephosphorization and desulfurization
process that can be used to decrease slag generation, by increasing the reaction efficiency to the
maximum level.

Further, it can satisfy the requirements of an efficient refining process by using

low-quality raw materials in the future.
1.1 Mass Transfer of Impurities between Solid Oxide and Liquid Slag (Mr. Takahashi; M1)
We have already clarified the importance of the solid solution of dicalcium silicate (C2S) and
tricalcium phosphate (C3P) on the dephosphorization.
desulfurization was started.

From this year, the investigation on the

The solid CaO was dipped into molten slag saturated with the various
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solid phase, and the interface was observed.

When the CaO was dipped in the slag saturated with

tricalciun aluminate (C3A), C3A phase was observed at interface. The effect solid phase on the
desulfurization will be clarified.
1.2 Simulation Model of Hot Metal Dephosphorization by Multiphase Slag (Dr. Pahlevani; PD)
Most of the dephosphorization slag is saturated with C2S phase in which P2O5 can be dissolved.

A

kinetic model of dephosphorization by considering the effect of the solid phase in the slag has been
developed.

This simulation model was adopted as the basic model of the research project of the Iron

& Steel Institute of Japan (ISIJ).

This project was commenced in April, 2008 for developing an

industry-applicable model. To shorten the calculation time rewritten using visual C++ was achieved
and the operation manual was made.
refining in BOF process.

Figure 1 shows the examples of the calculation results for

The calculation result meets well with the trend of industrial operation

about the change in T･Fe content with carbon content.
40
35

Industrial Result

Simulation Result
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Fig.1 The comparison of calculation and industrial operation results on the relation between
[C] and (T･Fe) contents.

1.3 Mass transfer rate of P2O5 between Solid Solution and Liquid Slag (Dr. Pahlevani; PD)
For the increase in the reaction efficiency, precise understanding of mass transfer rate between solid
solution of C2S and C3P is important.

We have already found that when the activity of P2O5 in liquid

was greater than that in the solid solution,
the transfer of P2O5 from the liquid slag to
the solid solution occurred with formation
of interfacial phase.

In contrast, we have

also found that when the activity of P2O5
in the liquid slag was lesser, the transfer
of P2O5 from the solid solution to the
liquid slag did not occur. This year, the
mechanism of these phenomena was
considered based on the change in liquid
phase and liquidus line as shown in Fig. 2.
In addition, the activity coefficient of P2O5

Fig.2 Mechanism of mass transfer of P2O5 between
solid solution and liquid slag.
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in solid solution was investigated and it was clarified that the P2O5 content and the total content except
CaO, SiO2 and P2O5 in solid solution have important roles on the activity coefficient.

2. Separation and Recovery of Rare Metals from By-product of Steelmaking Process
［Dr. Shibata & Prof. Kitamura］
2.1 Recovery of Manganese from Steelmaking Slag using Sulfidation ［Mr. Hotta (M2)］
Mn is necessary to produce high grade steel, and is designated as one of a national stockpile
elements. However, Mn has not been recycled and there are no strategies to obtain the stable Mn
resource. Steelmaking slag can be the resource of Mn. Although Fe-Mn alloy can be made by the
simple reduction of steelmaking slag, P content becomes too high and Mn content becomes too low.
By thermodynamic consideration, separation of P
from Mn and enrichment of Mn/Fe ratio become
possible by the formation of liquid sulfide (matte).
Therefore, Fe, Mn and P distributions between
FeS-MnS matte and slag system were investigated.
In the experiments for equilibrium between
FeS-MnS matte and FeO-MnO-SiO2-MgO-P2O5 slag,
P was not distributed in matte and distribution of Mn
in the matte increased as PS2 increasing, though it
was much lower than that of Fe. Hence Mn didn’t be

Fig.3 Distribution ratio of Fe, Mn between
slag and matte.

enriched in the matte (Fig.3).
2.2 Water solubility of solid solution of C2S and C3P ［Mr. Teradoko (M1)］
The C2S-C3P solid solution in the steelmaking slag, which has high phosphorus content, can be
considered as an alternative source of phosphorous. To use the steelmaking slag as a source of the
phosphate ore, it is important to separate the solid solution from the slag.
a water soluble material, the behavior of solid solution is unclear.

