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■特集：新鉄源・石炭 FEATURE : New Iron and Coal

（巻頭言）

新鉄源・石炭エネルギー技術の展望
松谷高志
代表取締役副社長

Prospects of New Iron Making Process and Coal Utilization Process
Takashi MATSUTANI

　米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機に
より，2008 年後半から世界的な景気後退に見舞われた
が，それ以前の狂乱ともいうべき世界的な資源獲得競
争，資源価格の高騰は記憶に新しい。21 世紀に入って
からの資源価格の高騰は，ブラジル，ロシア，インド，
中国といったいわゆる「BRICs」諸国の工業化進展によ
る需要拡大の要素が大きいと考えられ，中長期的にはこ
の流れが継続するものと考えられる。資源獲得競争が激
しさを増す中で，高品位の鉄鉱石・石炭などの良質資源
の劣化・枯渇が進んでおり，また同時にCO2排出規制な
ど環境規制の強化もあわせて叫ばれている。
　このような環境の下で，神戸製鋼グループは新鉄源・
石炭エネルギー分野において有望な技術を有しており，
これらの技術は，上記資源，環境問題を解決しうるもの
である。そこで今回の特集号では，新鉄源・石炭エネル
ギー技術について紹介させて頂きたい。
　
　まず，新鉄源技術について，当社は新製鉄プロセスで
ある直接還元鉄製造法の開発の草分け的存在である。直
接還元鉄プラントは，高炉のように大規模な設備投資が
不要であり，コークスも必要としない。一般炭や低品位
鉱など多様な原料を用いることが可能であり，またCO2
排出量といった環境負荷も小さい。また当社は，粉鉱石
を原料として活用できるペレット製造技術もあわせて有
している。
　
　MIDREX�プロセスは，当社の子会社である米国ミド
レックス社が開発した，天然ガスを還元剤として用いる
直接還元鉄製造法であり，世界の直接還元鉄の約 6割が
MIDREX プロセスにより生産されている。
　
　KOBELCOペレタイジングプロセスは，グレートキル
ン方式の採用により，ペレットをむらなく焼き固めるこ
とができる。さまざまな粉鉱石を原料として使用するこ
とができ，高炉やMIDREX プロセスプラントに高品質
のペレットを供給している。
　
　FASTMET�プロセスは，当社とミドレックス社が共同
で開発した直接還元鉄製造法である。一般炭を還元剤と
して用い，粉鉱石を原料として使用する。また，製鉄所
ダストも使用することができ，ダスト中の鉄，亜鉛など
の有用金属のリサイクルが可能である。FASTMELT �プ
ロセスは，下流に還元鉄溶解炉を設置し，溶銑を製造す
る。
　
　ITmk3�プロセスは，当社が開発した直接還元鉄製造

法であり，原料となる粉鉱石と還元剤となる一般炭か
ら，高炉溶銑並の純度（鉄分 96～97％）のアイアン・ナ
ゲット（粒鉄）をわずか 10 分で製造する。2010 年より
北米で商業 1号機が稼動を開始している。
　
　つぎに，石炭エネルギー技術についてご紹介させて頂
きたい。当社は 1970 年代から 90 年代にかけて褐炭液化
プロセスの開発を推進する中で，スラリー脱水，水素化
分解，沈降分離などの要素技術を培ってきた。90 年代以
降は，これらの技術を応用し，褐炭あるいは超重質原油
といった低品位エネルギー資源を有効に活用する独自の
技術開発を展開してきた。

　例えば，改質褐炭（UBC �）技術は，液化の事前処理
技術をうまく応用し，褐炭を脱水して高品位の改質炭を
製造する技術である。石炭は世界的に広範かつ豊富に分
布する最大のエネルギー資源であるが，実はその半分は
褐炭などの低品位炭であり，この有効活用がエネルギー
需給の安定化には不可欠である。目下，改質褐炭技術
は，大規模実証プラントによる商業化技術を確立する段
階にあり，日本などの石炭輸入国，インドネシアなどの
褐炭資源国の双方から大いに注目を集めている。

　一方，化石エネルギーの利用にあたっては環境への配
慮が不可欠になっている。とくに，地球温暖化対策とし
てCO2排出削減の必要性が世界的に認識されているが，
この点でも，当社は特色のある技術の開発に取組んでい
る。

　例として「ハイパーコール（溶剤抽出脱灰炭）」技術
は，石炭を溶媒により抽出して脱灰する技術である。当
初，脱灰炭の微粉をガスタービンに直噴し，高効率発電
用燃料としての利用を念頭に開発を進めたが，脱灰炭を
コークス配合に利用すると，非常に強度が高く，しかも
反応性の良いコークスを製造することができるというユ
ニークな特性が判明した。このコークスを高炉で使用す
ることによってコークス比を低減し，CO2の排出を削減
することが可能となる。現在はベンチスケールの開発段
階であるが，将来の実用化を大いに期待する技術である。

　さて，今後，資源・エネルギー・環境を巡るグローバ
ルな動きは一層加速するものと予想される。こうした
中，当社の新鉄源・石炭エネルギー技術が果たすべき役
割は極めて大きいものと認識している。今後とも，関係
の皆様からの忌憚のないご意見とご指導をお願い申し上
げる次第である。



　直接還元製鉄は高炉によらない製鉄法である。直接還
元製鉄法が工業的に確立し始めたのは 1960 年代からで，
各種のプロセスが商業規模・準商業規模で建設され始め
た。直接還元製鉄プロセスは，還元剤の種類によって大
まかには天然ガスベースと石炭ベースに分類される。前
者の代表的なものとしては，MIDREX�プロセス，HYL
／ ENERGIRONプロセスがあり，後者には SL／ RNプ
ロセス，FASTMET�プロセス，FASTMELT�プロセス，
ITmk3�プロセスなどが存在する。

　直接還元製鉄法による還元鉄の生産量は順調に拡大し
てきており，図 1に示すように，1970 年から 2008 年の
間に約80万トン／年から約6,800万トン／年と80倍以上
に拡大している。

　当社はMIDREX プロセスによる直接還元製鉄プラン
トをカタール製鉄所に納入（1978 年生産開始）して以来，
多くの直接還元製鉄プラントを世界各地に建設してき
た。1983 年にはミドレックス社を当社の 100％子会社と
している。現在，世界の直接還元鉄の約58％がMIDREX
プロセスにより生産されている（図 2）。

　直接還元製鉄プラントは高炉建設のような大規模な設
備投資が不要で，コークスも必要としない。このため，
天然ガスを産出する発展途上国を中心に，自国製鉄所の
鉄源プラントとして建設されてきた。
　還元鉄には，還元反応によって酸素が取去られた後の
空隙が残存することが知られている。この空隙に水など
が浸入することによって鉄と空気中の酸素が結び付き，
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新鉄源市場の動向

Overview of Market for Direct Reduced Iron

Different from the blast furnace process which utilizes coking coal, the direct reduction process utilizes 
natural gas and non coking coal as reductant. The production of direct reduced iron (DRI) has rapidly 
increased world wide. This paper presents an overview of the history and prospects of the market for direct 
reduced iron.
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Takaaki MIYAMOTO

図 1  世界の直接還元鉄生産量の推移
������  World direct reduced iron production by year
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再酸化して発熱・発火する性質がある。このため，還元
鉄は海上輸送することが難しく，専ら製鉄所内での消費
用とされてきた。
　そこで当社は，還元鉄を塊成化することによって再酸
化を防止するHBI（Hot Briquette Iron）技術を導入した。
還元鉄はこの技術によって海上輸送が容易となり，世界
をマーケットとすることができる鉄源となった。
　こうした背景もあって，ベネズエラなどではHBI技術
を採用した直接還元製鉄プラントが建設，運転され，海

外出荷専門に還元鉄を製造している。

　米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機に
より，2008 年後半から世界的な景気後退に見舞われ，そ
の伸びは鈍化しているが，21 世紀に入ってブラジル，ロ
シア，インド，中国といったいわゆるBRICs 諸国におけ
る工業化の進展によって鉄鋼需要が急増している（図
3）。
　こうした鉄鋼需要の増加に呼応する形で高まってきた
直接還元製鉄プラントの建設需要を受け，2005 年から
2008年にかけて，MIDREXプロセスによる直接還元鉄製
造プラントは建設ラッシュの状況となった。また環境規
制の高まりから，FASTMETプロセスを応用し，製鉄ダ
ストから亜鉛などの成分を分離して還元鉄を製造・リサ
イクルする取組みも行われた。
　現時点におけるMIDREX プロセスならびに FASTMET
プロセスプラントの建設実績を示す（図 4）。

　還元鉄の生産量を地域別にみると，アジア・オセアニ
ア地域，中東・北アフリカ地域，および中南米地域で上
位 3位を占めている。アジア・オセアニア地域では近年，
インドでの生産量が急増しており，石炭を還元剤とする
SL／RNプロセスなどによる生産が主となっている。ま
た，中東・北アフリカ地域および中南米地域では豊富な
天然ガスを還元剤として還元鉄を生産している（図 5）。

　BRICs 諸国の工業化進展は今後も継続し，世界的な資
源獲得競争は激しさを増していくものと考えられる。結
果として，高品位の鉄鉱石や石炭などの良質資源の劣
化・枯渇が進んでいる。また，世界的に環境保護の気運
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図 4  世界のMIDREX/FASTMETプロセスプラント
������  MIDREX/FASTMET plant in the world
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図 3  世界の粗鋼生産量の伸び
������  World crude steel production
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図 2  直接還元製鉄法各プロセスのシェア
������  World direct reduced iron production process in 2008
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が高まっており，CO2排出規制などの環境規制も強化さ
れている。
　直接還元製鉄プラントはコークスを必要とせず，一般
炭や低品位鉱など多様な原料を用いることが可能であ
り，資源問題に対応することが可能である。また，CO2
排出量といった環境負荷も小さいため，直接還元製鉄法
に対する期待は今後ますます高まることが予想される。
　さらに，米国など先進国においても，スクラップ代替
の清浄鉄源として還元鉄の需要が高まっており，還元鉄
出荷量も年々伸びてきている（図 6）。また，世界的に電
炉の生産量が拡大を続けており（図 7），これに伴って還
元鉄の需要も引続き伸びていくものと考えられる。

　また，今後はMIDREX プロセスプラントのみならず，
一般炭を還元剤として使用することから立地に制約の少
ない FASTMETプロセスや FASTMELT プロセス，ある
いは ITmk3 プロセスプラントに対する需要も拡大が見
込まれる。

　当社グループは有望な直接還元製鉄プロセスを多種有
しており，直接還元製鉄プラントを取巻く上述ような環
境の中，世界の鉄鋼生産分野で貢献できるものと考えて
いる。
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図 5  地域別の 2008 年直接還元鉄生産量
������  World direct reduced iron production by region in 2008

2008

18.32

17.90

4.56

1.18

0.95

0.52

25.02

18.32 17.90

4.56

1.18 0.95 0.52

Asia/�
Oceania

Middle�
East/�

North Africa

Latin�
America�
(including�
Mexico�

& Carribbean)

Former USSR/�
Eastern�
Europe

Sub-�
Saharan�
Africa

North�
America�

(US and Canada)

Western�
Europe

Source : Midrex Technologies, Inc.

Western Europe

North America (US and Canada)

Sub-Saharan Africa

Former USSR/Eastern Europe

Latin America�
(including Mexico and Carribbean)

Middle East/North Africa

Asia/Oceania 25.02

(Unit : Million tons)

図 7  世界各地域の電気炉鋼比率
������  EAF ratio of crude steel production by region

Year�
1999 2001 2003 2005 2007 2008

EA
F 
ra
tio
  (
％
)

E.Asia�

USA�

EU 27�

Japan�

CIS�

China

70�

60�

50�

40�

30�

20�

10�

0

図 6  世界の直接還元鉄出荷量の推移
������  World direct reduced iron shipment by year

DRI� HBI�

1970�
’71�
’72�
’73�
’74�
’75�
’76�
’77�
’78�
’79�
’80�
’81�
’82�
’83�
’84�

0.004�
0.04�
0.08�
0.13�
0.26�
0.34�
0.37�
0.32�
0.28�
0.66�
0.81�
0.83�
0.80�
0.59�
0.83�

－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�

0.11�
0.12�
0.25�
0.25�
0.18�
0.36�
0.39

’85�
’86�
’87�
’88�
’89�
’90�
’91�
’92�
’93�
’94�
’95�
’96�
’97�
’98�
’99�

0.71�
0.89�
0.85�
1.48�
1.27�
1.46�
1.29�
1.45�
1.45�
2.44�
3.69�
3.58�
3.99�
4.24�
4.01�

0.61�
0.73�
0.77�
0.83�
0.94�
1.71�
2.67�
2.71�
3.56�
3.93�
3.98�
3.20�
3.51�
3.00�
4.41�

’00�
’01�
’02�
’03�
’04�
’05�
’06�
’07�
’08�

4.54�
2.83�
4.85�
4.63�
4.26�
6.76�
7.81�
10.82�
8.01�

5.02�
6.58�
6.45�
7.63�
6.82�
7.12�
6.75�
6.24�
5.99�

Year� DRI� HBI�Year� DRI� HBI�Year�

Source : Midrex Technologies, Inc.

0.004Mt

’70 ’08

HBI

DRI

14.00Mt



まえがき＝天然ガスを使用して鉄鉱石を還元する
MIDREX 直接還元製鉄プロセス（以下，MIDREX プロセ
スという）は，当社の100％米国子会社であるMIDREX 
Technologies， Inc. 社（以下，MIDREX 社という）の前
身であるMidland-Ross 社によりその原型が開発された。
1967 年にオハイオ州トレドにパイロットプラントが建
設された後，1969年にオレゴン州ポートランドに年産15
万トンの商業機第 1号が建設された。
　当社がカタールに年産 40 万トンのプラントを建設し
た 1978 年当時はまだ十分に成熟したプロセスとはいえ
ず，高炉で培った技術を活用して設計段階から多くの改
良を行ったほか，稼動状態を安定させるために操業段階
においてもさまざまな改良を加えた。さらに，MIDREX
社も各国で建設したプラントにおいてさまざまな改良を
行い，これらを総合して1980年初頭にほぼ完成されたプ
ロセスとなった 1）。
　当社が 1984 年にMIDREX 社を買収した当時の生産量
は最大で年産 60 万トンであったが，その後のMIDREX
社との共同改良によって飛躍的に増大し，2007 年には年
産 180 万トンと小形高炉なみの生産量を有するプラント
規模となった。

1．還元鉄の特徴

　MIDREX プロセスで生産される製品は還元鉄（Direct 
Reduced Iron，以下DRI という）と呼ばれ，天然ガスか
らの改質ガスで鉄鉱石を還元することによって得られ
る。このDRI は，スクラップとは異なる清浄な鉄源とし
て主に電気炉の原料として利用される。
　DRI には還元反応によって酸素が取去られた後の空隙
が多数残っており，水などに触れると鉄と空気中の酸素
が結び付くことによって再酸化が起こり，発熱および発
火という問題が生じる性質がある。このため，海上輸送

や長期間にわたる屋外保存は不可能であった。この問題
を解決するため当社は，見掛け比重 3.4～3.6t/m3 程度の
DRI を 700℃前後の熱間で見掛け比重 5.0～5.5t/m3に圧
縮成型するホットブリケット技術を開発した。
　DRI の再酸化の問題から，還元鉄プラントは製鋼プラ
ントに隣接させる必要があり，立地上の制約があった。
しかし，ホットブリケット技術によりこの制約がなくな
り，天然ガスや鉄鉱石，電力が安価な国に還元鉄プラン
トを建設し，その製品をホットブリケットアイアン
（Hot Briquette Iron，以下HBI という）にして海上輸送
し，他国の製鋼／圧延プラントに輸出することが可能と
なった。これにより還元鉄プラントの立地範囲は世界的
に拡大した 1）。
　表 1にDRI と HBI の化学性状と物理性状の比較，ま
た図 1にDRI およびHBI の外観を示す。
　世界のDRI 生産は 1970 年の 79 万トン／年から 2008
年の 6,845 万トン／年へと飛躍的に増加し，MIDREX プ
ロセスによるDRI 生産は全世界の約 60％を占めている。
　世界のDRI 生産地の状況を図 2に示す。
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MIDREX�プロセス

MIDREX � Processes

Since Kobe Steel constructed a direct reduced iron plant in 1978 in Qatar with the MIDREX process, 
numerous technical improvements have been made together with MIDREX. Since 2007, the largest 
MIDREX module, which has an annual production capacity of 1.8 million tons, has started operation. The 
MIDREX module, together with melt shop, is now capable of having the same level production capacity of a 
blast furnace. This paper presents an overview of the history of the technical developments in these 
processes, as well as the latest development in this field.
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厚　雅章＊

Masaaki ATSUSHI
上村　宏＊

Hiroshi UEMURA
坂口尚志＊
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HBIDRI
←90～94Fe total（％）
←83～89Fe metallic（％）
←92～95Metallization（％）
←1.0～3.5Carbon（％）
←0.005～0.09P*（％）
←0.001～0.03S*（％）
←2.8～6.0Gang*（％）
←traceMn, Cu, Ni, Mo, Sn Pb and Zn（％）
←1.6～1.9Bulk density（t/m3）

5.0～5.53.4～3.6Apparent density（t/m3）
8040Discharge temperature（℃）

* depends on components of iron ore

表 1  DRIとHBIの仕様
���������Specifications of DRI and HBI



2．MIDREX プロセス

2．1　プロセスフロー

　図 3にMIDREX プロセスのフローシートを示す。原
料として，塊鉱石，あるいは直接還元製鉄用に調整され
たペレットがシャフト炉の炉頂から挿入され，炉内で還
元された後に最下部から排出される。還元ガスはシャフ
ト炉のほぼ中段から吹込まれ，吹込口より上方で原料を
還元した後に炉頂から排気される。下部では冷却ガスが
循環しており，これによりDRI が冷却される。原料挿入
部もDRI排出部もシールガスによりダイナミックシール
が施されており，原料の挿入およびDRI の排出を連続的
に行うことが可能な構造となっている。
　シャフト炉内での反応は，以下のように一般に知られ
ている鉄の還元反応である。
　　Fe2O3＋ 3CO → 2Fe ＋ 3CO2
　　Fe2O3＋ 3H2 → 2Fe ＋ 3H2O
　シャフト炉からの炉頂排ガス（トップガス）は，湿式
集塵機（トップガススクラバ）により除塵，冷却された
後，循環再利用される。CO2や H2O を含むトップガス
は，コンプレッサにより昇圧された後，天然ガスと混合，
予熱されて改質炉（リフォーマ）に送られる。リフォー
マにはニッケル触媒が充填されたリフォーマチューブが
数百本設置されており，これらのチューブ内を通過する
過程でトップガスと天然ガスの混合ガスが改質され，還
元ガスである一酸化炭素と水素が得られる。リフォーマ
内での化学反応は以下のとおりである。
　　CH4＋ CO2 → 2CO＋ 2H2
　　CH4＋ H2O → CO＋ 3H2
　　2CH4＋ O2 → 2CO＋ 4H2
　　CO＋ H2O → CO2＋ H2
　　CH4 → C（S）＋ 2H2

3．MIDREX プロセス開発の歴史

3．1　MEGAMOD�シャフト炉の稼動，原料コーティン

グ（1990 年～）

　プラントの生産量を増大させるという市場ニーズの高
まりにこたえるべく，シャフト炉の大形化が急務となっ
ていた。これを受けて当社とMIDREX 社は，
　・三次元有限要素法解析による検討
　・二次元モデル実験による検証
　・還元／粉化試験による原料性状の改善
などの開発に着手し，まず 5.5m径，ついで 6.5m径
（MEGAMODシャフト炉）と段階的にシャフト炉径を
拡大させた。これにより，それまで年産40万トン以下に
とどまっていた生産能力は，年産 80 万トン，さらには
150 万トンにまで増加した 1）。
　また，還元ガス温度の高温化を目的として，DRI と比
較して融点の高い消石灰を原料にコーティングする技術
を考案した。これにより還元ガスを 900℃程度にまで高
温化することが可能となり，シャフト炉の生産性は 10％
以上向上した。
3．2　還元ガスへの酸素吹込み（2000 年～）

　高温の還元ガス中に高純度の酸素を吹込むことによ
り，還元ガスを約 1,000℃にまで高温化することが可能
となった（図 4）。酸素との燃焼で還元ガス中の水素や一
酸化炭素が一部失われるものの，還元ガスの高温化によ
ってシャフト炉の生産性は 10～20％向上した 2），3）。
3．3　酸素吹込み技術の改良（2005 年～）

