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特集 製鉄機械

１．はじめに

　転炉操業により発生する転炉排ガス（LDガス）は、酸

化鉄を主成分とする多くのダストが含まれている。転炉

排ガス処理設備であるOG設備（Oxygen Converter 

Gas Recovery System）は転炉排ガスを安全かつ有効

的に冷却・集塵・回収する設備である。

　近年、大気への排ガス規制は世界各国で年々厳しくな

っており、転炉排ガス処理設備の果たす役割はより重要

になってきている。また、多量のユーティリティを消費

する製鉄所にとっては、環境負荷低減のためにも設備の

省エネ化も重要な課題である。

　本稿では、現在のOG設備に採用している高効率集塵

かつ省エネに有効な集塵器であるSaturator/RSWを紹

介する。

２．OG装置の集塵器

⑴　Saturator/RSW

　現在, 当社がOG設備に採用している集塵器は、図

１に示すSaturator/RSW（Ring Slit Washer）の２

段式の集塵システムである。１次集塵器のSaturator

はシンプルな構造のスプレータワーで、スプレーノズ

ルにより集塵水を散布することで、排ガスを飽和温度

まで冷却すると同時に排ガス中の主に粗ダストを取り
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図１　Saturator/RSW
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除いている。２次集塵器のRSWはビショップ式のベ

ンチュリスクラバで、図１右側のようにRSE（Ring 

Slit Element）と呼ばれるコーン形状のエレメントと

ケーシングとで構成されている。１次集塵器を出た後

の排ガスは、このエレメントとケーシングの隙間を集

塵水と共に通ることで微細なダストまで除塵される。

また、RSWはRSEを上下に動かすことで炉内圧力の

制御も行っている。

⑵　Quencher venturi/P-A venturi

　従来型の集塵器の一例を図３に示す。このタイプは１

次集塵器にQuencher venturi、２次集塵器にP-A 

venturiを採用しているものである。両方とも２枚の長

方形プレートからなるスロート部をもち、P-A venturi 

のスロートは炉内圧力を制御するため可動式になってい

る。集塵水は、Quencherはスロート上方から、P-A 

venturiはスロート下部でガス流路の両側から断面を占

めるように散布されている。従来型の集塵器も

Saturator＋RSWタイプと同様、基本的に１次集塵
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図２　ベンチェリスクラバの集塵原理

図３　Quencher venturi/P-A venture
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器でガスの冷却と粗ダストの除去を、２次集塵器で微

細ダストの除去を行っている。

３．ベンチュリスクラバの集塵原理

　湿式集塵とは、ガス中のダストを液滴中に捕らえ、そ

の液滴を衝突や慣性の効果によってガス流れから分離す

るというのが基本的な原理である。

　ベンチュリスクラバの集塵原理は、高速ガス流の衝突

による集塵液滴の微細化である。ベンチュリスクラバは

スロート部を設け、そこでガスを加速させ、集塵液滴と

衝突・混合を行っている。微細化により液滴の表面積が

増えダストとの接触確率を高め、そのままでは捕らえ切

れない微細なダストまでも捕らえることを可能にしてい

る（図２参照）。

　OG装置の集塵器は、２次集塵器のベンチュリスクラ

バ（RSW、P-A venturi）で大きな圧損を加え、微細な

ダストの除去を行っている。

４．集塵性能比較

⑴　Saturator/RSWの高集塵性能

　 図 ４ は、Saturator/RSW の 最 新 式 の 集 塵 器 と

Quencher venturi/P-A venturiの従来型集塵器の

集塵性能を横軸に集塵器で要する圧力損失、縦軸に集

塵器出口での含塵量で表している。集塵器で要する圧

力損失を15kPaとした場合、従来型の集塵器の出口

含塵量はm³（N）当たり約100mgであるのに対し、

Saturator/RSWタイプの集塵器出口含塵量はm³（N）

当たり約50mgとなる。

　一方、50mgの集塵性能を必要とする場合、従来型

は集塵器での圧損が19kPa必要であるが、Saturator/

RSWタイプでは必要圧損は15kPaに抑えられる。

　このことより、Saturator/RSWは高効率・高性能
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図４　Saturator/RSWとQuencher venturi/P-A venturiの集塵性能比較
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な集塵器であると言える。