Although C2S is known as

In this research, to clarify the

possibility of separation by water treatment, fundamental experiments are carrying out.

3. Process Design of Highly Efficient Reactors by Enlargement of Reaction Interface
[Dr. Maruoka & Prof. Kitamura]
An improvement in the reaction rate can cause an increase in the productivity of high-grade steel and a
decrease in heat loss during the treatment.
treatment.

The rate-controlling step of the reaction is different in each

In this research, technologies for increasing the interfacial area of the reaction and the

dissolution rate of lumpy materials in slag were investigated.

3.1

Condition for Forming Metal Emulsion by Bottom Bubbling ［Mr. Song(D1)］

In steelmaking process, the reaction rate can be enhanced by increasing the interfacial area and one
of the effective methods to increase the interfacial area is to emulsify the metal into the slag phase,
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so-called metal emulsion. An experimental method for investigating the formation of the metal
emulsion has been established using the Pb and KCl-LiCl-NaCl system and the influence of bottom
bubbling condition on the formation of metal emulsions is clarified.

More than 1000 metal droplets

were observed in the molten salt of 1 g by using the digital microscope.

Total weight and total

surface area of metal droplets increased with blowing time and became the steady state. Both values at
steady state increased with gas flow rate until it reached 300 mL/min and after that, both values
gradually decreased and the local maximums were observed. The maximum diameters of the droplets
also showed the largest value at about 300 mL/min of gas flow rate condition. These results indicate
that a higher gas flow rate is not always effective for forming metal emulsion and the change in the
formation mode would have an influence on the optimum gas flow rate to form metal emulsion.

Fig.4 Influence of bubbling gas flow rate on total weight and maximum diameter of droplets
at steady state after and the start and stop of bubbling.
3.2 Evaluation of Reaction Rate at Bath Surface in Gas-liquid Reaction System ［Dr. Maruoka］
The enhancement of reaction rate in the low carbon period, during the decarburization of steel, is
considered the most effective to produce the ultra low carbon steel in secondary steelmaking. In the
previous study it was revealed that the surface reaction is a dominant factor in the final stage of actual
refining process. To improve the surface reaction rate, it is necessary to increase the reaction site
which is usually done by increasing the plume eye area. In this study, water model experiments were
carried out to estimate the influence of bottom stirring conditions on the gas-liquid reaction rate by
measuring the deoxidation rate during the bottom bubbling process. The results show that the surface
reaction rate is influenced by the gas flow rate and the plume eye area. An empirical correlation is
developed for reaction rate and the plume eye area. This correlation is applicable to estimate the
gas-liquid reaction rate at bath surface.
3.3 Influence of top layer and a tuyere configuration on mixing time in ladle
［Mr. Kim (D1), Dr. Conejo (Visiting Prof.)］
Water model has been used to investigate the influence of the top layer, gas flow rate, number and
position of nozzles on mixing time. One nozzle eccentrically located at a radial position of 0.5
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provides a shorter mixing time in comparison with two nozzles
with the separation angles of 180°, 120° and 60°. If the ladle has
two nozzles, it is recommended to use a separation angle of 180°.
The shortest mixing time is achieved at the radial position of 0.5.
At low gas flow rates, the presence of a top layer contributed,
under certain conditions, to a decrease in the mixing time. This
was attributed due to the small viscosity of the top layer.
3.4 Dissolution Rate of Lumpy Oxide in Molten Slag
［Dr. Maruoka, Mr.Ishikawa (M1)］
The dissolution rate of flux in the slag was evaluated on the
basis of the composition change in the slag. Compare the

Fig.5 Influence of top slag on
the mixing time.

dissolution rate observed by the experiment using dense MgO with the existing non dimensional
equation of dissolution rate, relative velocity was evaluated as a function of stirring gas flow rate.
After that, the dissolution rates of dense CaO and industrial burnt lime were measured. As shown in
Fig.6(a), dissolving rate of the industrial burnt lime (Porous) was much faster than dense CaO. By the
use of existing equation and evaluated relative velocity, effective surface area was calculated and it
was clarified that the industrial burnt lime has about 5 times larger surface area than dense CaO
(Fig.6(b)).