　酸素吹込み技術をさらに改良し，部分燃焼技術を取入
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図 1  DRI およびHBI の概観
������  Appearance of DRI and HBI
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れてOXY＋�と命名した。図 5に示すようにOXY＋は，
リフォーマで生成される還元ガスに加えて，燃焼器で酸
素と天然ガスを部分燃焼させることによってさらに水素
と一酸化炭素を発生させるものである 2），3）。
　図6にシャフト炉の生産性向上に関するこれまでの成
果を示す。
3．4　SUPER MEGAMOD�シャフト炉の開発およびエ

ンジニアリングの強化（2007 年～）

　6.5m径シャフト炉での操業実績を踏まえ，2007 年に
は サ ウ ジ ア ラ ビ ア のHADEED Saudi Iron & Steel 
Company に 7.15m径のシャフト炉が納入され，年産 180
万トンにまでスケールアップが図られた（図 7）。
　現在，シャフト炉をさらに大形化させた年産 200 万ト
ンクラスの SUPER MEGAMODの開発が進められてい
る。シャフト炉の大形化に伴って設備全体も大きくな
り，設計管理，建設管理への対応も重要な課題となって
いる。このため，2004年から3次元CADを全面的に採用
した設計手法を取入れた。3次元CADからは，構造計算
用データが取出せるほか，配管アイソメ図や材料集計表
も直接出力することができる。また，建設サイトにおい

ても 3次元 CADを利用した建設工事計画の立案が行わ
れている。図8は，カタール製鉄所向けDR Plantの全容
を 3次元 CADで描画したものである。
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図 7  シャフト炉径および年間生産量の変遷
������  Changes in shaft furnace diameter and annual production
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3．5　プラントの納入実績

　MIDREXプラントの納入実績は表2に示すとおりであ
る。以下にその主要プラントの概要を述べる。
3．5．1　LIONプラント

　マレーシアの LION GROUP 向けに建設された定格年
産 150 万トンのプラントで，2007 年に操業を開始した
（図 9）4）。Hot DRI（以下，HDRI という）およびHBI
の2種類の製品が製造でき，HDRIはHot transport vessel
により隣接する電気炉工場に高温のまま供給される。ま
た，HBI は輸出されるほか，隣接する電気炉工場で使用
されることもある。
3．5．2　HADEED Module-E プラント

　サウジアラビアのHADEED Saudi Iron & Steel Company
向けに建設された世界最大のMIDREXプラントで，2007

年に操業を開始した（図10）4）。7.15m径のシャフト炉が
初めて採用され，定格年産は 180 万トンと小形高炉なみ
の生産量を有する。製品はHDRIおよびDRIのいずれと
しても排出可能で，HDRI は Hot transport conveyor によ
り高温のまま直接，DRI はいったんサイロに貯蔵された
後必要に応じて，隣接する電気炉工場に供給される。
3．5．3　QASCO Module-II

　当社がカタールのQatar Steel Company 向けに建設し
た定格年産 150 万トンのプラントで，2007 年に操業を開
始した（図11）。Qatar Steel Company向けには 1975 年に
定格年産 40 万トンのModule-I を建設している。当時ま
だ十分に成熟していなかったMIDREX プロセスに対し，
当社が設計段階および実操業段階においてさまざまな改
良を加え，安定操業に寄与したことが高く評価されたこ
とがModule-II の受注につながった。
　Module-II では DRI およびHBI の 2 製品が製造でき，
DRI は隣接する製鋼工場に供給され，HBI は輸出され
る。製鋼工場で溶解されたDRI は圧延設備に供給され，
ビレットや異形鉄筋，あるいは線材コイルとして輸出さ
れる。
3．5．4　SHADEEDプラント

　当社がオマーンの SHADEED Iron & Steel 向けに建設
した年産 150 万トンのプラントであり，2008 年に完成し
た（図12）。DRI およびHBI の 2 製品が製造でき，現在
稼動準備を行っている。隣接する電気炉工場にHDRI を
重力によって供給するHOTLINK�を初めて採用した。
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図 9  LIONプラント
������  LION plant

Start upCapacity
 (million tont/y)LocationPlant

20000.8EgyptEZDK III＊
20041.0 IndiaEssar Steel Module-IV
20061.6 TrinidadNu-Iron
20071.5 IndiaEssar Steel Module-V
20071.76Saudi ArabiaHADEED Module-E
20071.5QatarQASCO Module-II＊
20071.4RussiaLGOK Module-II
20071.0 Saudi ArabiaAl-Tuwairqi Damman
20081.54MalaysiaLION
20091.8 IndiaEssar Steel Module-VI
20101.5OmanSHADEED＊
20101.76EgyptESISCO
20101.28PakistanAl-Tuwairqi Pakistan

＊ : Kobe Steel constructed

表 2  MIDREX プラントの最近の納入実績
���������Recent delivery record of MIDREX plants

図11  QASCO Module-Ⅱ プラント
������  QASCO Module-Ⅱ plant

図10  HADEED Module-E プラント
������  HADEED Module-E plant

図12  SHADEEDプラント
������  SHADEED plant



4．最近の技術動向

4．1　DRI の熱間排出

　従来，冷却後にシャフト炉から排出していたDRI を熱
間排出することにより（HDRI），下流の製鋼プロセスも
含めたトータルとしてのエネルギー原単位と生産性を改
善することを目的とした技術改良が実施されつつある。
また，生産計画に柔軟性をもたせることによるプラント

の生産性改善をねらい，2種類の排出方法を組合せる提
案も実現されている3），5）。
　図13にMIDREX プロセスを用いた一貫製鉄所の全体
フロー図を示す。図14に示した3 種類の方法により，シ
ャフト炉で生産されるHDRI を下流の製鋼設備へ移送す
ることが可能である。
ａ）Hot transport vessel による製鋼設備への移送・供給

（図14①）
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図14  製品の排出方法
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図13  MIDREX プラントを用いた一貫製鉄所の全体フロー
������  Overall flow sheet for integrated steel mill equipped with MIDREX plant



ｂ）Hot transport conveyor による製鋼設備への移送・供
給（図14②）

ｃ）重力による製鋼設備への供給（HOTLINK）（図14③
および図15）

　表 3に示したように，HDRI 排出は多くのプラントで
採用されている。
4．2　HDRI によるエネルギー原単位および生産性の改善

　高温のHDRI を製鋼設備に供給することにより，エネ
ルギー原単位および生産性が大きく改善される。図16
に示したように，HDRI の供給温度を上げることにより
EAF（Electric Arc Furnace）における電力消費量が削減
される。さらに，電力消費量の削減によってEAFの電極
消費量も減少することから，運転費用を低減させること
ができる（図17）。
　また，HDRI を挿入することによって EAFの運転時間
を短縮させることができ，生産量を 10～15％増加させる
効果もある。
4．3　CO2排出量の削減

　これまでMIDREXプロセスには，下流の製鋼プロセス
まで含めてエネルギー原単位の低減およびシャフト炉生
産性の向上といった改良が施されてきた。これら消費エ
ネルギーの低減は，単に操業コストの削減のみならず，
CO2をはじめとする排出物の絶対量を少なくすることに

よって環境負荷の低減にも貢献している。
　さらに，天然ガスベースであることから，石炭ベース
のプロセスと比較してCO2の排出量が少ない。このた
め，石炭ベースのプロセスの製鉄所，例えば高炉に
MIDREX プラントで製造したHBI を投入することによ
り，トータルとしてCO2を低減することも可能となる。
4．4　石炭燃料との組合せ

　MIDREX プロセスでは，天然ガスの改質により生成さ
れる還元ガスのほか，コークス炉ガスやペットコーク，
製油所から出るボトムオイルなどをガス化炉でガス化
し，還元ガスとして使用することも可能である。また，
これにより天然ガス産出国に限られていたMIDREX プ
ラントの立地上の制約がなくなる。例えば，コークス炉
ガスを使用して製造したHBI を高炉に投入することに
よって還元負荷を低減し，熱源としての還元材の比率
（還元材比）を低下させる（CO2発生量を低減させる）
ことが可能である。
　ガス化プラントをMIDREX プロセスに適用した場合
のフローシートを図18に示す。
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図15  HOTLINKのマテリアルフローおよび機器配置
������  Material flow of HOTLINK and equipment arrange
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表 3  HDRI 排出を採用するMIDREX プラント
���������MIDREX plants discharging HDRI

図17  HDRI 供給温度と電気炉における電極消費の節減
������ Correlation between HDRI temperature and electrode savings 
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図16  HDRI 供給温度と電気炉における消費電力の節減
������ Correlation between HDRI temperature and power savings 
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むすび＝MIDREXプロセスの誕生から発展の経緯，およ
び当社における新技術開発への取組みを概説した。
　1969年に商業機第1号が誕生して以降，現在まで21か
国に 72 基のMIDREX プラントが建設され，還元鉄プロ
セスの中で約 60％のシェアを占めるに至っている。こ
れは，MIDREX プロセスの信頼性が非常に高く，プロセ
スの高効率化に向けた努力が広く評価された結果である
と考える。
　今後も継続して環境負荷の低減，燃料源の多様化とさ
らなる効率化に取組むことで世界の鉄鋼生産に貢献して
いきたい。
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図18  石炭ガス化プラントとMIDREX プロセスとの組合せ
������  Process flow of MIDREX process combined with coal gasification plant
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まえがき＝当社はグレートキルン　ペレタイジングプロ
セスを採用したペレットプラントを 1966 年に神戸製鉄
所内に建設して以来，多くの同プロセスのペレットプラ
ントの建設，運転を行ってきた。本稿ではペレットプラ
ントの開発の経緯や各種プロセスの特徴を紹介するとと
もに，グレートキルン　ペレタイジングプロセスの優位
性，ならびに当社の各プロジェクトの最新状況を報告し
たい。
　製鉄の方法として現在主流を占めているのは高炉によ
る大規模製鉄と電気炉による中小規模製鉄である。高炉
に装入される製鉄原料は塊鉱石，焼結鉱，ペレットであ
り，電気炉に装入される製鉄原料は鉄スクラップ，還元
鉄ペレット，還元鉄ペレットから製造されるブリケット
などである。焼結鉱は 1～ 3mm程度の粗粉鉄鉱石を原
料とし，燃料となる粉コークスの燃焼熱によって粉鉱石
を部分的に溶融して結合させて 15 ～ 30mmの鉄鋼原料
にしたものである。一方，ペレットとは，焼結鉱よりさ
らに微粉の鉄鉱石を直径12mm程度の大きさの球状に造
粒して焼成したものであり，高炉用の原料のみならず，
天然ガスを産出する国で広まっているガスベース還元鉄
製造プロセスの原料にも使用されている。
　ペレットの歴史は，スウェーデンの A. G. アンダーセ
ンが 1912 年にその製法を発明したことから始まる。し
かし，ペレットが本格的に取上げられたのは第二次大戦
後のアメリカである。五大湖周辺に莫大な量が埋蔵され
る低品位のタコナイト鉱を活用する研究が行われ，1943
年にミネソタ大学鉱山研究所のディヴィス教授によって
その処理方法が確立された。すなわち，タコナイト鉱石
を微粉砕して不純物を取除き，鉄品位を向上させる（こ
の処理が選鉱プロセスである）のであるが，その結果得

られた高品位の精鉱は微粉（0.1mm 以下）のために焼結
には使用できず，ペレット化することによって利用を図
ることになったのである。
　高品位塊鉄鉱石資源が世界的に減少するなか，選鉱プ
ロセスで低品位鉱の品位を向上させてペレットとして利
用すること，さらに高炉および直接還元炉でのペレット
使用の増加により，ペレットプラントの役割は将来的に
重要な役割を担っていくと考える。
　図1に全世界のペレットの総生産量の実績とその地域
別生産量を示す 1）。

1．ペレットプラントの設備

　ペレットプラントは一般に，次のような 4つの工程で
構成されている。
　１）原料受入工程
　２）原料前処理工程
　３）造粒工程
　４）焼成工程
　本章ではこれらの工程の概要を述べる。
1．1　原料受入工程

　ペレットプラントの建設場所により，原料である鉄鉱
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図 1  ペレットの地域別生産実績
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石や添加物，バインダなどの受入方法が異なってくる。
元来，選鉱プロセスを経た精鉱を処理するプロセスとし
て発展したペレットプラントは，鉱山に近接した場所に
建設されることが多く，その場合の原料受入は鉄道やス
ラリーパイプラインにて行われる。一方，鉱山とは関係
なくペレットプラントが単独で建設される場合には，鉄
鉱石は経済面から大量輸送する必要があり，鉱石運搬専
用船による輸送と岸壁での荷揚げ，鉱石ヤードへの積付
けが行われる。
1．2　原料前処理工程

　ペレタイジング用原料として供給された鉄鉱石を後続
の造粒工程で要求される性状の微粉原料に処理する工程
で，選鉱，脱水，粉砕，乾燥，調湿などの工程がこの範
囲に含まれる。
　一般に低品位鉱は微粉砕され，鉄品位の向上，硫黄，
りん，その他の不純物の除去，粒度調整が行われる。磁
鉄鉱の鉄品位向上および不純物の除去には磁力選鉱が行
われるが，赤鉄鉱に対しては比重選鉱や浮遊選鉱，ある
いは湿式高磁力選鉱が行われている。図2に磁鉄鉱の選
鉱に代表的に用いられる磁力選鉱機のスケッチを示
す 2）。
　粉砕工程はその方式を大別すると
　１）湿式粉砕　－　乾式粉砕
　２）開回路粉砕　－　閉回路粉砕
　３）一段粉砕　－　多段粉砕
があり，各方式は鉱石の種類や性状，配合割合の変化な
どに応じて経済性を考慮しながら互いに組合わされて適
用される。湿式粉砕（図3）を採用する場合にはシックナ
やフィルタなどから構成される脱水設備が併設され，乾
式粉砕（図 4）を採用する場合には調湿設備が必要とな
る。乾燥工程は乾式粉砕との合成工程として準備される
場合が多い。調湿工程では，乾式粉砕した原料に適度の
水分を均一に添加・混合し，造粒工程に適した湿潤微粉
を準備する。ペレットの品質に影響を与える微粉原料の
特性を調整する工程である。良質な生ペレットを製造す
るため，鉄鉱石のバインダとして一般的にベントナイト
や有機バインダを，また，目標とする化学組成を有する

製品ペレットとすることを目的に石灰石やドロマイトを
添加し，原料の化学組成を調整する工程でもある 3）。
1．3　造粒工程

　造粒工程は，原料前処理工程で処理された湿潤微粉原
料を造粒機によって生ペレットに成形する工程である。
生ペレットは，ドラム型（図 5）あるいはパン（ディス
ク）型（図 6）のいずれかの造粒機によって製造されて
いる。どちらも遠心力を利用して原料を転動させながら
造粒する。ドラム型は，ドラムから排出されるペレット
の粒径が不均一で，かなりの部分（ドラム排出量の約
70％）が所定粒径以下となることから，ふるい分けの後
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図 2  磁力選鉱機
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図 4  乾式閉回路粉砕システム
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図 3  湿式閉回路粉砕システム
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に返鉱としてドラムに戻さなければならない。原料条件
の変更による造粒操作の調整は難しいが，原料の化学組
成や粒度，水分が一定の条件での運転は安定している。
パン型は，遠心力を利用して生ペレットをパン自体で分
級するため返鉱の量は少ない。原料条件の変更による造
粒操作の調節は，パンの回転数，傾斜角度，あるいは深
さを変更することによって容易に対応することができ
る。
1．4　焼成工程

　ペレットの焼成は，粉鉱の微粒子を酸化して 1,250 ～
1,350℃の温度でヘマタイト粒子の結合を完成させるこ
とにある。このとき，原料中に塩基性の脈石が混在して
いた場合や石灰石を配合した場合にはペレット中に低融
点のスラグが発生するため，ヘマタイト結合とスラグ結
合の中間組織となることもある。しかし，粉鉱石に燃料
となる粉コークスを混ぜ，コークスの燃焼熱によって粉
鉱石を部分的に溶融，塊成化する焼結法に比べると焼成
温度が低いことが特長である。
　ペレット焼成には，シャフト炉方式，ストレートグレ
ート方式，およびグレートキルン方式の 3方式の設備が
用いられている。シャフト炉方式は最も古くから使用さ
れたものであり，設備の規模は小さく，操業されている
プラントは現在ではほとんどない。ストレートグレート
方式はシャフト炉方式よりも若干遅れて工業化された。
移動型静止層式という単一の機器でペレットの乾燥，予
熱，焼成，冷却を行うため機器構成が簡単で，操業も比

較的容易であり，製造設備規模も大きなものが可能であ
ることから現在も多くのプラントで採用されている。グ
レートキルン方式は，グレート，キルン，クーラの主要
設備より構成され，ペレット焼成工程の乾燥・予熱，焼
成，冷却の各処理をそれぞれの機器が受持つように設計
されている。そのためプロセスの制御が容易であり，ま
た製造されるペレットも均一な品質のものが得られる。
さらに，製造設備規模も大きなものが可能であることか
ら，ストレートグレート方式と並んで多くのプラントで
採用されている。
　表1にグレートキルン方式とストレートグレート方式
の主な指標における比較を示す。

2．当社におけるペレットプラント

　当社製鉄所における原料の事前処理の最適化，すなわ
ち微粉原料の性状に応じて焼結工場とペレット工場でそ
れぞれ別々に原料を処理することによって事前処理の範
囲を拡大させるとともに，微粉原料の有効利用を可能に
し，さらにペレット使用による高炉の生産性向上を図る
ため，神戸製鉄所にペレットプラントを1966年9月に建
設した。
　当社のペレット原料には褐鉄鉱を含む多種類の赤鉄鉱
微粉が多いため，このプラントではそのような原料に適
した方法として乾式粉砕―予湿方式を採用した。また焼
成工程には高温かつ均一焼成が可能なものとして Allis-
Chalmers 社のグレートキルン方式を取入れた。プラン
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CommentsStraight
-Grate

Grate-Kiln
-CoolerItemsNo.

Pellet quality

1

Grate-Kiln-Cooler process enables all pellets to be uniformly and adequately heat-hardened 
by tumbling action and be held at the peak temperature for longer period than in Straight-
Grate.

△○a) Uniformity
△○b) Cold compression strength
△○c) Tumble index

Iron grade and impurity contents are basically influenced by ore beneficiation processes, but 
not by the pelletizing process.○○d) Chemical composition

Reducibility (final reduction degree in DR) and clustering tendency depend basically on the 
characteristics of iron ore itself. Generally, the higher iron content of pellets have the higher 
reducibility and the higher clustering tendency. Remark: Addition of lime (hydrated lime or 
limestone) and/or dolomite to iron ore results in lower clustering tendency of pellets and 
higher compression strength of sponge iron.

○○e) Reducibility

○○f) Clustering tendency during 
 reduction

The pellets uniformly and adequately heat-hardened in Grate-Kiln-Cooler process have lower 
disintegrating tendency.△○g) Disintegrating tendency 

 during reduction

Grate-Kiln-Cooler process attains lower fuel consumption, due to the followings ;
a) No hearth layer and side layer
b) Efficient heat transfer mechanism in grate, kiln and cooler to meet each specific 
requirement

△○Fuel consumption2

No requirement of hearth layer and low height of pellet bed on the grate of Grate-Kiln-Cooler 
process lower the pressure drop across the pellet bed, which reduces the power 
consumption of process fans.

△○Power consumption3

Straight-Grate process needs more spare parts of grate bars which suffer from considerable 
cyclic thermal stresses through drying, preheating, firing and cooling.△○Maintenance cost4

Grate-Kiln-Cooler process allows independent operation adjustment of grate, kiln and cooler, 
which enables the operators ;
a) to, easily and without any risk, decrease and increase the rate of pellet production.
b) to overcome radical changes in the characteristics of iron ore materials fed to the 
pelletizing plant, and to utilize various kinds of additives ; bentonite, hydrated lime 
and/or limestone.

c) produce pellets of differing metallurgical characteristics.The single burner applied for 
Grate-Kiln-Cooler process simplifies the process control.

When required, the burner has ability to simultaneously fire two fuels, gas and oil, and 
switch on-stream from one fuel to another.