⑵　使用ユーティリティの削減

　図５は、同集塵性能における必要な集塵水量、圧力

損失、消費電力量を、従来型のQuencher venturi/

P-A venturiとSaturator/RSWとの間で比較したも

のである。

　Saturator/RSWタイプの必要集塵水量は従来型の

80％であり、とりわけ２次集塵器での集塵水量が減

少している。これはRSWがP-A venturiに比べ集塵

液滴の微細化・混合の効率が良いためで、それは集塵

器構造の違いに起因する。

　OGの集塵水は水処理設備を通して循環使用してお

り消費量はほとんどないが、必要集塵水量の減少は、

集塵水系に使用するポンプの容量を小さくすることが

でき、消費電力の減少につながる。

　Saturator/RSWタイプの必要圧損は従来型の76

％である。１次集塵器では圧損を有するベンチュリス

クラバタイプのQuencherから低圧損のスプレータ

ワーであるSaturatorになったこと、２次集塵器にお

いては、RSWがP-A venturiに比べ集塵液滴の微細

化・混合の効率が良いことが必要圧損低減の要因であ

る。

　このように、最新のSaturator/RSWの集塵器を採

用した転炉排ガス処理設備では、集塵に必要な集塵水

量及び圧力損失が従来型より小さく、集塵水ポンプや

I.D.Fanでの消費電力を従来型の78％に抑えることが

可能となる。

⑶　Saturator/RSW高効率・高性能の要因

　ベンチュリスクラバの集塵性能は集塵液滴の微細化

及びガスとの混合の効率が鍵となる。

　長方形のスロート構造をしているP-A venturiは、

駆動軸が流れに対して垂直についている。この構造の

欠点は駆動軸まわりにガスの抜け道ができてしまうこ

とである。また、集塵水の散布方法もP-A venturiは

スロート下部の散水部にガス流路を挟み複数の穴が並

んでおり、そこから集塵水を噴射している。この構造

でガス中のダストと集塵液滴の接触確率を高めるに

は、集塵水量を多くしたり、ガス流路を更に狭くした
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図５　Saturator/RSWとQuencher venture/P-A venturiの必要ユーティリティ比較
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りする必要がある。

　一方、RSWのスロートは円錐形の対称構造で、駆

動軸は流れと平行についており、P-A venturiのよう

なガスの抜け道は存在せず、スロート部全域において

ガス流の高速化が実現できる。このためP-A venturi

に比べガスと集塵水の衝突・混合が効率良く行われる。

また、集塵水もスプレーノズルを用いスロート部上方

から円状に散布している。ガス流路断面への集塵水の

均一分布という意味では、RSWの方が効率的である。

　加えてRSWはスロート部が長く、上方から散布さ

れた集塵水が高速ガス流と衝突・混合する十分な空間

をとることができる。

　このように、RSWは構造上、集塵液滴の微細化及

びガスとの混合がP-A venturiよりも効率的に行うこ

とができ、結果として高い集塵性能を発揮することが

できる。

５．RSWのその他の利点

　集塵性能の他にもSaturator/RSWには、以下のよう

なメリットがある。

⑴　低メンテナンス

　RSWのスロート部はガスがRSEに対してほぼ完全

な平行状態で流れるので、スロート部にはダストの付

着・堆積や磨耗はほとんどない。また、RSW及び１

次集塵器のSaturatorもシンプルな構造のため、その

ような問題は従来型に比べ非常に少なくなっている。

⑵　コンパクトなレイアウト

　１塔式の集塵器では、RSWは１次集塵器のSaturator

内に組み込むことができるので、非常にコンパクトなレ

イアウトが実現できる。また製鋼工場のスペースに合わ

せて、この１塔式とSaturatorとRSWが別置のタイプの

選択ができ、改造工事にも適している。

⑶　正確な炉内圧力の制御

　RSW、P-A venturi共に集塵機能に加え炉内圧力

の制御の役割も担っている。転炉発生ガス量の変動に

応じてダンパー開度を都度変動させている。図６にダ

ンパー開度とガス流量の関係を示す。RSWダンパー

の可能変動域はP-A venturiのダンパーに比べ大き

く、 つ ま り 微 量 な ガ ス 量 の 変 動 へ の 対 応 が P-A 

venturiよりも正確であると言える。

６．おわりに

　Saturator/RSWは従来型の集塵器に比べ集塵性能か

つ省エネ効果において優れていると言える。

　また、転炉排ガス処理設備（OG設備）の役割はガスの

集塵だけではなく、ガス回収・顕熱回収と現在では多岐

にわたっている。Saturator/RSWは火種のない湿式集

塵かつガス溜りの少ないレイアウトで、高精度炉内圧制

御による炉口燃焼率の抑制にも寄与している。

　このような安全面及びエネルギー回収面そして集塵性

能、これらプラントとしての総合的な観点から、当社は

OG設備の集塵器としてSaturator/RSWを採用・推奨

している。
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図６　Saturator/RSWとQuencherventuri/P-A venturiのガス流量特性