(a)

(b)

Fig.6 Difference of the dissolving rate (a) and effective surface area (b), between
dense CaO with the industrial burnt lime (Porous).

4. Effect of Non-metallic Inclusions on Kinetics of Solidification, Phase Transformation,
and Precipitation in Steel
[Dr. Shibata & Prof. Kitamura]
4.1 Change in Oxide & Sulfide Composition by Heat Treatment [Mr. Harada (M2)］
In order to control the structure of steel, oxide and sulfide inclusions should be used because these
inclusions are very stable at high temperatures. We have already found that the composition of Si-Mn
deoxidized products in Fe-Cr alloy changed due to heat treatment and the conditions and mechanisms
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of the composition change have been clarified. In this research, it was investigated how the
composition change of inclusions by heat treatment affected the precipitation behavior of MnS.

It

was found that in Fe-Cr alloy with a low Si concentration, MnS precipitation to oxides was suppressed
as compared with Fe-Cr alloy with a high Si concentration after heat treatment at 1473K for 10min.
In

addition,

most

studies

concerning

the

composition change of deoxidized products in solid
steel have dealt with Si-Mn deoxidation of Fe-Cr
alloy, and the phenomenon in other component
systems has not yet been clarified. Then it was
investigated whether the composition change of
oxide inclusions occurs in other component
systems (Nb, V) due to heat treatment. It was
clarified that in Fe-Mn-lowSi-V alloy, thr chemical
composition of the inclusions was changed from
MnO・SiO2 type oxides or two-phase type oxides of
Fig.7 The change in inclusion composition
of Fe-Mn-lowSi-V alloy.

MnO・SiO2 and MnO・V2O3 to MnO・V2O3 type
after heat treatment at 1473K.

4.2 Observation of non-metallic inclusion at a solid/liquid interface [Mr. Malmberg
(Visiting Student)]
The aim of this study is to gain knowledge about behavior of non metallic inclusions at the interface
between growing solid interface and liquid phase.

The effect of Ti and Ti-oxide compositions on the

behavior was investigated in low carbon steels deoxidized by different combination of Al, Ca and Ti. A
direct observation has been made using a confocal scanning laser microscope equipped with an
infrared gold image furnace. It was found that the inclusions containing high amount of TiOx have a
lower critical velocity from pushing to engulfment of the inclusions by solid shell.

5. Development of Technique for Measurement of Thermal Properties of Advanced
Materials
［Dr. Shibata]
5.1 Measurement of thermal effusivity of AlGaN thin film by thermal microscope
Measurement of the thermal effusivity of AlGaN thin film was succeeded by thermal microscope
and the influence of Al content was evaluated.

5.2 Evaluation of thermal conductivity of molten silicate salt by laser flash method
The thermal conductivity of molten slag of CaO-SiO2-Al2O3 system is systematically evaluated.

6. Green Iron- and Steelmaking Technology

[Dr. Maruoka & Prof. Kitamura]

6.1 Direct Formation of High Purity Solid Steel by Hydrogen Gas [Mr. Ono (M2)]
At hearth of a blast furnace, the partial pressure of oxygen is quite low, because the carbon is
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saturated. Therefore, impurities are reduced. On
the other hand, as reduction gas such as H2 and
CO is used, PO2 can be controlled by gas
composition, the ironmaking by gas reduction
process can produce high purity iron without
steelmaking process. When this process carried
out under low temperatures, solid iron without
containing carbon will be produced.