△○Process versatility5

No specific difference on plant availability○○Plant availability6

表 1  グレートキルン方式とストレートグレート方式の比較
���������Comparison of Grate-Kiln-Cooler process and Straight-Grate process



トの能力は年産 100 万トンであった。
　その後，加古川製鉄所にも 1970 年に 1号ペレット工
場，1973 年に 2号ペレット工場をそれぞれ建設し，その
能力はいずれも年産 200 万トンであった。現在稼動して
いる当社のペレットプラントは加古川製鉄所の 1号ペレ
ット工場のみであるが，この工場は増産や省力化，省エ
ネルギーを目的とした改造を重ね，現在では年産約400
万トンのプラントとなっている。
　ペレットプラントを操業し，製造したペレットを自社
の高炉に使用するという当社ならではのメリットを生か
し，自溶性ペレットの実用化やドロマイトペレットの開
発などを通じて日本の大型高炉におけるペレットの活用
をリードしてきた。
　当社が建設，納入したペレットプラントの代表的なプ
ロセスフローを図 7に示す。

3．ペレット焼成設備の特徴

　前章で述べたように，当社はグレートキルン方式を採
用したペレットプラントを神戸製鉄所および加古川製鉄
所に建設した。その後独自の改良を重ね，KOBELCOペ
レタイジングシステムとして国内のみならず海外にも多
数のペレットプラントを建設，納入したが，そのすべて
の焼成工程にグレートキルン方式を採用している。
　本章では，3種類ある焼成工程をそれぞれ少し詳しく
説明する 4）。
3．1　シャフト炉方式

　シャフト炉方式（図8）は最も古くから使用されている
もので，焼成に必要な熱量は炉外に設置された燃焼室に
おいて発生させ，熱ガスを炉体に導入する。炉体上部か
ら装入される生ペレットは，降下中に熱ガスと接触して
熱交換を行い加熱される。加熱されたペレットは冷却帯
を経て炉外に排出される。装入されたペレットと熱ガス
との接触が十分に行われるのがシャフト炉の特徴であ
り，熱効率は高い。しかしながらその一方で，炉内の温
度分布を均一にすることが難しく，局部的にペレットが

加熱されてペレット同士が融着，あるいは炉壁に付着し
て操業が困難な状況になる可能性があるという欠点があ
る。また，ペレットの生産コストを低減するためには設
備ごとの生産量を高くする必要があるが，最大級のシャ
フト炉でも約 45 万トン／年であった。この技術は古く，
しかも大規模な設備とすることが困難なことから，現在
では操業されているプラントはほとんどない。
3．2　ストレートグレート方式

　ストレートグレート方式（図9）はシャフト炉方式より
も若干遅れて工業化されており，グレートと呼ばれる移
動型格子に生ペレットを装入し，乾燥，予熱，焼成，冷
却の各工程を順次通過させて焼成する方式である。シャ
フト炉方式と比較してこの方式が優れている点は，ペレ
ットの乾燥，予熱，焼成，冷却の各工程での温度制御が
比較的幅広くできることである。しかし，グレートの速
度を変えると各工程の条件が一斉に変わるという弱点も
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図 8  シャフト炉方式
������  Flow of shaft furnace system
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併せもっている。
　生ペレットは，パレットに側板がついたエンドレスの
グレート上へ約 300mmの均一な層厚となるように装入
される。その際，焼成帯において高温にさらされるグレ
ートおよびパレット側板の保護，およびそれらに接する
ペレットのむら焼けを防ぐことを目的として，床敷き
（約 100mm）としてグレート上へ，またサイドレーヤと
してパレットの両側部へ焼成ペレットが装入される（図
10）。グレート上の生ペレットは，あらかじめ設定され
た温度に保持された炉内を乾燥，予熱，焼成，冷却の各
ゾーンの順序で通過し，それぞれの過程で空気や燃焼ガ
スとの間で熱交換を行って製品ペレットとなる。
　移動型静止層式という単一の機器でのペレット製造と
いうことによりその操業は比較的容易である。しかし，
グレートなどの機械部分の保護およびペレットの品質変
動を防ぐために床面および側面に製品の一部を循環充填
して使用してはいるものの，高温の焼成工程を通過する

ことからパレットが損耗しやすい。またこの方式では，
前述のようにペレット層厚が 300mm程度と厚いことか
ら上下部層間に温度差が生じ，製品ペレットの品質にば
らつきが生ずる原因となっている。
3．3　グレートキルン方式

　グレートキルン方式（図11）は，グレート（移動格子
型予熱機），キルン（回転型焼成炉），クーラ（環状回転
格子型冷却機）の 3主要設備より構成される。生ペレッ
トはグレート上に均一な厚さに層積みされ，順次乾燥，
離水，予熱の各工程を通過し，次のキルン内での転動加
熱に耐え得る強度まで予熱硬化されてキルンに送られ
る。キルン内で高温焼成されたペレットは次のクーラで
冷却されて製品ペレットとなる。
　グレート，キルン，およびクーラそれぞれの基本設計
概念は，常温から 1,300℃以上におよぶ広い熱伝達工程
を機械的に無理のないように効率よくそれぞれに分担さ
せることである。
　グレートは，隔壁によって乾燥室，離水室，および予
熱室に分割され，生ペレットの乾燥と予熱までの比較的
低温度での熱交換を受持ち，効率の高い強制対流加熱方
式を採用している。ペレットの乾燥，離水，予熱の熱源
となるガスはキルンからの排ガスのみならず，クーラか
らの排熱をも利用しており，プラント全体での熱効率の
高いプロセスとなるように設計されている。
　キルンは比較的短いものが使用されており，入口側は
グレートに，出口側はクーラに接続している。グレート
から排出された予熱ペレットを高温で焼成するため，耐
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火断熱材でライニングされており，ペレットの焼成は高
温で高効率，かつ均一加熱ができる輻射加熱方式を採用
している。キルンは出口側を入口側より少し下げて設置
され，低速で回転する。キルン内部のペレットは転動し
ながら加熱され（図12），所定の温度で焼成された後クー
ラに送出される。この転動を受けることによってキルン
内のすべてのペレットは均一に加熱され，高品質のペレ
ットが安定して製造されることになる。
　ドーナツ型の水平回転式クーラに装入された焼成ペレ
ットは，大気吹込みによる強制対流冷却方式によって後
続の搬送に支障のない温度にまで冷却される。このとき
に回収される熱ガスの一部はキルンにおける燃料燃焼の
二次空気，およびグレートにおけるペレットの乾燥，予
熱のためのプロセスガスとして利用し，熱効率の高いプ
ロセスとなるように設計されている。
　グレートキルン方式の特長としてつぎのような点が挙
げられる。
１）ペレットはキルンによる焼成工程において転動作
用を受けるため，均一な製品が得られる。

２）予熱，焼成，冷却の各工程は関連づけて制御でき
るのみならず，必要に応じておのおの独立して制御
することも可能である。したがって，熱ガスおよび
ペレットのヒートパターンは各工程で最適条件とな
るように制御することができ，原料および生産量の
変動に対して最適に対応することが可能である。

３）温度制御が容易であるため，適正な焼成温度帯が
狭い自溶性ペレットに対しても均質な製品を製造す
ることが可能である。

４）低燃費，低電力消費である。
５）グレート，キルン，およびクーラはそれぞれの熱
負荷に対応して設計，製作されるため，耐火物およ
びグレートプレートなどの取替え頻度が少なく，し
たがってプラントの稼動率が高い。

4．製品性状の特徴

　製品ペレットの品質は，ペレットの製造プロセスの違
いによってその差が現れている。
　ストレートグレート方式では，ペレットは移動型静止

層として一つの機器によって乾燥，予熱，焼成，冷却工
程を経て製品となり，しかもペレットの層厚が 300mm
と厚いことから上層と下層のペレットの温度履歴に差が
存在する。その結果，ペレットの品質にばらつきが生
じ，とくに圧潰強度や回転強度に顕著に表れている。
　一方，グレートキルン方式で製造されたペレットは，
前述のようにキルンにおける焼成工程において転動作用
を受けるため，すべてのペレットがほぼ均一に加熱され
る。さらに，焼成温度はキルンバーナでの燃料燃焼割合
を調整することによって容易に精度よく調整することが
できることから，均一で高品質な製品ペレットを得るこ
とができる。
　図13にグレートキルンプロセスとストレートグレー
トプロセスで製造されたペレットの圧潰強度の分布図を
示す。

5．幅広い種類の原料への対応

　グレートキルン方式では原料の乾燥・予熱工程，焼成
工程，および冷却工程をそれぞれ個別の装置が分担して
行っているため，各工程の制御を独立して行うことが可
能である。また，各種原料に対してそれぞれに最適な熱
履歴となるような制御を与えることができ，これがグレ
ートキルン方式の強みとなっている。すなわち，鉱石は
マグネタイト100％からヘマタイト100％まで，それらの
任意の配合の鉱石であっても取扱いが可能である。ま
た，原料鉱石中に結晶水が多く含まれている場合には，
結晶水の急激な蒸発による生ペレットの爆裂を避ける必
要があるが，そのような鉱石に対しても，ペレットの急
速な加熱を避けるような低温度帯での離水工程を設ける
ことによって容易に対応できる。

6．サンプルテストおよびプロセス設計

　ペレットプラントの設計を行う場合には，そのプラン
トで取扱う鉄鉱石に最適なプロセス条件を決定して適切
な機器のサイジングを行う必要がある。
　その具体的な手順は，まず，プラント能力，原料性状，
製品ペレットに要求される性状などの設計条件を基に，
当社保有のプロセス設計シミュレーションプログラムを
用いてマテリアル＆ガスヒートバランスを計算し，グレ
ート，キルン，およびクーラの焼成プロセスの最適なヒ
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図13  製品ペレットの比較
������  Comparison of product pellet
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ートパターンを決定することから始める。プロセス設計
シミュレーションプログラムには当社の豊富な経験に基
づく計算パラメータを採用しており，このヒートパター
ンをサンプルテストにて再現し，予熱ペレットおよび焼
成ペレットの所定の品質が確保されていることを確認す
る。
　このようにして得られたヒートパターンに基づき，グ
レート，キルン，クーラ，およびプロセスファンや集塵
機などの関連機器の最適サイジングを行い，プラント設
計に反映している。
　サンプルテストでは実際に取扱う鉄鉱石のサンプルを
使用して 各工程を模したテストを行い，ペレットが要求
された品質どおりに製造できることを確認する。
　当社は，上記手順に従ってプロセス設計を進める目的
から，以下のようなテスト装置を有している。
１）バッチ式ボールミル：鉄鉱石や添加物を所定の粒
度に粉砕する設備であり，1.2 節で述べた乾式粉砕
方式を採用している。

２）バッチ式ミキサ：鉄鉱石やバインダ，添加物を均
一に，また造粒に適した水分になるように混合する
設備である。

３）連続式ディスク型造粒装置：生ペレットを製造す
る装置であり，実プラントで要求される特性をもっ
た生ペレットが製造できるかどうかの確認を行うた
めの装置でもある。もし要求される特性の生ペレッ
トが得られない場合，鉄鉱石の粒度，バインダの種
類や添加量を変えて造粒テストを繰返し，最適な条
件を求める（図14）。

４）ポットグレート：生ペレットを乾燥，予熱する装
置である。プロセスガスの温度，流量，処理時間を
任意に設定することができる。実際のプラントにお
いては，ペレットはある高さをもったシュートを経
由してグレートからキルンに送られ，さらにキルン
の内部で転動作用を受けるため，一定以上の強度を
もった予熱ペレットが必要になる。そうした予熱ペ
レットがグレートで製造できるかどうかをこの装置
を用いて確認することができる。要求仕様を満たす
予熱ペレットを製造するために，最適なヒートパタ
ーンで，かつ適切なグレートのサイズとなるような
プロセスガスの温度，流量，処理時間を把握するこ
とができる（図15）。

５）バッチ式キルン：ポットグレートで作られた予熱
ペレットを焼成する装置である。焼成温度や処理時
間を任意に設定することができるため，最終製品で
あるペレットに要求される品質が確保される焼成温
度，処理時間を決定する目的で使用する（図16）。
６）バッチ式クーラ：キルンで焼成されたペレットを
冷却する装置である。

７）ペレットの品質試験装置：ペレットの物性値，還
元性状，化学組成などの品質を確認するための測定
装置である。

　当社はこれらの装置を用いてサンプルテストを実施
し，最適な機器サイジングを行ってプラント設計を進め

ている。
　表2にプロセス設計およびサンプルテストの指標とな
るペレット品質の代表的な数値を示す 5）。
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図16  バッチ式キルン装置
������  Photograph of batch type kiln
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図15  ポットグレート装置
������  Photograph of pot grade

図14  ディスク型造粒装置
������  Photograph of balling disc



7．最近のペレットプラントの紹介

　当社が近年に納入／受注したペレットプラントの概要
を説明する。また，表 3に各ペレットプラントの主な仕
様を示す。
１）イラン向け：アルダカンペレットプラント（図17）
　このプラントはイランの内陸部ヤズド市の近郊に位置
する。鉄道による鉄鉱石受入設備から製品ペレットの貨
車積み設備までのペレット製造設備一式を受注したもの
で，原料搬送機器を担当するタイム社（スペイン），およ
び電気設備を担当する ABB社（スイス）とコンソーシ
アムを組み，プロセスエリアの設計，機器の供給，およ
び工事管理を行った。
　このペレットプラントから 200km程離れた鉱山の山
元には当社が納入した年産 500万トンの選鉱プラントが
あるが，そのプラントで処理された精鉱（マグネタイト
とヘマタイトの混合）が本ペレットプラントの原料鉄鉱
石として供給される。
　このペレットプラントで製造されたペレットは，モバ
ラケ製鉄所（当社が納入したMIDREX�法ガス直接還元
プラントが稼動している）などに鉄道輸送され，製鉄原
料として使用されている。
　ペレットプラントにおける汎用機器（小型ファンやポ
ンプなど）や製缶品は，イラン国内の設計会社や製作会

社を多く活用してローカライズしたものであったが，製
作指導や納期管理をきめ細かく実施したことによって成
功裏に完工し，2008 年より順調に運転されている。
２）バーレーン向け：GIIC 注）ペレットプラント 2号機
（図18）

　1985年に納入した1号機に続いて受注した2号機であ
り，原料の荷揚げより製品ペレットの出荷設備までを含
む全設備の設計・機器供給・工事・試運転を行うフルタ
ーンキープロジェクトである。
　1号機で製造されたペレットは，バーレーン周辺諸国
のMIDREX 法ガス直接還元プラントの原料として供給
されており，その製品品質の高さと，当社が納入したカ
タールのガス直接還元プラントの順調な建設実績がこ
の 2 号機の受注に結びついたものである。
　当社がこれまでに納入したペレットプラントの能力は
年産 400 万トンクラスまでであった。しかしながらバー
レーン向けGIIC2 号機案件では，客先からのプラント能
力の大型化への要望に対応すべく，従来の焼成機器より
サイズアップした年産 600 万トンクラスの開発を進め
た。本プラントは，当初の計画どおり2009年末に運転が
開始された。
３）オマーン向け：Vale/Sohar ペレットプラント（図19）
　鉄鉱石の生産量世界一を誇るブラジルVale社が，中東
地区への鉱石・ペレット供給拠点としてオマーン Sohar

19神戸製鋼技報/Vol. 60 No. 1（Apr. 2010）

図17  アルダカンペレットプラント
������  Photograph of Ardakan pelletizing plant

図18  GIIC ペレットプラント 2号機
������  Photograph of GIIC No.2 pelletizing plant

Vale
Sohar / Oman

GIIC No.2
Bahrain

Chador Malu
Ardakan / IranFMO VenezuelaPlant

4,500,000 t/year×2 lines6,000,000 t/year3,400,000 t/year3,300,000 ton/yearNominal capacity
2010200920071994Start-up
HematiteHematiteMagnetite-HematiteHemetiteFeed material
DR pelletDR pelletDR pelletDR PelletProduct

φ7,500mm×7units (×2 lines)φ7,500mm×9unitsφ7,500mm×6unitsφ7,500mm×5unitsBalling disc
4,716mm W×68,801mm L (×2 lines)5,782mm W×83,020mm L4,716mm W×63,975mm L4,716mm W×66,388mm LTravelling grate

295.9m2440.8m2273.1m2 284.5m2   Effective area
26252425   No. of windbox

2,413mm3,050mm2,413mm2,413mm   Length/bay
6,900mm ID×45,000mm L (×2 lines)7,200mm ID×50,000mm L6,000mm ID×46,000mm L6,000mm ID×46,000mm LRotary kiln
φ22,000mm×3,700mm W (×2 lines)φ22,000mm×3,700mm Wφ20,000mm×3,100mm Wφ18,500mm×2,800mm WAnnular cooler

234.0m2234.0m2177.5m2145.5m2   Effective area 

表 3  ペレットプラント納入実績
���������Reference list of pellet plant

脚注）Gulf Industrial Investment Co.



地区に建設する同社初の海外ペレットプラントである。
当社は，原料の調質・混練，造粒，焼成，スクリーンの
各工程を含めたプロセスエリアを対象とする基本設計を
受注した。港湾設備，ヤード設備，鉱石粉砕設備，およ
びユーティリティ設備の基本設計は Vale 社とブラジル
の設計会社が実施する。全体の設備規模として，一期工
事では年産 450 万トン×2系列，二期工事も同様に年産
450 万トン×2系列で，年間 1,800万トンのペレット生産
を行い，鉄鉱石として在庫 4,000万トンの供給基地とな
る予定である。
　Vale 社がブラジルに保有するペレットプラントは全
てストレートグレート方式であるが，グレートキルン方
式によるペレットの品質の高さから，当社のKOBELCO 
Pelletizing Plant の採用が決まった。2009 年より現地工
事が開始されており，2010 年に運転開始の予定である。
４）マレーシア向け：Vale ペレットプラント
　ブラジルVale社による2番目の海外ペレットプラント
の建設プロジェクトであり，アジア地区への鉱石・ペレ
ット供給拠点としてマレーシアペラ州に建設するもので
ある。年産 450 万トン× 4系列のペレットプラント建設
が予定されており，オマーン向けに引続いて当社の
KOBELCO Pelletizing Plant が採用された。2009年末よ
り設計を進めている。

8．ペレットプラントの環境対応

　近年，新興諸国においてもペレットプラントに対する
環境基準への要求が厳しくなってきており，日本と同等
レベルの基準値を満足する環境への悪影響が少ないペレ
ットプラントが求められている。
　主にペレットプラントに関連する環境基準とその対応
策を以下に記す。
１）粉塵
　プロセスより発生する粉塵は大気に放出することな
く，電気集塵機，バグフィルタ，スクラバなどを設置し
て回収し，原料として再利用しているが，近年，原料ヤ
ードなどのマテリアルハンドリングエリアにおける防塵
対策が新興国において関心を集めており，ヤードへの散
水や大型フェンスの設置によるプラント外への飛散防止
策がとられるようになってきている。

２）硫黄酸化物（SOx）
　硫黄分は，濃度の差はあるものの，原料である鉄鉱石
や石灰石，ベントナイト，ドロマイトなど，あるいは燃
料である天然ガス，オイル，石炭など，ペレットの製造
過程で使用される多くの物質を通じてプロセスに供給さ
れる。この硫黄分は，ペレット製造プロセスにおいて全
量酸化されることによってSOxが生成され，そのほとん
どが排ガスとして排出される。
　窒素酸化物（NOx）と異なり，プロセス的に SOx を抑
える手段はないため，排ガス中のSOxを抑制する方法と
しては，つぎの二つが考えられる 
・硫黄分の少ない原料，燃料を使用する
・発生した SOx を処理する脱硫設備を設置する
　脱硫設備の代表的なものには，水と混ぜた石灰石スラ
リーと排ガス中の SO2を反応させ，硫黄分を石膏（CaSO4・
2H2O）として回収する石灰スラリー法が採用されてい
る。
３）窒素酸化物（NOx）
　グレートキルン方式における熱源は，キルンに設置さ
れているバーナであり，クーラからの排熱回収空気を燃
焼空気としている。この燃焼空気の温度は 1,000～1,100
℃であり，火炎温度は1,600℃以上になることから，発生
するNOxのほとんどは燃焼空気の窒素分が酸化されて
発生する Thermal NOx である。
　この Thermal NOx は，バーナの火炎温度が高いほど，
あるいは燃焼空気の温度が高いほど多量に発生する。こ
のNOxの排出を抑制する方法としては，
・低NOx燃焼
・脱硝設備（De-NOx system）の設置
の二つがある。
　低NOx燃焼は，プロセスの改善や Low NOx バーナの
適用によってNOxの発生を抑えようとするものであり，
・燃焼空気の温度もしくは量の低減を図る
・グレートにもバーナを配置することにより，キルンバ
ーナの熱負荷を下げる
・火炎内に局所的な還元雰囲気をもつ領域を作ることに
よってNOxの生成を抑える
・広い表面積をもつ火炎を作ることによって火炎温度を
下げ，NOxの生成を抑える
といった方策が考えられるが，プロセス全体の熱効率を
下げることになる可能性がある。
　発生したNOxを還元剤や触媒を用いて還元処理する
De-NOx system には，
・無触媒脱硝法（SNCR法）
・選択触媒法（SCR法）
があり，いずれもアンモニア，もしくは尿素を利用して
NOxを還元する方法である。SNCR法は，900～1,000℃
の雰囲気にアンモニア（尿素）を吹込んで還元するもの
であり，SCR法は，250～380℃の雰囲気で触媒を利用し
て還元を促すものである。
　新設される天然ガスもしくは重油を燃料とするペレッ
トプラントにおいて， およそ 20％と言われている Low 
NOxバーナのNOx低減率だけではNOx環境基準値を達
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図19  Sohar ペレットプラント鳥瞰図
������  Bird�s-eye view of Sohar pelletizing plant



成することは難しい場合が多く，その場合はDe-NOx 
system の付加的設置が必要である6）。
　
むすび＝新規プラントが設置される国々においては，従
来，もっぱらペレットや設備の品質，あるいはその設備
価格に対して客先の関心があった。このため，我々もそ
れらを中心として対応してきた。しかし近年では，設置
される国々における環境に対する関心が高まってきたこ
とから，環境への対応という面からの設備の検討も広く
行われるようになっている。
　また，鉄鉱石の世界的な物流拠点のなかにペレットプ
ラントが組入れられるようになってきたこと，あるいは
還元鉄プラントおよびその下流の電気炉製鋼プラントを
一体とするペレットプラントが計画されるようになって
きたことなど，世界の鉄鋼分野のなかでのペレットプラ

ントの役割はますます大きくなってきている。
　当社は今後ともペレットプラントの建設，運転の経験
を積重ね，この分野の技術のさらなる発展に貢献してい
きたい。
　
参　考　文　献
 1 ） テックスレポート：輸入鉄鉱石年鑑 2008 年度版，pp.180-185.
 2 ） Errol G. Kelly et al.：Introduction to Mineral Processing（1982）, 

pp.274-277.
 3 ） Mular A et al.：Design and Installation of Communition 

Circuits PT. 2（1992）, pp.728-737（Chapter 40）．
 4 ） 土井寧文：鉄と鋼， 第 6 号（1964）, pp.64-72.
 5 ） テックスレポート：輸入鉄鉱石年鑑 2008 年度版，pp.315-333.
 6 ） 定方正毅：燃焼と地球環境（5）クリーン燃焼技術とその有効

性（その 1）燃焼と環境汚染，空気調和・衛生工学 74（9）, 
pp.831-838.
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まえがき＝天然ガスを用いた直接還元法（MIDREX �法，
HYL法など）による製鉄は，高炉法に比べて設備投資が
小規模でコークスも必要としないため，天然ガスを産出
する発展途上国を中心に鉄源プラントとして建設されて
きた。また最近は，先進国における電炉ミルの台頭によ
り，清浄スクラップ代替鉄源として還元鉄（Direct 
Reduced Iron，以下DRIという）の需要が高まっており，
その生産量は図 1に示すように年々増加している 1）。し
かし，天然ガスベースのDRI プラントは立地が天然ガス
産出地域に限られるため，最近では，広範囲に分布して
埋蔵量が多く，輸送も可能な石炭を活用したDRI 製造プ
ロセスによる生産量が増えている。2008 年の世界DRI
製造量 68.5百万トンのうち，25.7％の 17.6百万トンが石
炭ベース還元プロセスによるものである 1）。石炭ベース
還元プロセスのほとんどは SL／RN2）をはじめとするロ
ータリーキルンを使用し2），ペレットまたは塊鉱石を石
炭とともにロータリーキルンに装入して石炭バーナで加
熱することによってDRIを製造する。キルンリングが顕
著に発生しない炉温（1,000～1,100℃3））に抑える必要が
あることから，還元に約 12 時間を要し，一基当たりの生
産規模は年産 15～25万トンと鉄鋼プラントとしては生
産性が低く代替プロセスが望まれていた。

　そうした中で当社は，米国子会社MIDREX社と共同で
回転炉床炉（Rotary Hearth Furnace，以下 RHFという）
を用いた石炭ベースの還元プロセスの開発を進めてき
た。このプロセスは，炭材内装塊（ペレットまたはブリ
ケット）を RHFの炉床上に敷詰め，静的な状態で加熱・
還元処理を行うため，ロータリーキルンに比べて高い炉
温（1,300～1,400℃）が適用でき，還元速度が速く生産性
が高い。さらに，粉鉱，ダスト，一般炭など適用原料の
フレキシビリティが高いなどの特長をもつ。
　本稿では，RHFにて炭材内装塊を還元する当社の石炭
ベース還元プロセスの特徴と開発状況を概説し，鉄鋼業
が直面する原料確保と環境対策という課題に対して期待
される役割を展望する。

1．炭材内装塊還元プロセスの特徴

　外部からの還元ガスの拡散に支配される通常のペレッ
トや焼結鉱の還元とは異なり，粉鉱石と微粉砕した石炭
を混合してペレットおよびブリケットに成型した炭材内
装塊の還元は，高温加熱によって塊中に生成されたCO
ガスにより酸化鉄を内部から還元する。このため，外部
から還元するプロセスに比べて還元速度が速い。このと
きの反応機構は図 2に示したとおりであり，以下の反応
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石炭ベース還元プロセスの展望

Prospects for Coal-based Direct Reduced Process

Kobe Steel has developed coal-based direct reduction (DR) technologies, such as FASTMET, FASTMELT 
and ITmk3, where carbon composite agglomerates (pellets or briquettes）are placed on the hearth to be 
processed with Rotary Hearth Furnace. This paper outlines the features of each process, status of technical 
development and commercialization. Furthermore, the paper surveys the contributions of these technologies 
for environmental compatibility and security of raw materials, which are becoming critical issues in the 
world steel industry.
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図 1  世界におけるDRI 生産量の推移 1）

������  World DRI production by year 1）
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図 2  炭材内装ペレットの還元メカニズム
������  Reduction mechanism of carbon composite pellet
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が進んでいると考えられる。
　　FexOy＋yC→xFe＋yCO（吸熱反応）  ……………（1）
　　CO2＋C→2CO（吸熱反応）  ………………………（2）
　　FexOy＋yCO→xFe＋yCO2（発熱反応）  …………（3）
　すなわち，鉄鉱石が溶融しない温度範囲では石炭やコ
ークス粉などの固体炭素と鉄鉱石の直接的な反応（式 1）
は少ないが，1,000℃以上の高温下においては，カーボン
ソリューションロス反応によるCOガス生成（式 2）と
COガスによる酸化鉄の還元反応（式 3）が炭材内装塊の
内部で連鎖的に進行する 2）。
　上記の還元反応に関しては，強い吸熱反応であるCO
ガス生成（式 2）が律速であるので 2），必要な熱を 1,000
℃以上の高温下で炭材内装塊内部に供給すること，すな
わちペレット表面への外部からの輻射伝熱およびペレッ
ト外周部からペレット内部への伝導伝熱を効率的に行う
ことが反応促進のポイントとなる。
　ここで，炭材内装塊の約半分の体積が石炭で占められ
るため，還元反応の進行に伴って空隙率が高くなり，
DRI の強度が低下する。装入された炭材内装塊が焼結化
するまでの温度に達するまでの間の強度がとくに弱くな
り，還元粉化が起こりやすい。
　粉化すると伝熱表面積は増加するが，発生したCOガ
スが還元に寄与せず炭材内装塊の外部に放出されやすく
なり，還元反応が進行しにくい。さらに，COガスによ
る外部との遮へい効果が小さくなり，還元後に再酸化し
やすくなる問題がある。したがって，炉内における還元
粉化を抑えることが重要となる。

2．FASTMET �プロセス

　RHFの炉床上に炭材内装塊を薄く敷いて静的に加熱
還元処理することは，上述の効率的な輻射伝熱と還元粉
化の抑制に有効であることから，ロータリーキルンやシ
ャフト炉で炭材内装塊を処理する方式に比べて有利であ
る。MIDREX 社の前身であるMidland Ross 社は，1960
年代初頭から炭材内装ペレットを RHFで還元するHeat 
Fastプロセスの開発に着手し，1965年に2t/hのパイロッ
トプラントを建設した。
　しかし，それらの時期は天然ガス価格が安かったこと
から，同社はMIDREX法を優先したため，Heat Fastプロ

セスの開発は中断され，商業化にもつながらなかった。
　その後，天然ガス価格が上昇したことを受け，1990 年
代に当社とMIDREX 社は共同で，RHFに炭材内装ペレ
ットを装入してDRIを製造するFASTMETプロセスの開
発を再開した。
　1992 年に米国ノースカロライナ州にあるMIDREX 社
テクニカルセンターに建造した160kg/hのパイロットプ
ラントで基礎実験を重ねた後，1995 年に当社加古川製鉄
所内に年産 16,000t 規模の実証プラントを建設した。
1998 年までの実証プラントの運転を通じて様々な鉱石，
ダスト，石炭の原料適用性の確認を行い，また，商業プ
ラントをにらんだ設計データを採取した結果，商業化に
めどが立った。なお，この実証プラントは，2001 年に加
古川製鉄所内のダスト処理を行う商業プラントとして改
造され，再稼動している。
　FASTMETのプロセスフローを図 3に示す。粉鉱石と
微粉炭を混合後ペレットまたはブリケットに塊成化し，
RHFの炉床上に1～2層になるように供給する。塊成化
方法は，パンペレタイザまたはボーリングドラムでの造
粒特性が優れている原料は球状ペレットとし，それ以外
の場合は回転成型機によるブリケット化を選択する。
塊成化された原料は，ドライヤにて予備乾燥された後，
RHFに装入される。ペレットやブリケットは RHF内に
て最高部分を 1,350℃以上の温度にて急速に加熱され，6
～12 分の滞留時間で還元されてDRI となって炉外に排
出される。炭材内装塊は炉床上に静置されて処理される
ため，粉の発生や排ガスへのダストの混入が少ない一方
で，高温での還元反応により金属亜鉛や金属鉛が排ガス
中に揮発分離される。
　還元反応により発生したCOガスは回転炉床炉内での
2次燃焼により有効活用されるため，排ガス中に未燃分
（COおよびH2）がほとんど含まれない。排ガス顕熱は
熱交換器にて回収された後，排ガスは冷却・清浄処理さ
れて大気中に放出される。ここで，炉内で揮発分離され
た亜鉛や鉛は再酸化・固化され，排ガス中のばいじんと
ともにバグフィルターにて除去される。
　以上のように，FASTMETプロセスは，ガスベース
DRI 製造プロセスの石炭ベース代替として，鉱石と石炭
からDRIを製造するプロセスとして当初から開発が進め
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図 3  FASTMETプロセスフローシート
������  Process flow sheet for FASTMET
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られてきた。しかしながら，製造されるDRI は石炭の灰
分由来で鉄分比率が下がること，および石炭由来の硫黄
分が高くなるといった問題があり，鉄鉱石からDRI を製
造するプロセスとしては商業化が進んでいない。
　一方，最近の資源・環境問題の観点から製鉄所内で発
生するダストのリサイクルが進められているが，高濃度
の亜鉛やアルカリ成分を含んだダストは既存の焼結・ペ
レット・高炉設備での再利用が困難で，そのリサイクル
が課題となっていた。FASTMETプロセスでは，製鉄ダ
スト中に含まれる亜鉛を粗酸化亜鉛として分離し，亜鉛
精錬原料としてリサイクルできるほか，鉄分はDRI とし
てリサイクルすることができる。こうした利点を生か
し，FASTMETプロセスは製鉄ダスト処理プロセスとし
て商業化が進んだ。
　現在は，製鉄ダスト処理プラントの商業機が 5基稼動
中で（表 1），いずれも，製銑および製鋼工程に向けた
DRI のリサイクルが行われている。
　DRI の形態としては， RHF に装入された塊のそのま
まの形で排出されるDRI と，輸送や保管時の強度と耐候
性に優れた熱間圧縮成型還元鉄（Hot Briquetted Iron）の
2種類がある。
　FASTMETプロセスによって製鉄ダストを処理した時
のDRIおよび2次ダスト（Zinc Dust）組成の一例を表 2 5）

に示す。高還元率のDRI と飛散ダスト（鉄分）の含有が
少ない高純度の粗酸化亜鉛が製造されており，製鉄ダス
トからの鉄源と亜鉛のリサイクルに寄与している。

3．FASTMELT �プロセス

　前述の通り FASTMETプロセスによって製造される
DRI には，使用する石炭由来の灰分と硫黄分が高くなる
問題がある。これに対し，RHFと溶解炉を組合せること
によってFASTMETプロセスで製造されるDRIをそのま
ま高温で溶解し，脱硫，スラグ分離を行って溶融鉄を製
造する FASTMELT プロセスが開発されている 6），7）。溶
解炉としては，電気アーク炉 6）に加えて，石炭と酸素を
供給して熱エネルギーを得る石炭式溶解炉 7）が適用でき
る。
　1995年にMIDREX社テクニカルセンターのFASTMET
パイロットプラントに電気式溶解炉が増設され（図 4），
それ以来，様々な原料を用いた FASTMET還元鉄の溶解
試験により高品質の溶銑製造とプロセスパラメータの採
取が行われた。
　石炭式溶解炉に対しては，2006 年に経済産業省からの
補助金で加古川製鉄所内に新設された年産 16,000t 規模
の実験プラント（図 5）により溶銑製造実験が行われた。
鉄鉱石やダストを原料として製造したDRIを高温のまま
溶解することにより表 3 9）に示す高品質な溶銑を，表
4 9）に示す炭材原単位にて効率的に製造できることが連
続操業にて確認された。
　RHFから排出される金属化率約 85％のDRI は，溶解
炉より高い位置に RHFを配置して溶解炉に直接落とし
込むか，あるいはHot transfer conveyor などによって高
温のまま溶解炉に装入される。DRI は電気アーク炉また
は石炭式溶解炉にて溶融され，石炭由来の灰分と硫黄分
はスラグ側に移行し，スラグを分離し清浄な溶銑が製造
される。溶解炉から発生する排ガスはCOを主成分とす
るため，回転炉床炉の燃料として使用する。
　FASTMELT は，近年塊鉱石やコークス製造用原料炭
の安定量の確保と価格高騰が問題になっているなかで，
粉鉱と一般炭から溶銑を製造することができる。
FASTMELT プラント商業機の溶銑生産量は年産 30～80
万 t で，電炉ミルへの鉄源供給のほか，高炉一貫製鉄所
での増産用補助鉄源として期待される。
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図 4  Midrex テクニカルセンター試験炉
������  Test furnace at Midrex technical center
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表 1  FASTMET商業プラント仕様
���������FASTMET commercial plant specification

(wt％)（1）Dry ball and DRI analysis

ZnSCFeOM.FeT.Fe

0.330.2911.117.74.350.0Dry ball

0.0090.440.216.956.272.9DRI

（2）Secondary dust (wt％)

T.FeZn

1.1163.4Dust

表 2  還元鉄と 2次ダストの組成
���������Anaysis for DRI and zinc dust



　また，類似規模の溶銑製造設備として最近主に東南ア
ジア地区で運転されているミニ高炉に比べ，副生ガスの
発生がなくエネルギー的に自己完結型で，原料の前処理
設備やユーティリティーなどの付帯設備が少なくてシン
プルな設備となるというメリットがある。

4．ITmk3 �プロセス

　1995 年に FASTMETプロセスの技術開発の過程で実
験炉（回転炉床炉）を高温で運転した際に，金属鉄とス
ラグが分離したDRI の生成が発見された。それを契機
に，炭材内装塊から粒鉄（アイアンナゲット）を製造す
る ITmk3 プロセスの研究が進められた。
　ITmk3プロセスは，FASTMETプロセスと同じくRHF
に炭材内装ペレットを装入するが，RHF内でDRIの溶融
域まで還元加熱してスラグを分離する 8），従来の炭材内
装プロセスとは異なるコンセプトをもとに開発された第
3世代の製鉄法と位置づけられている 5）。
　当社および国内外の協力研究機関による 1996 年以来
の基礎研究を経て，1999 年に当社加古川製鉄所内に建設
したパイロットプラントによりプロセスのコンセプトを
検証した。
　引続き，2002 年に米国ミネソタ州に建設を開始したパ
イロットデモプラントにより，連続運転の達成と商業プ
ラント建設のためのエンジニアリングデータを採取して
2004 年に実証試験を完了した。2009 年米国ミネソタ州
に年産50万トン規模の商業1号機の建設が完了し，2010
年 1 月より商業運転が開始された。パイロット，デモ，
商業プラントそれぞれの仕様を表 5に示した。
　ITmk3 プロセスは，FASTMETと同様に粉鉱石と微粉
炭を混合しペレタイザで炭材内装ペレットに造粒した
後，ドライヤで予備乾燥してRHFに装入する。炭材内装
ペレットを RHF内で 1,350 ～ 1,450℃に加熱すると，前
述したとおりCOガス生成とCOガスによる酸化鉄の還
元反応により金属鉄が生成されるとともに，金属鉄の浸
炭が進む。その結果，図 6 4）の状態図に示したように，
高炉に比べて低温かつ高速で鉄からスラグが分離し，溶
融鉄が粒状に凝集する。そして，凝集した溶融鉄とスラ
グは冷却されて RHF外に排出される。これら一連の反
応は8～10分で完了するが，鉄分とスラグは明瞭に分離
される 4）。
　ITmk3は適用原料のフレキシビリティが高いことに加
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図 5  FASTMELT 加古川パイロットプラント
������  FASTMELT Kakogawa pilot plant
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え，付加価値の高い製品が製造できることが大きな特長
である。製造される代表的なアイアンナゲットの品質を
表 6 4）に，外観写真を図 7 4）に示す。スラグフリーで鉄
分が高く適量なC分を含むアイアンナゲットは，良好な
化学性状を有するうえに，輸送・貯蔵時のハンドリング
特性や溶解特性に優れた物理性状を備えることから，転
炉や電気炉の製鋼工程用原料（鉄源）として生産性，原
単位，品質の向上に寄与することが期待される。

5．石炭ベース還元プロセスの展望

　鉄鋼業が直面している原料確保とCO2削減という課題
に対して，石炭ベース還元プロセスに期待される役割を
以下に展望する。
5．1　鉄鋼原料の確保

　2008 年の世界粗鋼生産量は 13.3 億 t，そのなかで中国
は 5億 tに達した。2002 年の世界生産量は 9.0 億 t，うち
中国は1.8億 tであったことから，この間に世界生産量は
約1.5倍，中国生産量は2.8倍になったことになる。これ
に伴い，鉄鉱石価格（日本CIF 価格）は，2002 年に＄20
～30/tのレベルであったものが2009年には＄100/tを超
えるまで高騰し，原料炭価格（日本CIF 価格）も 2002
年に＄50/t のレベルであったものが 2009 年には＄130/t
のレベルまで高騰した。
　2008 年の金融危機以降，直近の粗鋼生産量および価格
はともに落着きを取戻している。しかし，中長期的には
インドをはじめとした中進国が中国に続き，世界粗鋼生
産量のさらなる増加が予想される。鉄鉱石や原料炭は，
大手鉱山会社による寡占化が進んでいることから，世界
粗鋼生産量の増加に伴う原料需要増により将来的に適正
価格で必要量を確保できるか懸念される。
　さらに，現在広く利用されている高品位鉄鉱石（鉄分
60％以上）のほとんどが高品位のへマタイト縞状鉄鉱層
（Banded Iron Formation）から採掘されている。この鉄
鉱層は，鉄鉱石を埋蔵する堆積鉱床が隆起後に天水や火
成岩系熱水による富化作用を受けたもので，地球全体の
ごく一部分に過ぎず，いずれ枯渇していく傾向にある。
　今後は，低品位の堆積鉱床での採掘へと転換が進むも
のと予測されるが，低品位鉱石の選鉱処理によって鉄分
比率を上げることが必要となってくる。低品位鉱石の選
鉱時には，鉄と脈石の分離性を上げるべく鉱石の微粉砕
が必要となり，製品鉱石は極めて細かい粒度（－44μ＞
80％）となる。そのため，選鉱処理した微粉鉱石を高炉
で使用するには焼成ペレット化が必要であるが，焼成ペ
レット化の加工マージンは少額のため，プラントの経済
性が成り立つためには，スケールメリットを求めた大規
模なペレットプラントおよび港湾などのインフラ設備が
前提となる。その結果として，埋蔵量の少ない小規模鉱
山の粉鉱石の利用が遅れ，ますます大手鉱山会社の寡占
化が進むことが懸念される。
　それに対し，石炭ベース還元プロセスは微粉鉱石をそ
のまま使用できるため，ペレットプラントが不要で，小
規模鉱山を含む広範囲な微粉鉄鉱石に適用可能である。
とくに，ペレットプラントに比べて小規模である ITmk3
のプラントを小規模鉱山の山元に建設し，付加価値の高
いアイアンナゲットを生産するビジネスモデルにより，
今までは手のつかなかった低品位鉱石の利用が可能とな
る。米国ミネソタ州に建設した ITmk3商業 1号機も，鉄
源安定供給を求めた米国電炉メーカが，これまで高品位
鉱石が堀り尽された低品位鉱山を買取り，そこから産出
される低品位鉱から自社向けにアイアンナゲットを製造
するものである。
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表 5  ITmk3 のプラント仕様
���������ITmk3 plant specification