The

equilibrium distribution of impurities between
solid iron and molten slag is not clear.

In this

study, the distribution ratios of phosphorous (LP)
between solid iron and molten slag was measured.

Fig.8 Influence of PO2 and basicity on
distribution ratios of phosphorous between
ironmaking slag and solid iron.

I was found that LP increased with increases in
PO2 and basicity and the observed value was much higher than that between hot metal and slag of blast
furnace process (Fig.8).

Organized Conferences
1. Symposium of Research Center for Sustainable Materials Engineering
Organizer; Prof. Kitamura
Nov. 17, 2009.

IMRAM Tohoku University

Subject; Steel Products and Rare Metal
2. Base metal research station workshop
Organizer; Dr. Shibata
Jul. 17, 2009

IMRAM Tohoku University

Subject; Precipitation and reaction of non metallic inclusions in solid steel and their
applications
3. GIFT(POSTECH)−Tohoku University Student Workshop on Steelmaking Research
Organizer; Prof. Kitamura
Feb.9 – 10, 2009.

IMRAM Tohoku University

4. Lecture by Visiting professor (domestic)
Organizer; Prof. Kitamura
Speaker; Dr. Touru Matsumiya (Nippon Steel Corp.)
Jul. 30, 2009.

IMRAM Tohoku University

Subject; Applications of computer science on the molten slag and its related subjects on
steelmaking.
Aug. 31, 2009.

IMRAM Tohoku University

Subject; Present status of industry and university collaboration and its expectation if future.
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5. Lecture by Visiting professor (international)
Organizer; Prof. Kitamura
Speaker; Prof. Alberto N. Conejo (Morelia Technological Institute, Mexico)
Aug. 10, 2009.

IMRAM Tohoku University

Subject; Kinetic model of steel refining in a ladle furnace
Aug. 31, 2009.