 96～97％Metallic Iron

2.5～3.0％Carbon

0.05～0.07％Sulfur

5～25mmSize

表 6  アイアンナゲット仕様
���������Iron nugget specification

図 7  アイアンナゲット外観
������  Iron nugget shape

図 6  Fe-C 状態図
������  Fe-C phase diagram
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　このように，当社石炭ベース還元プロセスの適用によ
り，低品位鉱山や小規模鉱山からの鉄源供給を促進でき
ることから大規模鉱山会社の寡占化を妨げることがで
き，鉄源の安定供給と適正価格維持に貢献するものと期
待される。
　一方，高炉コークスの原料となる粘結性のある原料炭
の可採埋蔵量は全体の 10％程度と言われており，枯渇が
心配されている。さらにCO2排出問題をはじめとするコ
ークス炉の環境負荷も問題となっている。とくに先進国
を中心に老朽化したコークス炉の更新・新設が困難とな
っている状況にあり，高炉コークスの供給はますますタ
イトとなる可能性が高い。このため，石炭ベース還元プ
ロセスは，一般炭の使用が可能でコークスレスの製鉄法
の一つとして注目されている。
5．2　スクラップの利用拡大によるCO2削減

　2009年9月に開催された国連気候変動首脳会合におい
て「2020年までに，日本はCO2排出量を1990年比で25％
削減することを目指す」と表明されたが，日本のCO2総
排出量の約 16％を占める鉄鋼業に対するCO2削減圧力
は今後ますます強くなると予想される。とくに製銑工程
は，鉄鋼業におけるCO2排出量の60％以上を占めている
とされ，製銑工程のCO2排出量の削減は重要となる。
　高炉での製銑・製鋼工程では，鉄鉱石を還元する際に
最も多くのエネルギーを消費しており，高炉－転炉法に
よって溶鋼1tを製造するのに約2tのCO2が排出される。
一方，スクラップを電気炉で溶解して溶鋼1tを製造する
のに排出されるCO2は約 0.5t と 1/4 である。したがっ
て，高炉－転炉法からスクラップベースの電気炉法へ転
換することがCO2削減に非常に有効となる。
　なお，近年，高炉－転炉法においてもスクラップが利
用されているが，利用量に制約がある。すなわち，高炉
では，炉頂での亜鉛の付着や原料装入装置でのスクラッ
プのハンドリングができないといった理由からスクラッ
プの利用には限度があると言われている。また転炉で
は，スクラップの溶解エネルギー補完の限界やスクラッ
プ中の不純物の問題があるため，転炉－高炉法のスクラ
ップ利用率は 10～15％程度にとどまっている。
　ここで，スクラップベースの電炉法はCO2削減に非常
に有効であるが，スクラップの品質と景気動向に大きく
左右される価格変動が問題となる。通常のスクラップ中
にはトランプエレメント（Cu，Snなど）が含まれており，
その含有量の増加が下流の連鋳・圧延工程での加工品質
に悪影響を与える。トランプエレメントは溶銑や溶鋼を
処理しても除去することができないことから，その含有
量をコントロールするには，清浄なスクラップを原料に
選ぶか，DRI や冷銑鉄などの清浄鉄源で希釈する必要が
ある。また今後，スクラップリサイクルニーズの高まり
によってスクラップ回収が促進される一方で，自動車加
工くずなどの清浄スクラップの発生量はそれほど増えな
いと見込まれる。このため，スクラップの清浄度はさら
に劣悪になると予想され，良質なスクラップの安定確保
が困難となる。
　以上述べたように，今後スクラップの利用が増えるに

従って，製品の品質確保とコスト維持のためにDRI など
の清浄鉄源の需要は確実に増えることが予想される。し
かしながら，現状のDRI生産の75％を占める天然ガスベ
ースDRI の供給量は，DRI 製造プラントの立地が天然ガ
ス産出地域に限られること，および原料がガスベース
DRグレードの高品位ペレットに限られ，供給量に限界
があることから，需要増に十分に対応できるが懸念され
る。
　そうしたなか，石炭ベース還元プロセスによるDRI や
清浄鉄源供給がその需給ギャップを埋めることによって
スクラップベース電気炉法への転換を促進し，その結果
として鉄鋼業のCO2排出量が大きく削減されるものと期
待される。
5．3　ダスト処理

　FASTMETによる製鉄ダスト処理は，廃棄されていた
ダストから貴重な鉄源を回収する一方で，CO2を削減す
る効果もある。
　すなわち，ダスト中の Fe 分は一部還元されて Fe や
FeOの形態となっており，その再利用によって還元エネ
ルギーが削減できる。さらに，ダスト中のC分も還元材
として再利用することによって石炭やコークスの使用量
が削減でき，その結果としてCO2排出量が削減される。
　ところで，今後，高炉－転炉法で利用されるスクラッ
プの量は大きく変わらないもののスクラップの品質低下
が予想され，製鉄ダスト中の亜鉛やアルカリ濃度も高く
なる。このため，ダストからそれらを分離してDRI と亜
鉛のリサイクルを可能にするFASTMETプロセスによる
ダスト処理の需要は増えると思われる。
　さらに，高炉－転炉法から電気炉法への転換により，
今後，電気炉発生ダスト量の増加が予想される。電気炉
ダストの一般的な組成は表 7 6）のとおりであるが，亜鉛
や塩濃度が高く鉄分が低いことから，有効利用されずに
埋立て処分されているケースが多いのが現状である。
　こうしたなか，電気炉ダスト処理に FASTMETプロセ
スを適用し鉄源と亜鉛を回収・リサイクルすることが望
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(wt％)（1）EAF dust analysis

ClSSiO2CaOCPbZnT.Fe

1～20.44～83～43117～1931～33Dust
＃ 1

5～70.4～0.63～52～43～61～326～2921～25Dust
＃ 2

(wt％)（2）DRI analysis

SSiO2CaOCPbZnM.FeT.Fe

0.69～135～85～110.10.7～2.440～4646～53Dust
＃ 1

0.6～1.08～146～123～150.1～0.61～435～4142～50Dust
＃ 2

(wt％)（3）Crude zinc oxide analysis

ClSSiO2CaOCPbZnT.Fe

5 ～ 80.40.1～0.20.1～0.2～0.13～464～70～0.2Dust ＃
1

9 ～ 160.2～0.50.1～0.20.1～0.8～0.14～657～62～0.7Dust ＃
2

表 7  電気炉ダスト，DRI，粗酸化亜鉛ダストの組成
���������EAF dust, DRI and crude zinc oxide analysis



まれており，当社においても，加古川製鉄所内の実験プ
ラントでの処理試験をはじめとして研究開発の段階は完
了し，商業プラントの建設が待たれている段階である。
5．4　グリーンエネルギーの活用

　FASTMET／FASTMELT／ITmk3プロセスは還元炭材
とバーナ燃料が必要である。ウッドチップなどのバイオ
マス由来のC分を還元材に活用すること，またはバイオ
マスやごみをガス化してそれを RHFのバーナ燃料ガス
として活用することによってでCO2排出量を削減するこ
とが技術的には可能である。
　都市部から発生する都市ごみや下水汚泥，産業廃棄物
を環境と調和した形でリサイクルするアイデアの一つと
して，それらを原料にDRI 源を製造することを社会全体
の中の仕組みとして取組むことで実用化が期待できる。
　また，ITmk3 のプラントを鉱山の山元に建設し，その
周囲の広大な土地を利用して栽培した再生可能なバイオ
マス（Renewable Energy）を原料として還元鉄源を製造
することも考えられる。

むすび

１）良質な鉄鉱石や原料炭が枯渇し，安定確保が困難と
なっていくなか，コークスレスで原料性状に対する制
約の少ない石炭ベース還元プロセスは，製鉄原料の多

様化を推し進めることが期待される。その結果，大手
鉱山の寡占化に歯止めをかけることができ，鉄鋼原料
の安定確保につながる。
２）石炭ベース還元プロセスによる清浄鉄源の安定供給
が，今後品質が劣悪化すると予測されるスクラップの
緩衝材としての役割を果たし，鉄鋼業のスクラップベ
ース電気炉法への転換を促進する。その結果，鉄鋼業
のCO2排出量の削減が期待できる。

３）鉄鋼業から排出されるダストのみならず，一般社会
から発生するごみや廃棄物およびバイオマスが活用で
きるDRI 製造技術の開発により，地球環境と調和した
製鉄業の持続的存続への貢献が期待できる。
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まえがき＝ ITmk3（アイティーマークスリー）は比較的
低温で，急速に還元・浸炭・溶融・スラグ分離を行う製
鉄プロセスの総称である。
　現在の製鉄の主流である高炉法を第 1世代，MIDREX �

法に代表される直接還元製鉄法を第 2世代とすると，
ITmk3は従来とは全く異なるコンセプトのもとに開発さ
れた第 3世代の製鉄法：Iron making Technology Mark 3
と位置づけられる。ITmk3 は一連の反応を約 10 分で完
結し，高炉内の原料の滞留時間が 8時間，MIDREX 法の
シャフト炉内の滞留時間が 6時間に比べるとその反応の
速さが分かる。

1．新製鉄法開発の背景

 　高炉法は粘結炭から製造されるコークスを使用し，
鉄鉱石は焼結鉱に加工するといった事前処理が必要で，
高炉を有する一貫製鉄所では日産 1万トン規模に大形化
することによって効率を高めてきた。そのため，原料を
はじめとする資源に対する柔軟性や生産に対する弾力性
を欠くことになった。また，直接還元製鉄法は天然ガス
を使用するプロセスであることから，その立地は安価な
天然ガスが産出する地域に限られることになる。
　これに対し，資源として豊富な粉鉱石と一般炭を原料
として利用するプロセスが着目され，1980 年代に溶融還
元製鉄法をはじめとする新しいプロセス開発への挑戦が
始まった。このなかで当社および当社の米国子会社であ
るミドレックス社は，粉鉱石と石炭を混ぜて塊成化し，
加熱することによって還元鉄を製造する FASTMET�プ
ロセスを実用化した。
　1995 年，このプロセスを開発する過程において，10 分
程度の短時間の加熱であっても金属鉄とスラグが分離す
る現象を見いだした。この反応原理をプロセスとして構
築したものが本稿で解説する新製鉄法 ITmk3 である。

Fe-C系状態図を用い，ITmk3の操業範囲を他の製鉄プロ
セスと比較した（図1）。高炉法（図中のBF部）では1,500
℃ 近い温度で炭素飽和の銑鉄を製造するのに対し，
ITmk3 は，高炉より低温で高純度の金属鉄を製造する。

2．基礎研究

　当社は1996年より新製鉄法の研究を開始し，当時の鉄
鋼技術研究所（現加古川製鉄所・技術研究センター）の
チューブ炉において，低温で急速に金属鉄が生成し，ス
ラグが分離する現象が確認された。図2にチューブ炉内
の状況を示す。国内外の研究者も交えて検討を続けた結
果，これは新しい製鉄現象の発見であるとの結論に達
し，ITmk3 と名付けられた。
　海外も含めた大学との産学共同研究が始められ，より
大規模での実験を行うためのボックス式加熱炉を鉄鋼技
術研究所に設置した。図3にボックス炉から取出した高
温サンプルを示す。金属鉄は橙色を，スラグは暗橙色を
呈しており，金属鉄とスラグが分離している様子が分
る。東北大学および東京工業大学では，この新しい製鉄
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The ITmk3 Process which produces high-quality pig iron product (ITmk3 Iron Nuggets) from iron ore fine 
and coal fine was developed based on a unique concept of iron ore/carbon composite technology. The 
development started in 1996, followed by test operations at a pilot plant and large-scale pilot plant. The first 
commercial plant was constructed in the U.S. and has started producing ITmk3 Iron Nuggets. This article 
outlines the history of the development, the features of the process, the product, and the future outlook.
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図 1  各種製鉄法の操業範囲
������  Operation region of iron making processes
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現象における反応機構を解明する研究が進められ
た 1），2）。英国サリー大学では，多段加熱式の大形ボック
ス炉が設置され，加熱方式に関する研究が進められた
（図4）。ドイツのマックスプランク研究所では，反応の
数式モデル化が検討された 3）。
　鉄鉱石と石炭の反応式そのものは，以下に示したよう
に一般的な製鉄法と変わりがない。
　　FexOy＋yCO＝xFe＋yCO2  …………………………（1）
　　CO2＋C＝2CO  ………………………………………（2）
　　C（s）＝ C（浸炭）  ……………………………………（3）
　　Fe（s）＝ Fe（l）（溶融）  ………………………………（4）
　FASTMETでは反応（1），（2）が進行するのに対し，
ITmk3 は，これらに（3），（4）を加えて発展させ，金属
鉄とスラグを分離させるものである。
　鉄鉱石やコークスなどサイズの大きな原料を利用した
高炉法あるいは直接還元製鉄法と比較すると，新製鉄法
では鉄鉱石と石炭が微粉で混合・近接しているため反応
が比較的速く進むことは考えられる。しかしながら，こ
こまで急速な反応を説明することはできない。
　鉄鋼技術研究所のボックス炉においては，代表的な鉄
鉱石・石炭各 4種類を選定し，それらの組合せにおいて
も同様の現象が起こることを確認した。さらに，原料，
温度，炉内雰囲気などによる反応への影響を調べる研究
が進められた。また，還元・溶融・スラグ分離の各段階
における還元鉄の断面調査を行うことにより，反応機構
の解明を進めていった。図5に断面調査の例を示す。加
熱開始 3分後では，粉鉱石と石炭を混ぜた塊成物の内部

で還元が進むものの外観に大きな変化は見られなかっ
た。5分後では，一部の金属鉄とスラグが溶融・分離し始
め，6分を経過する頃には塊成物全体が急速に溶融して
金属鉄とスラグが大きく分離し始めた。9分後には両者
は完全に分離した。サリー大学においては，多段式ボッ
クス炉の利点を生かして還元・溶融それぞれの反応を個
別に制御し，反応の最適化を進めていった。
　反応機構のなかでもとくに，急速な浸炭現象は従来の
ガス浸炭，固体浸炭のみでは説明できず，その新しい浸
炭現象の解明には多くの時間が費やされた。還元鉄プラ
ントのシャフト炉と異なり，ガス浸炭の寄与は少ないと
考えられている。最近の東北大学の研究では，液相スラ
グを介した浸炭現象が発見され 2），固体浸炭とともに急
速な浸炭現象に寄与しているものと考えられる。
　鉄鋼技術研究所のボックス炉では，現在までに 100 種
類を超える多様な原料のテストが行われ，ITmk3 の原料
に対する柔軟性が確認された。また，結晶水を多量に含
んだ鉄鉱石，オイルコークス，改質褐炭などもテストさ
れ，低品位原料に対する適応性も確認された。

3．新製鉄法の実用化

3．1　パイロットプラント

　基礎研究と並行して，新しい浸炭現象を利用した新製
鉄プロセスの実用化が開始された。様々なプロセスが検
討されたなか，1998 年，最も早く実用化できる可能性の
ある粒鉄製造プロセスの採用を決定し，パイロットプラ
ントの設計に着手した。理想的な条件下で反応が行われ
るボックス炉と異なり，パイロットプラントでは解決す
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図 2  チューブ炉内
������  Inside view of tube furnace

図 3  ボックス炉から取出した高温サンプル
������  Hot samples of a box type furnace test

図 5  ITmk3 プロセスの反応機構
������  ITmk3 reaction mechanism

3min 5min 6min 9min

図 4  サリー大学実験炉
������  Test furnace at Surrey University



べき多くの検討課題が挙げられ，プロセス開発が開始さ
れた。
　粒鉄製造プロセスのフローを図6に示す。大きく分け
てつぎの 4つの単位操作で構成される。
　１）鉄鉱石・石炭を主原料とする塊成化（青色部）
　２）還元溶融（赤色部）
　３）金属鉄とスラグの分離（緑色部）
　４）排ガス処理・熱回収（黄色部）
　パイロットプラントでは，ITmk3 の特徴である急速な
反応を利用するため，反応炉には輻射加熱の容易な回転
炉床炉が選定された。また，溶融還元製鉄法において
は，溶融した後に還元反応が進むことによってFeOが耐
火物を浸食することが懸念される。これを避けるため，
還元反応を完了させたのちに溶融を起こす還元溶融法が
採用された。
　回転炉床炉においては，バーナを用いた加熱・燃焼ガ
スの炉内還元雰囲気への影響が懸念された。このため設
計段階では，機械研究所において数値流体力学
（Computational Fluid Dynamics，以下 CFDという）に
よるシミュレーションを実施し，炉内の温度，ガス流れ，
ガス性状分布などを検討することによって回転炉床炉設
計の最適化を図った（図 7）。
　炉床の上で連続的に原料を溶かして金属鉄を作ること
には技術的な課題が多い。いったん溶けてスラグと分離
された金属鉄は，冷却固化して炉外へ排出される。これ
によって炉床耐火物は昇温・冷却を短時間で繰返し受け，
厳しい熱応力にさらされる。また，炉床上で反応が行わ
れるため，スラグの浸食にも耐えられなければならな
い。そこで数十種類の耐火物が候補に挙げられ，選定の
ための実験が繰返された。まず，繰返し熱応力は，耐火
物メーカの実験炉を用い，急速加熱・冷却の繰返し実験
によって確認した。また，スラグ浸食に対しては，ボッ
クス炉を用いて実験を繰返した。これらの実験に基づ
き，炉床耐火物が決定された。
　炉床耐火物の選定は非常に重要ではあるが，これだけ
では粒鉄連続製造は成立たない。炉内への原料の投入・
排出を含め，炉床を健全に維持する技術がこのプロセス
のキーとなる。この技術もボックス炉を用いて研究さ
れ，パイロットプラントの操業に備えた。
　冷却固化されたとはいえ，非常に高温の粒鉄を炉内か

ら取出す装置の設計も困難を極めた。複数の方式が検討
され，高温の鉄を扱う装置を多く手がけてきた当社機械
エンジニアリングカンパニー・圧延機設計グループによ
って排出装置の設計が行われた。また，装置の材質選定
には当社材料研究所の協力を得た。
　当プロセスの開発・設計に着手してから 1年足らずの
1999 年 6 月，加古川製鉄所内に年産 3,000 トン規模の小
形パイロットプラントの建設を開始した。8月末に実験
運転を始め（図 8），9月より操業を開始したが，まずは
還元鉄の製造を行い，所定の還元度 90％以上の還元鉄が
得られることを確認した。つづいて，還元鉄製造条件よ
りさらに炉の温度を上げて，初めての粒鉄製造に成功し
た。当初は 1日 6時間程度の連続操業を繰返して，原料
配合，ヒートパターン，炉内雰囲気，炉内滞留時間など
の調整を行い，最適な操業条件を探った。生産性向上，
粒鉄品質向上などの模索も続いた。幸い，6時間程度の
連続操業では懸念された炉床の問題は起こらず，また，
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図 7  回転炉床炉 CFD解析例
������  CFD analysis result of rotary hearth furnace 