IMRAM Tohoku University

Subject; Mexican steel industry and research activities in iron and steelmaking

Business trips to foreign countries
・RWth Aachen； Apr. 3，2009, Aachen，Germany; Prof. Kitamura
“Research Activities in “Ferrous Metallurgy” at IMRAM, Tohoku University”
For the collaboration between ferrous metallurgy groups of each part, promoted by Prof. Ariyama,
the research activities of IMRAM were presented and discussed with Prof. D.Senk and Prof. H.W.
Gudenau.
・1st International Slag Valorisation Symposium；Apr.6-7, Leuven, Belgium, ; Prof. Kitamura
“Modification of Stainless Steel Refining Slag by Mixing the Nonferrous Smelting Slag” by Prof.
Kitamura
・Chonbuk National University, May 22-24，Jeonj，Korea; Prof. Kitamura, Dr. Maruoka, Mr.
Duk-yong Song
For the collaboration, visited the university where Mr. Song was graduated and discussed with many
Professors, include Prof. Yoon Jeong.
・Asia Steel 2009；May 25-27，Busan，Korea; Prof. Kitamura, Dr.Maruoka, Mr. Duk-yong Song
“Formation of Metal Emulsion in Slag Phase by Gas Bubbling” by Dr. Maruoka
・6th International conference HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY ; May 6-9, Athens, Greece; Dr.Shibata
“Contact angle and undercooling of Fe-80 ppm Al alloy on single crystal oxide substrate under controlled oxygen
partial pressure” by Dr. Shibata
“Observed behavior of various oxide inclusions in front of a solidifying low carbon steel shell” by Mr. K.Malmberg
(Co author; H.Shibata、S.Kitamura, P.Jöonsson, S.Nabeshima and Y.Kishimoto）
“An experimental study on the influence of particles on grain boundary migration” by Mr.J.Janis (Coauthor;
K.Nakajima, P. Jöonsson, S,Jonsson and H.Shibata）
・Royal Institute of Technology; May 11,12, Sweden； Dr.Shibata
For the future collaboration, discussed with Prof.P.Jösson and Prof. S.Seetharaman, Prof. H.Fredriksson.
・Postech/GIFT; Jun.29〜Jul.2，Pohang，Korea；Prof. Kitamura
Attended the opening ceremony of a new building of Graduate Institute of Ferrous Technology
(GIFT), Postech and attended the symposium on collaboration of university and industry in
steelmaking research.
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・RWth Aachen； Sep. 4，2009, Aachen，Germany; Prof. Kitamura
Discussion about the concrete subject and procedure of the collaboration was carried out with Prof.
D.Senk and Prof. H.W. Gudenau.
・1st International Working Group on in-situ high temperature observation of metallurgical
phenomena；Sep. 6, Glasgow, UK；Prof. Kitamura, Dr. Shibata
“In site observation of steels at high temperatures by using confocal laser microscopy (key note)”
by Dr. Shibata.
・EUROMAT2009；Sep.7 - 10, Glasgow, UK；Prof. Kitamura, Dr. Shibata
“Composition Change in Oxide Inclusions of Stainless Steel by Heat Treatment” by Dr. Shibata.
・ 3rd International Conference on Simulation and Modeling of Metallurgical Processes in
Steelmaking. SteelSim 2009; Sep.8-9, Leoben，Austria；Dr. Phalevani
“Kinetic Model of Dephosphorization in Converter”by Dr. Phalevani.
・Annual Meeting of Chinese Society of Metals (CSM)；Nov.11-12，Beijing, China; Prof. Kitamura
“Development of the Japanese steel refining technology in these 10+α years (invited)” by Prof.
Kitamura
・University of Science & Technology Beijing；Nov.13-14，Beijing, China; Prof. Kitamura
“Present progress in hot metal dephosphorization in Japan” by Prof. Kitamura
“Chang in inclusion composition by heat treatment” by Prof. Kitamura
・International Conference on the Advances in Theory of Ironmaking and Steelmaking；Dec.8-12，
Bangalore, India; Prof. Kitamura
“Importance of Kinetic Models in the Analysis of Steelmaking Reaction (invited)” by Prof.
Kitamura
・ National Autonomous University of Mexico, National Polytechnics Institute, Morelia
Technological Institute; Mar.11- 20，Mexico City & Morelia,

Mexico; Prof. Kitamura, Dr. Maruoka

“Japanese steel industry, processes and its relationship with the university” by Prof. Kitamura at
National Autonomous University of Mexico, National Polytechnics Institute, and Morelia
Technological Institute
“Influence of bottom stirring conditions on gas-liquid reaction” by Dr. Maruoka at Morelia
Technological Institute.
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Academic Staffs
Dr. Shinya KITAMURA (Professor)
1978

Graduated from the Dept. of Material Science, Faculty of Eng. Tohoku Univ.

1980

Joined Nippon Steel Corp., Yawata R&D Lab.

1991

Awarded Dr. of Engineering from Kyushu Univ.

1993

Transferred to Steelmaking Process Research Lab., Technical R&D Div.

2001

Transferred to Hikari R&D Lab. (General manager)

2003

Joined Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corp. (Head of R&D center)

2005

Joined Tohoku Univ. Institute of Multi-disciplinary Research for Advanced Materials.

(Professor)
Academic Societies: The Iron and Steel Institute of Japan (ISIJ), The Japan Institute of Metals (JIM),
The mining and Materials Processing Institute of Japan (MMIJ), Association for Iron & Steel
Technology (AIST)

Dr. Hiroyuki SHIBATA (Associate Professor)
1987

Graduated from the Dept. of Material Processing, Faculty of Eng. Tohoku Univ.

1993

Completed Doctoral Degree Program, Graduate School of Engineering, Tohoku Univ., and
awarded Doctoral Degree of Engineering (Tohoku University)

1993

Research Associate, Institute of Advanced Materials Processing, Tohoku University

2002

Visiting Researcher, Center for Iron and Steel Research, Carnegie Mellon University

2003

Promoted as a Lecturer, Tohoku University

2006

Promoted as a Associate Professor, Tohoku University

Academic Societies: The Iron and Steel Institute of Japan (ISIJ), The Japan Institute of Metals (JIM)

Dr. Nobuhiro MARUOKA (Assistant Professor)
2001

Graduated from Osaka Prefecture University (Dept. of Chemical Engineering)

2003

Completed Master’s Degree Program, Graduate School of Engineering, Osaka
Prefecture University

2006

Completed Doctoral Degree Program, Graduate School of Engineering, Hokkaido
University

2006

Awarded Doctoral Degree of Philosophy (Hokkaido University)

2006

Research Associate, Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials,
Tohoku University

Academic Societies: The Iron and Steel Institute of Japan (ISIJ), The Society of Chemical
Engineers, Japan (SCEJ), The Japan Institute of Energy (JIE)
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Dr. Farshid PAHLEVANI (Assistant Professor (Research))
2001

Graduated from Department of material and metallurgy Faculty of engineering,
University of Tehran, Iran.

2003

Completed Master’s Degree Program, Graduate School of Engineering, University of
Tehran, Iran.

2007

Completed Doctoral Degree Program, Graduate School of Engineering, Tohoku Univ.,
and awarded Doctoral Degree of Engineering (Tohoku University), Japan.

2007

Postdoctoral fellow, Graduate School of Engineering, Tohoku University.

2008

Assistant Professor (Research), Institute of Multidisciplinary Research for Advanced
Materials, Tohoku University.

Academic Societies: The Iron and Steel Institute of Japan (ISIJ), Japan foundry society (JFS).

Students
Doctor course students
1st year
Mr. Duk-yong Song
Mr. Sun-joong Kim

Master course students
2nd year
Mr. Shinpei Ono
Mr. Akifumi Harada
Mr. Tetsuro Hotta
Ms. Yuka Yokoyama
st
1 year
Mr. Akira Ishikawa
Mr. Kouichi Takahashi
Mr. Takuya Teradoko
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Book
Shin-ya KITAMURA
Outline of Steelmaking Process, Introduction of Sustainable Metal Processing, edited by
T.Nakamura, AGNE Gijutu Center, 2009, pp.48-61 (Japanese)
Hiroyuki SHIBATA
Why Metal is Important Material, Introduction of Sustainable Metal Processing, edited by
T.Nakamura, AGNE Gijutu Center, 2009, pp.8-19 (Japanese)
Hiroyuki SHIBATA
Measurement of thermal diffusivity of molten metal by laser flash method, Handbook of
calorimetry and thermal analysis, version 2, edited by The Japan Society of Calorimetry and
Thermal Analysis, Maruzen, 2010, p.208 (Japanese)

Research Articles
Ken-ichi Shimauchi, Shin-ya Kitamura and Hiroyuki Shibata
Distribution of P2O5 between Solid Dicalcium Silicate and Liquid Phases in CaO-SiO2-Fe2O3
System
ISIJ International, 49(2009), pp.505-511
Hiroyuki Shibata, Yusuke Watanabe, Keiji Nakajima, Shin-ya Kitamura
Degree of Undercooling and Contact Angle of Pure Iron at 1933 K on Single-crystal Al2O3,
MgO, and MgAl2O4 under Argon Atmosphere with Controlled Oxygen Partial Pressure
ISIJ International,49(7), pp.985-991(2009)
Shin-ya Kitamura, Ken-ichiro Miyamoto, Hiroyuki Shibata, Nobuhiro Maruoka an
Michitaka Matsuo
Analysis of Dephosphorization Reaction Using Simulation Model of Hot Metal
Dephosphorization by Multiphase Slag
ISIJ International, 49(2009), pp.1333-1339
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Manas Kumar Mondal, Govind Sharan Gupta, Shin-ya Kitamura and Nobuhiro Maruoka
Computational Fluid Dynamics Study on New Vacuum Degassing Process,
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