図 8  加古川パイロットプラント
������  Small pilot plant in Kakogawa Works

図 6  プロセスフロー
������  Process flow



大きな機械的不具合もなく実験は順調に続けられた（図
9）。
　11 月後半，さらなる長時間連続操業に入った頃，炉床
上に溶鉄の溜まりができ始め，徐々に大きくなっていっ
た。大きくなった溶鉄は冷却固化できる状態ではなく，
新たな技術の開発が必要となった。
　炉内を観察し，炉床の変化を調査した結果，2000 年 4
月に新炉床維持技術を開発し，パイロットプラント第 1
キャンペーンは終了した。
　2000 年後半には第二キャンペーン操業を実施し，共同
開発パートナーの見学に供するとともに，さらなる長期
間連続操業にも挑戦することとした。
　このキャンペーンでは改良した炉床維持技術を採用
し，安定して連続操業の目標を達成することができた。
粒鉄製造を続けながら定期的な炉床補修を行うことによ
り，連続操業を可能にした。この方法を採れば連続操業
に理論的な限界はなくなり，実用化へのさらなる前進と
なった。この間，つぎの大形パイロットプラントの設
計，操業につながるデータ採取も行われた。
　実験操業と並行して，共同開発パートナー候補の見学
を受入れた。そのなかでもとりわけ強い興味を示したの
が，米国ミネソタ州鉱山局・北米最大の鉱山会社である
クリーブランドクリフ社・米国電炉第 2位のスティール
ダイナミックス社連合であった。鉱山分野の活性化を目
指すミネソタ州鉱山局およびクリーブランドクリフ社，
そして安定した鉄源の確保を望むスティールダイナミッ
クス社，これら三者のねらいが一致し，共同で開発パー
トナーとなることを望んできた。
　2002 年 3 月，クリーブランドクリフ社がミネソタ州に
保有するノースショアマイニング選鉱ペレット工場の一
角に大形パイロットプラントを建設することが決まっ
た。共同開発の役割分担は，当社が技術の提供・パイロ
ットプラントの設計，クリーブランドクリフ社が鉄鉱石
の供給・操業要員の提供，スティールダイナミックス社
が，製鋼原料としての製品粒鉄の使用・評価，ミネソタ
州鉱山局が開発資金の提供というものであった。その
後，エネルギー効率に優れた製鉄法の開発ということか
ら，米国エネルギー省の資金提供も受けられることにな
った。
3．2　大形パイロットプラント

　2002 年より大形パイロットの設計が始まり，詳細設計
にはミドレックス社の協力を得た。心臓部となる回転炉

床炉は加熱炉として多くの実績があり，大形炉では直径
50m×炉床幅 7m程度の実績があった。商業 1号機のサ
イズがこの実績に近いものになるように考慮し，パイロ
ットプラントで得られた生産性を元に，商業 1号機の目
標を年産 50 万トンクラスとした。
　パイロットプラントを大形化すればするほど，その後
の商業機へのスケールアップ時のリスクは低減される
が，その開発コストは膨大になるため，大形パイロット
プラントの設計においてはサイズの最適化が求められ
る。
　この大形パイロットプラントの回転炉床炉サイズ決定
にあたっては，以下の 2点を重要視した。
　１）当プロセスでは，内装炭材から生成されるCOの

2次燃焼がエネルギー効率および炉内還元雰囲気
に大きく影響するため，粒鉄トン単位あたりの炉
内投入エネルギー量（炉内ガスボリューム）と生
産量の相関をとり，その屈曲点となる年産 25,000
トンを採用した（図10）。

　２）当プロセスのキーは炉床維持技術であり，炉床幅
は重要なファクタとなる。大形回転炉床炉で実績
のある炉床幅 7ｍに対し，商業機への無理のない
スケールアップとして 3－ 4倍に抑えることを目
標とした。また，加古川パイロットプラントの炉
床幅からも同様のスケールアップレベルとなるよ
う，炉床幅を 2mと設定した。
　また，炉のプロファイル決定にあたっては，加
古川パイロットプラントの操業結果をフィードバ
ックすることにより，さらに適正化したCFDモ
デルを駆使した。

　この開発はプロセス開発であることから，設備リスク
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図 9  加古川パイロットプラントの炉内反応状況
������  Inside views of RHF at small pilot plant in Kakogawa Works
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図10  生産規模と消費エネルギー
������  Production size vs. energy consumption
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は最小限に抑えたかった。このため，大形パイロットプ
ラントに採用する設備には，工業的実績があることに加
え，商業機のサイズになっても同様の設備が入手できる
ものをできる限り採用する方針とした。その結果，還元
溶融炉への原料投入・排出設備のみが当プロセス専用設
計とされたが，そのほかの設備は工業的実績が十分にあ
るものを採用した。
　プロセスフローは加古川パイロットプラントと基本的
に同じであるが，炉から製品として排出された粒鉄とス
ラグの分離処理においては，加古川ではバッチ的に行っ
ていたものを，大形パイロットプラントでは連続処理と
した。
　2002 年 6 月より建設が始まり，2003 年 5 月に完成，火
入れを行った。加古川パイロットプラント同様，まず高
金属化率の還元鉄を製造し，2日目には粒鉄の製造に成
功した。その後2004年8月まで，15カ月の大形実証運転
を実施した（図11）。
　実証運転は以下の 4つのキャンペーンで構成された。
　１）炉床維持技術の最適化
　２）生産性向上，粒鉄品質の向上
　３）燃料原単位向上（二次燃焼の最適化）
　４）性能テスト
　各キャンペーンの間ではさらなる性能向上を図る改造
を行った。メーカ製造工程における炉天井耐火物サポー
トアンカータイルの焼成不足のため，耐火物が脱落する
トラブルに見舞われたが，それを除けば実証運転は順調
に推移し，プロトタイププラントにもかかわらず，プラ
ントの稼働率 91－94％の長期操業を達成した。
　キャンペーン中に 2回の公式環境測定が実施された
が，従来の製鉄法と比較して環境に優しい製鉄法であ

り，エネルギー効率が高いことも実証された。これらの
優れた点はミネソタ環境局 4）およびエネルギー省によっ
ても確認された。
　ここで，当プロセスの主な特徴を以下に示す。
・プロセスがシンプル
・低品位原料（粉鉱石・一般炭）が直接使用できる
　（焼結設備，コークス設備が不要）
・エネルギー効率が高い
・環境負荷が小さい
・生産調整，発停が容易である
・設備費が安い
・構成設備のほとんどが実績のある工業設備であり，
信頼性が高い
・製鉄プロセスであるにもかかわらず，溶鉄のハンド
リングがなく，鉱山会社のオペレータでもペレット
プラントと同等のレベルで容易に操業できる

　大形パイロットプラントで製造された粒鉄（図12）は，

33神戸製鋼技報/Vol. 60 No. 1（Apr. 2010）

図11  実証プラントの回転炉床炉
������  Rotary hearth furnace (RHF) at large pilot plant

(a) 回転炉床炉外観�
(a) Outside view of RHF

(b) 回転炉床炉内（還元ゾーン）の様子�
(b) Inside views of RHF (reduction zone)

(c)回転炉床炉内（冷却ゾーン）の様子�
(c)Inside views of RHF (cooling zone)

図12  アイアンナゲット
������  Iron nugget product



米国大手電炉において薄板，厚板，特殊棒鋼の製鋼原料
として使用され，好評を得た。電炉での粒鉄の溶けやす
さが功を奏し，従来使用されていた清浄鉄源である銑鉄
よりも 5－ 8％の生産性アップを実現し，製鉄法として
のみならず，製品粒鉄の優位性を実証することにもなっ
た。将来的には粒鉄の電炉への連続挿入が計画されてお
り，製鋼工程におけるさらなる生産性アップ，およびエ
ネルギー原単位の低減に寄与するものと期待されてい
る。
　ここで，粒鉄の特徴を以下に示す。
・2－4％カーボン含有鉄
・製鋼に不適な銅，ニッケルなどの不純物を含まない
清浄鉄源

・比重が大きい
・低融点で伝熱も良く溶けやすい
・製鋼炉への連続装入に適したサイズ
・ハンドリングが容易なサイズ
・還元鉄・HBI（Hot Briquette Iron）のように還元が
未完でない

・還元鉄・HBI のように再酸化・発火することがない
・還元鉄・HBI のように脈石成分を含まない

　なお米国では，粒鉄は金塊になぞらえてアイアンナゲ
ットと呼ばれている。
3．3　商業機建設

　大形パイロットプラントの成功を受け，直ちに商業 1
号機建設計画が進められた。スペリオル湖の北 100km
には北米最大のメサビ鉱山群が東西に広がっており，数
多くの選鉱ペレット工場が立地している。そのなかの一
つであり，鉄鋼不況で 2002 年に閉山した LTV社選鉱ペ
レット工場跡を候補地とし，商業機建設のための環境許
可を進めることとした（図13）。
　2007 年，好況になってきた鉄鋼需要を背景に，スティ
ールダイナミックス社が自社製鋼用清浄鉄源の安定確保
のため，粒鉄年産 50万トンの商業 1号機建設を決断し，
当社と共同出資での建設を決定した。当社はプロセスラ
イセンスの供与やエンジニアリング，主要機器の供給お
よび指導員の派遣などを行っている。一方，スティール
ダイナミックス社は生産される粒鉄の全量を引取り，自
社の電炉工場で鉄源として使用する計画である。商業機
は 2007 年 6 月に建設を開始し，2010 年より生産運転を
開始した（図14）。

　また，米国ミシガン州において，共同開発パートナー
の一つであったクリーブランドクリフ社（現クリフスナ
チュラルリソース社）と共同で商業機の建設を計画して
おり，現在，環境許可申請を行っているところである。
その他，カザフスタン，インド，ウクライナなど，多く
の国で商業機の計画が進められている。

4．ビジネスモデル

　粒鉄製造プロセスは，鉱山に隣接した地域での立地に
適している。主原料である鉄鉱石を，従来のペレット工
場のような操業方法で非常に付加価値の高い粒鉄に変え
ることができる。さらに，鉄鉱石やペレットに含まれる
不要な酸素や脈石成分が取除かれ，製鋼に必要な鉄分の
みが製品として鉱山から出荷できることになる。不要な
酸素や不純物（重量で40％）を輸送することもなく，輸
送時に排出するCO2を大幅に削減することができる。ま
た，粒鉄を受入れる製鋼工場においては，不要なスラグ
の発生やその処理コストが削減できる。
　米国では，電炉製鋼の比率が 63％と高炉・転炉製鋼
を大きく上回っており，高級鋼への進出も進んでいる。
一方，電炉の主原料となるスクラップの品質は年々劣化
してきており，清浄鉄源の確保は電炉製鋼にとっての重
要な課題となってきている。一方，銑鉄やHBIに代表さ
れる清浄鉄源は，ベネズエラ，ブラジル，ウクライナ，
ロシアなどの国々からの輸入に頼っており，米国電炉は
供給の不安定と大きな価格変動に悩まされている。米国
におけるこれらの問題は，粒鉄製造プラントの普及によ
って解決するものと期待されている。
　米国では，鉱山のほとんどが北端の五大湖北メサビ鉱
山群に位置しており，鉄鋼メーカも多くが五大湖周辺に
立地している。一方，現在輸入されている鉄源は，南端
のニューオーリンズから荷揚げされ，高い輸送コストを
かけてミシシッピ川を上り，五大湖周辺の鉄鋼メーカに
届けられている。現在，年間 1千万トン程度の清浄鉄源
が輸入されているが，メサビ鉱山群を中心として五大湖
周辺に粒鉄製造プラントが普及すれば，スクラップも含
めた輸入鉄源の多くが粒鉄に置換えられるものと期待さ
れている。
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図13  商業機建設場所
������  Location of commercial plant

図14  ホイットレイクスの商業機
������  Commercial plant at Hoyt Lakes



　粒鉄および粒鉄製造プラントが鉱山・製鉄業界にもた
らすメリットを以下に示す。
１）鉱山業界
・従来製品の鉄鉱石・ペレットに対し，非常に付加価値
の高い製品粒鉄を作ることができる

・従来の顧客であった高炉一貫製鉄所に加え，電炉に顧
客を広げることができる

・低品位鉱石が利用でき，鉱山の延命につながる
・小規模鉱山でも採算が取れる。
２）電炉業界
・製鋼過程における生産性，エネルギー効率がアップで
きる

・清浄鉄源を安定して確保できる
・さらなる高級鋼製造への転換を図ることができる
・製鋼工場内に粒鉄製造プラントを設置することによっ
て高温粒鉄を利用することができ，さらにエネルギー
効率を高めることができる

３）高炉業界
・コークス炉，焼結炉など環境負荷の高い設備が不要
・低品位原料が利用できる
・小規模投資で製鉄ができる

・生産調整に容易に対応できる
・海外で粒鉄を製造することにより，CO2オフセットが
できる
・鉄鉱石・ペレットに比し，輸送コストや輸送にかかわ
るCO2排出が低減できる
・鉄鉱石・ペレットに比し，不要なスラグの発生がない

むすび＝ ITmk3 の実用化はまだ始まったばかりである。
高炉が 100 年以上の歴史のなかで発展を遂げてきたよう
に，ITmk3 も，粒鉄製造プロセスへの適用のみならず，
溶銑製造プロセスや極低温製鉄プロセスなどへの幅広い
発展が期待される。当社では今後ともその研究開発に取
組んでいく考えである。
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まえがき＝回転炉床炉（Rotary Hearth Furnace,以下RHF
という）により鉄の還元を行う試みは，当社米国子会社
MIDREX 社の前身であるMidland Ross 社により，炭材
を内装化したペレットをグレートで予熱し，RHFで事前
還元後シャフトクーラで冷却を行うHeat Fast プロセス
として 1960 年代に世界に先駆けて着手された。1965 年
にはパイロットプラントを建設し 1966 年までテストが
行われた。しかし，同時期にMidland Ross社において行
われていた天然ガスを用いた直接還元プロセス，すなわ
ちMIDREX�法の開発が当時の天然ガス価格を考慮した
経済性から優先されたため，Heat Fast の商業化は実現
しなかった。
　その後天然ガス価格の上昇を受け，1990 年代に当社と
MIDREX 社との共同で RHFを用いた還元鉄製造の開発
を再開した。1995 年には加古川製鉄所に実証プラント
を建設して実証運転を重ね，商業化に向けた FASTMET
プロセスを確立した。
　2000 年には，製鉄所の製造工程で発生する製鉄所ダス
ト190,000t／年をFASTMETプロセスで還元し，再利用
するプラントを新日本製鐵㈱広畑製鐵所向けに商業機の
第 1号として納入した。
　さらに2005年に同じ規模の2号機を同製鐵所に納入し
たが，この実績により FASTMETプロセスは，製鉄所で
発生するダストを効率よくリサイクルできるシステムと
して，財団法人クリーン・ジャパン・センター　資源循環
技術・システム表彰大臣賞を受賞した。
　2008 年および 2009 年には処理規模 190,000t ／年のプ
ラント 2基を新日本製鐵㈱広畑製鐵向け 3号機，および
JFE スチール㈱西日本製鉄所（福山地区）向け 1号機と
してそれぞれ納入した（表 1）。以下に，これらのプラン
トの紹介と FASTMETプロセスの概要について述べる。

1．FASTMET プロセスの特徴

　FASTMETプロセスは，天然ガスからの改質ガスで行
われるガス還元と異なり，加熱還元処理するにあたって
鉄鉱石または製鉄所ダストから成る塊成化物に炭材を内
装し，急速加熱することで還元反応の高速化を実現する
というシンプルかつ独創的なプロセスである。また，塊
成化物を炉床に 1～ 2層に敷き詰め，輻射熱で加熱を行
うことにより，燃焼炉内であるにもかかわわらず，酸化
ポテンシャルをもった燃焼排ガスによる塊成化物の酸化
を防ぐという点においても極めて特徴的である 1）。とく
に炉全体としては，ほぼ完全燃焼する空気比で燃焼させ
ることが可能で，塊成化物への効果的な加熱・還元と効
率的な燃焼を同一炉内で具現化するという効率的なプロ
セスである。加えて，塊成化物に内装された炭材から発
生する可燃性ガスをその上部において 2次燃焼させるこ
とから，高温燃焼炉にもかかわらずNOxの排出が極めて
少ないことも FASTMETプロセスの特長である。
　製鉄所ダストなどをその原料とした場合，燃焼時にダ
イオキシンを生成するケースがあるが，FASTMETでは
炉内温度を 1,300℃以上の高温にするためダイオキシン
の生成が抑制される。また，排ガスを冷却する際，燃焼
時に分解されたダイオキシンが再合成される温度域を急
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＊資源・エンジニアリング事業部門　新鉄源本部　技術部　＊＊Midrex Technologies, Inc.

FASTMET�プロセス

Features of FASTMET� Process

Over the past 10 years, Kobe Steel and its Midrex, subsidiary company in USA, have been developing the 
FASTMET Process. This process enables the conversion of metallic oxides from either steel mill waste or 
iron ore fines, into metallized iron in a rotary hearth furnace (RHF) using solid carbon sources, such as coal, 
as the reductant. Since 2000, the current commercial operations have enabled steelmakers to deal with 
metallic waste problems. In 2009, Kobe Steel successfully supplied two new FASTMET plants each with 
190,000 t/h capacity. One is the third plant for Nippon Steel Hirohata Works with the first FASTMET-HBI 
process, and the other is the first plant for JFE Fukuyama Works which produces DRI as supplemental 
source for blast furnaces.

■特集：新鉄源・石炭 FEATURE : New Iron and Coal

（解説）

堤　博文＊

Hirofumi TSUTSUMI
吉田昌平＊

Shohei YOSHIDA
鉄本理彦＊＊

Masahiko TETSUMOTO

Capacity
(t/y)StartupPlant

14,0002001 Apr.１）Kobe Steel Kakogawa Works FASTMET 
190,0002000 Mar.２）Nippon Steel Hirohata Works FASTMET No.1
190,0002005 Feb.３）Nippon Steel Hirohata Works FASTMET No.2
190,0002008 Dec.４）Nippon Steel Hirohata Works FASTMET No.3
190,0002009 Apr.５）JFE Steel West Japan Works (Fukuyama) FASTMET No.1

表 1  FASTMETプラント実績
���������Supply list of FASTMET plant



速に冷すことによって再合成を防止している。
　FASTMETプロセスは RHFを用いて石炭内装塊成物
を還元する方式である。得られる還元鉄は，独創的なプ
ロセスによる高生産性・高還元率により，高炉への供給
はもちろんのこと，溶解炉への直接供給をも可能として
いる。
　FASTMETプロセスの標準的なプロセスフローを図 1
に示す。FASTMETプロセスでは粉鉱石または酸化鉄を
主成分とした製鉄所ダストと粉状の石炭をミキサで混合
後，ペレタイザまたはブリケッタでペレットまたはブリ
ケットに塊成化し，乾燥機で乾燥した後RHFの炉床上に
1～ 2層になるよう供給する。
　ペレットやブリケットを炉内に供給する際，炉内と外
気との遮断を確実に行い，かつ供給する量を精度よく制
御する必要がある。FASTMETでは，炉の大きさに合せ
て配列数を調整できるフィードパイプ方式を採用するこ
とによってその両立を可能としている2）。また，1～2層
に均一に敷詰めるにあたっては，スクリュー式レベリン
グ方式を採用している 3）。
　炉床上に並べられたペレットやブリケットは，当社固
有技術である急速加熱法 1）にて 1,350℃の高温で急速に
加熱する。このとき，石炭に含まれる炭素の働きによる
式（1）のような還元反応が進む。8～16 分の滞留時間で
還元鉄（Direct Reduced Iron，以下DRI という）となっ

て 1,200～1,000℃の温度で炉外に排出，あるいは下流工
程に供給される（図 2）。
　　Fe2O3＋ 3C ＝ 2Fe ＋ 3CO
　　Fe3O4＋ 4C ＝ 3Fe ＋ 4CO
　　Fe2O3＋ 3CO＝ 2Fe ＋ 3CO2
　　Fe3O4＋ 4CO＝ 3Fe ＋ 4CO2　

  …………………（1）

　　FeO＋ CO＝ Fe ＋ CO2
　　ZnO＋ CO＝ Zn ＋ CO2　　  
　高温のDRI を炉外に排出するための機構および操作
は，移動床型還元炉の操業方法 4）を採用することにより
安定した連続操業を実現している。また，高炉法とは異
なり，生産量の調整に加えて，操業の開始停止を比較的
自由に行うことができ，実需に合せた操業をも可能にし
ている。
　炉外に排出したDRI は，輸送用のコンテナを用いて溶
解炉へ供給するか，あるいは，冷却した後DRI 形状のま
ま高炉に供給することが選択できる。
　通常，還元されたDRI はその還元プロセスで生じる気
孔を多数有する。このため，長期間大気中に暴露された
状態が続くと再酸化によってその金属鉄が酸化鉄に変わ
り品質を損なうことになる。DRI を溶解炉あるいは高炉
原料としてすぐに使用しない場合は，圧密塊成化して
HBI（Hot Briquette Iron）にすることによって再酸化を
防止することができ，品質を損なうことなく長期保管が
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図 1  FASTMETプロセスの標準的なプロセスフロー
������  FASTMET process flow
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図 2  FASTMETプロセスの炉内反応概要
������  Schematic drawing of reduction in FASTMET furnace

2CO＋O2＝2CO2

CH4＋2O2＝CO2＋2H2O

Heat

DRI

Discharger

Cooling
1,000-1,2001,200-1,400700-1,200

Feeder

Burner

Hearth

Heat
Heat

Zn

2ndary�
 Combustion

Reduction Time：8～16min

Fe2O3＋3CO＝2Fe＋3CO2�
FeO＋CO＝Fe＋CO2�
ZnO＋CO＝Zn＋CO2�
CO2＋C＝2CO

CO gas

Zn＋CO2＝ZnO＋CO
Crude Zinc�
OxideCombustion�

Air

Fuel
CH4 etc



可能となる。HBIの状態で保管した後で溶解炉または高
炉に供給することは可能であり，またHBIの状態での輸
送や外販も可能である。
　FASTMETプロセスで製造される還元鉄をペレット／
ブリケット状のDRI の状態で使用するか，あるいはHBI
設備を設けてHBI化して使用するかは，上述のとおり製
品（鉄源）の用途と保存期間を考慮して決定する。
　一方，還元反応によってペレット／ブリケットから発
生した可燃ガス（COガス）は RHFでの燃料として利用
できるため，バーナでの使用燃料の削減に大きく役立
つ。また，製鉄所で発生するダストは従来から，所内ペ
レット製造設備もしくは焼結設備にて高炉原料としてリ
サイクルされてきた。しかしながら，高炉原料中に含ま
れる揮発成分，とくに亜鉛は，高炉内高温帯でいったん
は揮発するものの全量が炉外へ排出されることはなく，
一部は投入原料によって再度冷却・捕そくされて炉内に
滞留する。この滞留は炉内の通気性を阻害するため，高
炉の生産性を著しく低下させる原因となってきた。
　リサイクル利用の障害になっていたそれら亜鉛や鉛な
どの重金属についても，FASTMETプロセスでは炉内の
加熱過程で揮発して粗酸化亜鉛などとなり，プロセス内
で循環することなく排ガスラインに流れる。排ガスライ
ンには当社独自の冷却・除塵システム 5）を装備しており，
空冷および水冷を組合せることによって揮発分が機器内
部壁に固着するのを軽減することができる。これによっ
て長期安定運転が可能となったうえに，粗酸化亜鉛など
をバグフィルタで回収することができる。回収された粗
酸化亜鉛は，還元鉄と共に有価な資源としてリサイクル
される。
　また高温排ガスに含まれるエネルギーは，オフガス処
理設備に設置された熱交換器で燃焼用あるいは原料乾燥
用空気の昇温用に転換され，省エネルギー化を図ってい
る。

2．新日本製鐵㈱広畑製鐵所向け 3号機として納
入した「FASTMET-HBI プロセス」

　新日本製鐵㈱広畑製鐵所向けには 2000 年に FASTMET
の 1号機（図 3）を，2005 年には同規模の 2号機を納め
ている。また，1990 年代に当社加古川製鉄所に建設した
実証プラントはその後，製鉄所内で発生する製鉄ダスト

を還元鉄にリサイクルする設備として現在も同製鉄所の
低資源化対策工場として貢献している（図 4）。
　新日本製鐵㈱広畑製鐵所にはさらに，ダスト処理能力
が 1号機および 2号機と同じ 190,000t/ 年の FASTMET 
3 号機（図 5，以下本機という）を納入した。1号機およ
び 2号機の最終製品がDRI であるのに対して，本機の最
終製品はDRI を熱間で圧縮塊成化したHBI である。す
なわち本機は，FASTMET-HBI プロセスを採用した第 1
号商業機である。
　上述のように，還元鉄を外販する場合など長期にわた
って大気中に保管する場合は，DRI を圧縮成型（塊成化）
して気孔を有しない状態であるHBI（図 6）に成型する。
このDRI塊成化は，当社とMIDREX社がガスベース直接
還元製鉄プラント用として 1990年代に世界に先駆けて
開発した技術である。今日まで多くの知見を積重ね，現
在多くのMIDREX 法の直接還元プラントでDRI 塊成化
技術が採用されている。
　FASTMET-HBI プロセスはこの実績ある基本プロセス
をベースに，付帯装置としてDRI クーラを備えている。
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図 3  新日本製鐵㈱広畑製鐵所向け FASTMETプラント 1号機
������  First FASTMET plant in Nippon Steel Hirohata Works

図 6  HBI 断面
������  Sectional view of HBI

図 5  新日鐵広畑製鐵所 FASTMET 3 号機
������  3rd FASTMET plant in Nippon Steel Hirohata Works

図 4  加古川製鉄所 FASTMETプラント
������  FASTMET plant in Kobe Steel Kakogawa Works



炉から排出されるDRI の温度の違いからMIDREX 法で
はDRIクーラは装備されない。このDRIクーラは，RHF
から約 1,000℃で排出されるDRI を温度域（約 600～800
℃）に冷却・制御できるように設計されており，HBI ブ
リケッタで高品質のHBI（図 7）を効率よく塊成化する
ことができる。
　RHFで生産されるDRIのHBI化技術の確立に向けて，
1996 年にはすでに当社加古川製鉄所にHBI パイロット
プラントを建設し，成型実験を行っている 6）。パイロッ
トプラントの仕様は表 2に示したとおりである。
　この実験を通じ，HBI の代表的性状である気孔率およ
び見掛け密度がHBI に要求される耐候性や強度に与え
る影響度，HBI 成型に必要なDRI 温度，および残留炭素
量の条件などの知見を得た。また，その実験結果を受
け，鉄鉱石や製鉄所ダスト（トータル鉄分約 50％以上）
を原料とし，RHFの通常の操業条件（雰囲気温度 1,200
～ 1,400℃，DRI の残留炭素 2～ 6％）によって製造した
DRIは，約600～800℃の温度域で圧縮成型することによ
って長期保管および高炉への供給が可能な品質のHBI
に塊成化できることを初めて示した 6）。
　この実験で得られた成型温度，残留炭素量とHBI品質
指標の一つである強度との関係を図 8に示す 7）。
　また，HBI の塊成化に際しては，DRI の表層に近い部
分の金属化率がより高いほど，また内部の残留炭素が表
面に比べて高いほどDRI 塊間の付着性が強化され，良好
なHBIが製造可能なことを見いだした7）。図9に加古川
製鉄所のHBI パイロットプラントの全景，図10に同パ
イロットプラントでのHBIの製造状態を示す。また表3
にはHBI の性状を示す。このパイロットプラントでの
実験結果などにより，還元炉とHBIブリケッタ間に設置
されるDRIクーラに必要とされる有効伝熱面積やその冷
却時間，DRI クーラが与えるHBI 品質への影響度などの
知見を得た。
　製鉄所で発生するダストは，高炉ダストや製綱ダス

ト，スラッジなどがある。その生成過程は千差万別であ
り，商業化レベルで還元可能か，またHBI への成型が可
能か，計画段階で評価判定することは非常に難しい。当
社はそうした計画段階より適切な事業化評価ができるよ
う，還元テスト設備，塊成化テスト設備などを有してお
り，適切なアセスメントが可能な環境を整えている。新
日本製鐵㈱広畑製鐵所 3号機は，その環境を活用するこ
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1.0 mRoll Diameter

Hot briquette machine

800℃Allowable feed temp.
658℃Feed material temp. (typical)
86 rpmFeeder speed (typical)
16.5 MPaRoll pressure (typical)
5 rpmRoller speed (typical)
9.5 t/hProduction rate (typical)
200 kWMotor Power

表 2  加古川デモプラントHBI ブリケッター仕様 6）

���������Specification of hot briquette machine of pilot plant 6）

80－85％Metallization:
2－6％Carbon:
4.2 g/mLDensity:
5－7 t/HBICompression Strength:
85％Drop Strength  ＋ 38.1mm:
11％ 6－38.1mm:
4％ － 6 mm:

表 3  加古川デモプラントで生産されたHBI 性状例
���������HBI property of pilot plant

図 8 加古川デモプラントで得られた残留炭素量等とHBI 強度と
の関係

������ Relationship between compression strength and carbon 
content of HBI
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図 7  HBI 外観
������  Appearance of HBI

図10  加古川HBI デモプラントにおける塊成化テスト
������  Agglomerate test in Kakogawa HBI pilot plant

図 9  加古川HBI デモプラント
������  Kakogawa HBI pilot plant



とによって2005年より計画に着手し，事業化可能なこと
を確認して 2007年より詳細設計を開始した。
　当社は，RHF，HBI 製造プラント，ブリケット乾燥機
および排ガス処理設備の設計・製作を行い，2008 年 5 月
より据付工事を開始した。同年10月に試運転，12月には
負荷運転開始という短期工程を達成し，12月末には同製
鐵所での商業運転が開始された。
　HBI設備はRHFの下部に設置されたが，非常にコンパ
クトなレイアウトを実現し，先に同製鐵所に納入した
HBI 設備を有しない 1号機および 2号機と同程度の設備
高さとなっている。
　また，環境に配慮した設計となっており，原料となる
ダストブリケットを搬送する際の発塵を防止する目的か
ら集塵設備を各所に設置している。
　1・2号機では RHFより排出されたDRI は高温のまま
下流の製綱プロセスへ搬送されるが，本機の FASTMET-
HBIプロセスでは，RHFより排出されたDRIは異物除去
の目的で設けられているスクリーン 8）を経た後，DRI ク
ーラによって高温塊成化に適した温度まで冷却され，ホ
ッパを通じて塊成機であるHBI ブリケッタへ供給され
てHBI に成型される（図11）。
　ここで，DRI クーラでの冷却にあたっては，DRI の塊
成化に適した温度範囲になるようにコントロールするこ
とが重要である。すなわち，DRI クーラ出口温度が高す
ぎる場合，HBI ブリケッタのロールや供給装置の劣化が
急速に進んでメンテナンス負荷が増大する。また，温度
が低すぎる場合も，DRI の延性が低下することによって
ロールの劣化が進むうえに，HBI の延性低下によって強
度などの品質が所定の域に達しないことになる。DRI ク
ーラには間接水冷ドラム方式を採用しているが，本機で
は，ドラムの回転数を調整することに加え，HBI 系内部
を不活性雰囲気に保つためにDRIクーラなどに供給して
いる窒素ガスの量を調整することによって温度コントロ
ールする方式を初めて採用した。これによって良好にコ

ントロールできることが確認できている 9）。
　サージホッパは，RHFのDRI生産量とHBIブリケッタ
のHBI 生産量の差分調整を行うためのバッファとして
の役目をもっている。ホッパ内部は常に高温雰囲気であ
るため，ホッパ内部のDRI の貯蔵量を外部より計測する
のは容易ではない。これと同様な測定用途にはこれまで
ガンマ線を使用したレベル計が用いられてきたが，厳密
な線源の安全管理が求められることから，メンテナンス
負荷と操業調整の裕度に制約を受ける。本機ではそのよ
うなメンテナンス負荷の軽減を目的として，マイクロ波
方式のレベル計を同用途としては初めて採用し，良好な
調整結果を得ている。
　HBIブリケッタで塊成化されたHBIは，再酸化防止お
よびベルトコンベヤやトラックでの搬送のため，クエン
チコンベヤにおいて水散布によって常温に近い状態まで
冷却されてヤードに貯蔵される。HBIは急速に冷却する
と強度が落ちることが知られていることから，当社で
は，独自の技術である徐冷方式，いわゆるスロークエン
チ方式を採用している 10）。
　冷却およびクエンチコンベヤハンドリング中に発生す
るHBI粉は，比較的大きなものはクエンチコンベヤ下部
に設けた傾斜型ファインコンベヤで回収できる方式とし
ている。冷却水の中に随伴される細かいダストは，搬送
用ポンプの入口などで詰りが発生しないレベルにまで自
然沈降装置（ダストキャッチャ）によって分級された後，
水処理設備に送る方式を採用した。
　本機で生産されたHBIの性状の一例は表4に示したと
おりであり，良好な品質のHBI が製造できている。
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図11  新日鐵広畑製鐵所 FASTMET 3 号機 HBI 系フロー
������ HBI line process flow of 3rd FASTMET plant in Nippon Steel 

Hirohata Works

RHF
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図12  新日鐵広畑製鐵所 FASTMET 3 号機の排ガス冷却器
������ Exhaust gas cooler of 3rd FASTMET plant in Nippon Steel 

Hirohata Works

＞ 85％Metalization

＜ 3％Carbon

＞ 5g/mLDensity

表 4 新日鐵広畑製鐵所 FASTMET 3 号機で製造されたHBI 性
状の例

��������Property of HBI of 3rd FASTMET plant in Nippon Steel 
Hirohata Works



　本機では，上記HBI 系の設置に加えて，新たにオフテ
イク部への二次燃焼室を設置している。これは，RHFで
発生する燃焼ガスが排ガス系に流れ，有効に活用されな
いまま排出されることを防ぎ，炉内で発生する二次燃焼
効果を還元反応用熱源として最大限に活用することを可
能とする設備である。二次燃焼室には温度監視システム
を設置し，燃焼室内での燃焼状態が，原料性状変動に伴
う RHF内部の燃焼状態変化に対して常に即した状態に
保たれるようにしている。
　オフテイク部を通して RHFから排出される排ガスは，
バグフィルタで捕集可能な温度域まで冷却を行う必要が
ある。そのためにオフガス設備に設けられる冷却器には
水噴霧タイプのものが用いられるが，噴霧された水と排
ガス中に含まれる酸化亜鉛などのダストが結合して冷却
器内部壁面に付着物を形成し，ガスの流れを阻害するな
どの問題が発生するケースがこれまで見られた。
　本機では，冷却器へのガス導入部を対向流にする方式
を新たに採用した（図12）。これまでの操業の結果，付着
物が操業を阻害することもなく長期安定運転を達成して
いる 11）。

3．JFE スチール㈱西日本製鉄所向け FASTMET
プロセス 1号機

　JFE スチール㈱西日本製鉄所（福山地区）には，同社
にとって 1号機となる FASTMET設備（図13）を 2009
年に納入した。当社加古川製鉄所向けおよび新日本製鐵

㈱広畑製鐵所向けでの実績を高く評価いただいたことに
よって同社への納入につながったものである。
　本設備は，同製鉄所で発生する高炉ダストおよび製鋼
ダストのうち，亜鉛濃度の高いダストを処理して再資源
化するものであり，ダスト処理量は 190,000t/ 年を公称
能力としている。製造されたDRI は高炉に装入され，同
製鉄所におけるゼロエミッション活動に貢献している。
　本設備は，RHF，オフガス処理設備，およびDRI 冷却・
搬送設備を対象とする設計，製作，工事，および試運転
指導員派遣の範囲で2007年9月に受注し，設計を開始し
た。2008年6月には機器据付工事を開始して2009年1月
より試運転，同年 4月より負荷試運転を開始するという
短工期を実現している。その後，2009 年 6 月には定格処
理量での運転を行って保証性能を達成することができ，
短期間での立上げが可能であることを示した。
　本設備で得られたDRI は高炉へ装入されるため，高炉
装入まで粉化することのない十分な強度を有すること，
および高炉内循環亜鉛量を増加させないよう亜鉛濃度が
十分に低いことが要求される。
　DRI の強度を高く保つためには，十分に還元されてい
ること，およびDRI に含まれる残留炭素分を低く保つこ
とが重要となる。また，ダスト中に含まれる亜鉛を還元
し揮発させるためには十分に長い還元時間が必要とな
る。こうした要件を満たすため本設備では，これまでの
FASTMET設備としては最大の有効炉床外径 27mの
RHFを採用した。その結果，試運転による調整を経て表
5に示すような性状のDRI が製造できており，現状問題
なく高炉で使用されている。
　本装置におけるDRI 搬送エリアのフローを図14に示
す。RHFにおいて還元・製造されたDRI は約 1,100℃の
高温であり，これを 200℃まで冷却するDRI クーラには
間接冷却ドラム式の冷却器を採用している。ドラムの内
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図14  DRI 搬送エリアフロー
������  DRI line flow of Fukuyama Works
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図13  JFE スチール㈱西日本製鉄所向け FASTMET設備全景
������  FASTMET plant in JFE Steel West Japan Works (Fukuyama)



部には送り羽根と冷却フィンを備えており，そのドラム
の外壁に水を噴霧する。ドラムの回転に伴って送り羽根
によってDRI は出口側へ送られていくと同時に，ドラム
壁と冷却フィンとの接触熱伝達によって冷却される。
　また，DRI クーラの排出口には二重ダンパを設置する
と同時にドラム摺動部をシールし，これらにシールガス
として窒素を吹込んでいる。これによってDRIクーラ内
部を不活性雰囲気に保つことができ，クーラ内において
DRI が再酸化するのを防止している。
　DRIクーラ出口でのDRI温度は，排出後のDRIの急速
な再酸化反応を起こさせず，また搬送に問題のない温度
とすることが重要である。さらに，間接式クーラにおい
ては，被冷却物の温度が常温近くまで下がったときには
冷却効率が低下するため多くの熱伝達面積が必要とな
り，設備規模が大きくなる。そこで，本装置でのDRI ク
ーラ出口温度は 200℃とした。
　DRI クーラより排出されたDRI は，ローラスクリーン
で粉をふるい落とした後コンベヤによって製品ヤードへ
搬送される。
　RHFの排ガスを処理するオフガス系では，これまに実
績のある冷却器と熱交換器を採用している。とくに冷却
器では，新日本製鐵㈱広畑製鐵所 3号機と同様，ガス導
入部を対向流にする新方式を採り，問題なく長期稼動を
継続している。
　RHFの燃焼用燃料として，加古川デモプラントでの使
用実績があるCOGを使用した。COGは他の LNGなど
の燃料に比べて発生熱量が少ない（約 18MJ/Nm3）ため，

オフガスとして排出される排ガス量が，同生産規模の広
畑製鐵所向け FASTMET設備に比べて多くなり，その処
理設備規模も相応のスケールアップが必要となった。し
かし上述のとおり，オフガス設備を含めプラント立上げ
早期に所定の能力を達成している。
　オフガス系のバグフィルタで捕集される粗酸化亜鉛を
主成分とするダストは，コンベヤによってホッパ 4基に
一時貯留され，出荷される。

むすび＝これまで再利用が困難とされてきた製鉄所で発
生する亜鉛を含んだダストなどをFASTMETプロセスを
使用することによって商業規模で効率的に還元し，鉄お
よび亜鉛資源として有効にリサイクルされていることを
紹介した。地球資源の枯渇やCO2削減をはじめとする地
球環境保護の問題が重要視されるなか，FASTMETプロ
セス導入ニーズは今後ますます高まるものと期待され
る。
　
参　考　文　献
 1 ） 特許第 3304872 号．
 2 ） 特許第 3075722 号．
 3 ） 特許第 3208385 号．
 4 ） 特許第 3075721 号．
 5 ） 特許第 3844941 号．
 6 ） 田中英年ほか：鉄と鋼，Vol.92, No.12（2006）, pp.330-336.
 7 ） 公開特許 2008-127580.
 8 ） 特許第 3404309 号．
 9 ） 公開特許 2009-74725．
10） 特許第 3145834 号．
11） 公開特許 2008－256332.
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まえがき＝近年の数値解析技術おび計算機能力の著しい
発展に伴い，CFD（Computational Fluid Dynamics：数
値流体力学）が産業界においても積極的に利用されるよ
うになって久しい。還元鉄プロセスにおいてもCFDは，
設計・開発の場面で欠かすことのできない重要なツール
として位置づけられている。
　当社は，回転炉床炉（RHF：Rotary Hearth Furnace，図
1）を用いた石炭ベースの還元鉄プロセス FASTMET �， 
FASTMELT �，および ITmk3 �の開発を進めてきた。本
稿では，これらのプロセス開発のなかでCFDモデルが
果たした役割について報告する。

1．FASTMET/FASTMELT/ITmk3 法の概要

　FASTMET法とは，粉鉱石や製鉄所ダストなどの酸化
鉄含有原料と，石炭などの炭素含有原料を事前混合・塊
成化し，RHF内に静置して 1,300℃以上の高温で還元処
理を行うプロセスである。さらに，電気エネルギーや炭
材の燃焼エネルギーを用いた溶解炉を設置し，溶銑まで

を一貫して製造するプロセスを FASTMELT 法と称す
る。
　ITmk3法では，RHF内で還元鉄をさらに高温状態で溶
融して粒鉄とスラグに分離する。図2に各プロセスの概
要を示す。
　RHFにおける CFDの活用については既報 2）で詳述し
ているため本稿では簡単な紹介にとどめ，溶解炉および
ガス冷却塔（図 2の中で破線で囲った装置）でのCFD
活用について次章以降で詳述する。

2．RHF 設計におけるCFDの活用

　現在当社が保有している石炭ベースの還元鉄製造プロ
セスの特徴は，RHFを還元炉として用いて炭材内装塊成
物を RHF内で急速加熱することにある。還元速度は非
常に大きく，8～16 分で炉内の還元反応は終了する。図
3にRHF内で生ずる反応を模式的に示す。炉内に装入さ
れた塊成物（ペレットあるいはブリケット）は，加熱さ
れることによって，内装する炭素源による還元反応を生
じる。加熱源にバーナを用いるが，還元に伴って炉内に
放出されるCOガスなどの可燃性ガスを有効利用するた
めに燃焼用空気（以下，二次燃焼空気という）を吹込み
燃料原単位の低減を図っている。
　ここで，炉内の可燃性ガスを効率良く燃焼させるため
には操業時の炉内ガス分布を把握し，二次燃焼空気ノズ
ルを適正に配置することが重要である。これまでも，現
実的に可能な手法でガス分布データをサンプリング採取
しているが，これだけでは炉内全域を推定することは困
難である。
　この問題に対して当社では，RHF内の熱流動現象を
対象とするCFD解析を行っている。これによって二次
空気ノズル配置などの検討を進め，RHF設計の最適化
に反映している。図 4は RHF炉内温度の解析結果を示
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図 1  加古川パイロットプラントの回転炉床炉外観 1）

������  Outside view of RHF at Kakogawa FASTMET pilot plant 1)



したものである。炉の両側壁に設置されたバーナおよび
二次空気ノズルから吹込まれる燃料ガスや燃焼空気によ
って炉内の可燃性ガスを効率良く燃焼させた後，図右上
の排気ダクトより排気している。また，図 5には炉内の
ガス流れ（流速ベクトル）解析結果を示す。
　これらの解析結果を通じて，二次空気ノズルやバーナ
の配置，ガス流れの最適化を行っている。また，実プラ
ントにおいてもサンプリングを実施し，CFDモデルのブ
ラッシュアップを図っている。
2．1　オフテイクエリアにおけるCFD

　当社の RHFプロセスでは，図 3で示したように，還元
に伴って発生する可燃分に二次燃焼空気を吹込み，RHF
出口での可燃分を極力低減することによって燃費を低減
することが望ましい。
　従来，RHFのオフテイク（排気）エリアはフラットな
形状としていたが，さらなる燃費改善を目的として，オ
フテイクエリアに二次燃焼室を設け，二次空気ノズルの
配置を変更した形状の検討を行った。
　解析結果の一例として，従来形状および改良後の形状
におけるCO濃度分布をそれぞれ図 6（a），（b）に示す。
改良後では，形状の変更と二次空気ノズル位置の最適化
によって炉出口までの青色（濃度が低い）部分が多くな
っており，CO燃焼が促進されていることがわかる。

　CFDによる解析の結果，燃焼促進効果によって燃焼効
率が 1割以上向上し，未燃分がほぼなくなることがわか
った。燃焼促進により，炉床入熱量が増加して燃料原単
位が低減できると判断し，実機設計に反映した。
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図 2  FASTMET/FASTMELT/ITmk3 法の概要 1）

������  Schematic flow of FASTMET/FASTMELT/ITmk3 process 1）

図 4  CFD 解析による RHF 炉内温度分布
������  Temperature distribution in RHF by CFD analysis

図 5  CFD解析によるRHF炉内ガス流速ベクトル分布
������  Velocity distribution of gas flow in RHF by CFD analysis



3．石炭メルタにおけるCFDモデリング

　当社では，2003 年から 2007 年にかけて進められた経
済産業省の補助事業「回転炉床炉による有用金属回収技
術の開発」において，石炭を用いた鉄浴式溶解炉（以下，
石炭メルタという）によるDRI（Direct Reduced Iron）
溶解技術の開発を行い，安定的に溶解する技術を確立し
た。あわせて，実炉の解析と将来のスケールアップ技術
のためにCFDモデルの開発を行った。図 7に石炭メル
タの外観を示す。
　図 8に示すように石炭メルタでは，溶湯に酸素を吹付
けることによって溶湯中の炭素分を燃焼させ，DRI 溶解
などに必要な熱量を供給している。浴底部から不活性ガ
スを吹込んで溶湯を攪拌し，溶解速度の向上を図ってい
る。このように，炉内はガス相と溶湯相の 2相からなっ
ているが，両者の界面に働く作用を考慮しつつ，それぞ
れの相を個別にモデル化することによってよりシンプル
で堅牢なモデルを構築することができた。以下にその内
容を詳述する。

3．1　ガス相のモデリング

3．1．1　生成CO量

　ガス相のモデリングにおいて，ガス相から溶湯相に供
給される酸素によって溶湯界面から発生するCOガスが
ガス相のモデルに大きく影響を与える。そのため，溶湯
から発生するCOの量を正確に予測することが重要であ
る。
　生成するCO量は界面積に比例するものと考えられ
る。一方，酸素ランスからの酸素ジェットが溶湯に衝突
する点（火点）では，溶湯面形状は衝突噴流の影響を受
けて複雑な界面形状を有するため，この火点周辺の面積
を正確に予測することは困難であった。そこで，今回の
モデリングにおいては，以下の仮定を設けることによっ
て界面積の予測を行った。
　すなわち，界面形状は衝突する酸素ジェットの運動量
に対して正の相関があると仮定し，式（1）とした。
　　（実界面積）＝
　　　α・（見かけ界面積）・（せん断力）［m2］  …………（1）
ここで，（見かけ界面積）は図 9（a）に示したように，
衝突噴流と溶湯の間に何らかの方法で定義される静的な
界面の面積であり，（せん断力）はその静的な界面と衝突
噴流の間に生じるせん断力である。
　一方，上述したように，発生するCO量は実界面積に
比例すると考えられるため，
　　（生成CO量）＝β・（実界面積）［kg/s］  …………（2）
となり，式（2）に式（1）を代入して，生成CO量を式
（3）で求めた。
　　（生成CO量）＝
　　　γ・（せん断力）・（見かけ界面積）［kg/s］  ………（3）
ここでγは比例定数［kg/s/N/m2］である。
3．1．2　界面形状

　生成CO量は，図 9（b）のような動的界面を用いず式
（3）で求めることとしたが，ここで問題となるのが静的
界面形状を定める方法である。従来，転炉火点形状を求
める式として，実験式 3）や半理論式 4）が提案されている
が，いずれも深さや直径によって表現される 2次曲面で
ある。しかし，流体力学的観点から，衝突噴流が 2次曲
面に沿って流れるとは考えにくく，これらの形状を用い
た場合，流れが界面からはく離することによってせん断
力を誤って評価する恐れがある。
　そこで，本解析ではダイナミックメッシュ（計算過程
で動的に計算格子を移動させる計算手法）を採用した。
すなわち，図10に示すように，気液界面における衝突噴
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図 8  石炭メルタ概念図
������  Schematic diagram of coal employed melting furnace
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������  Outside view of coal base DRI melter at Kakogawa pilot plant

図 9  溶湯界面形状
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流圧 Ps－P0と溶湯の静水圧ρgh（ρは溶湯密度，gは重
力加速度）が釣合うように，界面形状を動的に変更する
手法である。本手法による界面形状および実験式 3）によ
る 2次曲面形状をそれぞれ図11（a），（b）に示す。ダイ
ナミックメッシュを用いた場合にはくぼみが浅くなった
が，COわき出しに関係する面積は広くなり，形状も流
れに対して滑らかになったといえる。これまでの経験式
を用いる方法ではくぼみを溶湯上のどの位置に配置する
かが問題であったが，ダイナミックメッシュによる方法
ではガス相流れに対して溶湯の凹みが適正な位置に配置
されることから，このような問題は発生しないという利
点がある。
　図12にこれらの形状を用いて計算した衝突噴流の計
算結果の一例を示す。（b）の 2次曲面形状では衝突噴流
が界面に沿って流れておらず，外縁部でのみ凹面と接触
しているため，せん断力もその部分だけで高くなってい

る。一方，（a）のダイナミックメッシュで設定した形状
では，流線が界面形状に沿ってスムーズに流れており，
せん断力も滑らかに変化していることから，現実に近い
モデルとなったと考える。
3．1．3　燃焼モデル

　酸素ランスを用いる石炭メルタでは，火点近傍温度が
3,000℃に達し，ガスの熱かい離を無視することができな
い。しかし，反応モデルとして一般的に用いられるいわ
ゆるアレニウス型モデルや渦消散モデルを用いる場合，
熱かい離によって生じるラジカルなどの中間生成物を考
慮した上で，それらの反応経路をすべて指定する必要が
ある。本手法では，反応モデルとして混合分率を用いた
PDF（Probability Density Function：確率密度関数）燃焼
モデルを採用した。本手法では混合分率とエンタルピー
を保存量として用い，局所的な温度・濃度を混合分率と
エンタルピーで定まる関数から一義的に求めることがで
きる。これによって煩雑な反応計算を短縮することがで
き，実用的な計算が可能となった。
3．1．4　従来実験との比較検証

　開発したCFDモデルの妥当性を検証するため，当社
が保有する試験用500kg小形転炉によるDRI溶解実験に
おける二次燃焼率との比較を行った。DRI 溶解実験の実
験条件を表 1に示す。
　また，上吹き酸素流量と二次燃焼率の関係を比較した
結果を図13に，ランス高さと二次燃焼率の関係を比較し
た結果を図14に示す。上吹き酸素流量の減少や，ランス
高さの上昇，いわゆるソフトブローといわれる状況下で
二次燃焼率が上昇する傾向が本モデルで良く再現でき
た。なお，式（3）中の比例定数γの値は 1.5 を用いた。
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図12  界面形状による流線・せん断力の違い
������  Effects of shape of interface on streamlines and shear stress
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(b) Quadric surface
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図10  ダイナミックメッシュの設定方法
������  Definition of cavity shape by dynamic mesh approach
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図13  DRI 溶解実験におけるランスガス量と二次燃焼率の関係 7）

������ Relationship between lance gas flow rate and post combustion 
ratio 7）
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3．1．5　パイロットプラント石炭メルタとの比較

　次に「回転炉床炉による有用金属回収技術の開発」に
おいて開発したパイロットプラント石炭メルタを本モデ
ルによって解析し，操業結果との比較を行った。パイロ
ットプラント石炭メルタは，上吹き酸素流量が
500Nm3/h，ランス高さが 500mm程度で操業しており，
試験用小形転炉からのスケールアップ比率は 5.5 ～ 8 倍
であった。
　計算結果の一例として，図15に炉内の温度分布を，
図16にガス流速ベクトルを示す。火点近傍の温度は
3,000℃ に達しており，ランスから噴出する上吹き酸素
によって周囲ガスが巻込まれて火点に衝突していること
が見て取れる。
　本解析モデルによる二次燃焼率と実操業での二次燃焼
率の比較結果を図 17に示す。実操業では，操業範囲に
ばらつきがあるため，二次燃焼率を図中の網掛部で示し
た。式（3）中の比例定数γとして，小形転炉でのDRI
溶解試験解析時に採用した値 1.5 を用いたところ，本解
析モデルは実操業結果を良く再現できた。
　以上より，本解析モデルはスケールアップ検討のガス
相モデルとして十分な性能を有していることが確認で
き，今後の商業化における有用な設計ツールとしての活
用が期待できる。

3．2　溶湯相のモデリング

　溶湯相においては，底吹きガスによる撹拌力と，上吹
きガスによるせん断力が駆動力となっている。上吹きガ
スのせん断力はガス相モデルより求めることができる
が，底吹きガスによる撹拌には別のモデリングが必要と
なる。
　底吹きノズルから吹込まれたガスは気泡となって溶湯
内を上昇する。本解析モデルでは，気泡のモデル化手法
として離散粒子モデルを用いた。気泡一つ一つを粒子と
して扱い，それぞれの運動方程式を解くことによって軌
跡を算出した。底吹きノズルを出るときの初期気泡径お
よび気泡数は実験式 6）より，また上昇に伴う気泡径の成
長は静水圧より求めた。一方の溶湯相には粒子浮力の反
力を駆動力として与えた。
　底吹き撹拌モデルを検証するため，井口らによる水モ
デル実験 7）結果との比較を行った。水で満たされた円筒
容器の底面中央に設けたφ＝2mmの底吹きノズルから
80cm3/s で空気を吹込んだ際の水の軸方向流速および半
径方向流速を比較した結果をそれぞれ図18，図19に示
す。軸方向流速，半径方向流速のいずれについても，実
験結果と計算結果はよく一致していることから，本解析
モデルは妥当であることが確認できた。
　本解析モデルによる石炭メルタの解析の一例として，
図20に速度ベクトルおよび速度コンターを示す。A断

47神戸製鋼技報/Vol. 60 No. 1（Apr. 2010）

図15  温度分布解析結果
������  Analysis results of temperature distribution
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図14  DRI 溶解実験におけるランス高さと二次燃焼率の関係 7）

������  Relationship between lance height and post combustion ratio7）
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図16  ガス流速ベクトル解析結果
������  Analysis results of gas flow
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図17  二次燃焼率比較結果 5）
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面は炉の中心を通る断面であり，C断面は A断面に平行
な周辺近傍の断面，B断面は両断面の中間近傍に位置
し，底吹きノズルを通る断面である。底吹きノズルが位
置するA断面およびB断面では底吹きガスによる上昇流
が見られる。また A断面では比較的流速が早いが，B断
面，C断面では低流速域が見られ，停滞域の発生が懸念
される。
　これらはあくまでも解析結果の一例であるが，本解析
モデルによって底吹きガスの影響を考慮したモデルが構
築でき，溶湯相の設計が可能になったと考える。

4．ガス冷却塔のモデリング

　FASTMET/FASTMELT/ITmk3プロセスにおけるガス
冷却塔の最適化においてもCFDプロセス解析が活用さ
れている。ガス冷却塔は従来，図21（a）に示す形状のも
のが採用されていた。ガスは冷却塔下部から導入され，
上部から排出される。その際，入口ダクトの影響による
偏流を防ぐとともに，ガス冷却などの体積を最大限活用
し，スプレー水の蒸発性能を向上させるため，ガス入口
部はサイクロン形状としていた。しかし実操業におい
て，旋回強度が高すぎるためにガス中に含まれるダスト
がスプレー水によって壁面近傍に付着・堆積し，清掃頻
度が高くなるという問題があった。
　このため，ガス冷却塔の設計に当たっては，スプレー
水の蒸発性能を維持し，かつガスを一様に冷却できるよ
う配慮しながら，旋回強度に影響を与える入口ダクトの
形状や開口面積などを設計することが重要である。ま
た，ダスト付着を検討する上で，ダストやスプレー水滴
（蒸発を考慮）の軌跡を解析することが不可欠であった
ため，それぞれを離散要素化した数値解析モデルの開発
が必要となった。
　そこで，ガス冷却塔を対象にしたCFD解析モデルを
開発し，冷却能力を維持しつつダスト付着が防止できる
適正な入口ダクト形状やスプレー配置を設計した。開発
した冷却塔は，図21（b）および図22に示すように，冷
却塔の周囲 4カ所からガスが導入されるが，その際に開
口面積を不均一にすることで，弱い旋回を与えている。
解析結果の一例として，スプレー水の軌跡および温度分
布を図23に示す。冷却性能は炉出口近傍における温度
のばらつきで評価した。ダストの処理については，図 22
中の角度θ1とθ2の比を変えることによって旋回強度を
変化させ，集塵性能，冷却性能などを評価した。図24に
計算に用いたθ1/θ2と集塵性能評価結果を示す。集塵性
能とは炉壁にトラップされる粒子の割合であり，10μm
粒子がトラップされる割合とした。θ1/θ2が 1.6 の時に
集塵性能が最も優れ，また冷却能力としても温度ばらつ
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図18  軸方向流速の半径方向分布
������  Radial distributions of axial velocity
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図21  ガス冷却塔の改良
������  Renovation of gas cooling tower
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図19  軸方向流速の半径方向分布
������  Radial distributions of radial velocity
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図20  溶湯相モデルによる解析例
������  Results of liquid phase model analysis
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きを最も小さくできることがわかった。ただし，この結
果は操業条件の影響を受けるため，最適旋回強度は個々
のプラントごとに評価する必要がある。
　このように，CFDを活用することによって，集塵性
能・冷却性能を維持しつつ，メンテナンス性に優れたガ
ス冷却塔をプラント操業条件ごとに最適化し，設計に反
映させることが可能となった。

むすび＝当社新鉄源分野におけるCFD解析の活用例の
一端を紹介した。今後の数値解析技術や計算機能力の進
化に伴い，CFD解析は設計の重要なツールとしてさら
なる活用が期待されている。
　しかしその一方で，解析結果を活用するためには実デ
ータによる裏付けが重要であると考えている。このため
当社では，小形試験，パイロットプラント，商業プラン
トなどにおける各種データを収集し，解析結果へのフィ
ードバックを通じて設計ツールとしてのCFD解析をさ
らに活用していく方針である。
　なお，本稿では，経済産業省補助事業である「回転炉
床炉による有用金属回収技術の開発」を通じて進めた技
術開発の成果にも触れた。ここに謝意を表す。
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図22  ガス導入口模式図
������  Schematic diagram of gas inlets
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図24  冷却塔の性能評価
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まえがき＝神鋼神戸発電㈱神鋼神戸発電所（以下，当発
電所という）は，70万kW× 2基で計140万 kWの石炭火
力発電所であり，電力供給量は神戸市の最大需要量の約
70％をカバーする規模である。1995年の電気事業法改正
により，一般企業が電力卸供給事業に参入することが可
能になったことを受け，関西電力㈱が実施した電力卸供
給入札に応募，落札（70万kW× 2基）した。2002 年 4
月に 1号機，2004 年 4 月に 2号機が営業運転を開始して
いる。図1に発電所のレイアウトを示す。年間の石炭使
用量は約300万 tであり，石炭の燃焼に伴い発生する石炭
灰の量は年間約30万 t である。
　ボイラ炉壁などへの石炭灰の付着性が高い場合，灰が

炉壁などで成長し，大きいものでは3m×2mほどの大き
さのクリンカ（以下，クリンカ大塊という）になるもの
もある。クリンカ大塊がボイラ底部に落下すると，自動
搬送および粉砕が困難となり，人手による粉砕作業が必
要となるトラブルが発生する（図 2）。既往の研究におい
て，伝熱管への石炭灰の付着挙動が詳細にまとめられて
いる 1）～ 4） ほか，灰中のアルカリ率が高く，灰の溶融点が
低い場合に火炉壁などへの灰付着量が多くなる傾向があ
ることが報告されている 5）。しかしながら，これらの指
標とクリンカ大塊の発生には明確な相関がなく，従来の
評価手法ではクリンカ大塊の発生を予測することは困難
である。今後，さらに低品位の石炭を使用した場合，ク
リンカ大塊の発生頻度が高まることが予想されるため，
クリンカ大塊の発生を事前に予測し，使用する石炭の組
合せを工夫することなどによりクリンカ大塊の発生を抑
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石炭火力発電所におけるボイラ内灰付着およびクリンカ
の発生抑制技術

Evaluation of Ash Deposition and Clinker Generation in Boiler of Coal 
Fired Power Plant

Ash with low melting point causes the generation of a large mass of clinker and a number of operational 
problems in pulverized coal combustion boilers. Therefore, the development of a practicable technology for 
evaluating and predicting the generation of a large mass of clinker is needed. In this study, the analysis of 
clinker samples and the evaluation of operational results have been conducted. As a result, it has been clarified 
that the molten slag fraction in ash obtained by chemical equilibrium calculation and the content of iron in ash 
affect the generation of a large mass of clinker. Moreover, it has been confirmed that this evaluation method is 
one of the useful indices for proper coal blending to reduce the generation of a large mass of clinker.
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図 2  １次クラッシャ内のクリンカ大塊
������  Large mass of clinker in clinker crusher

図 1  発電所のレイアウト
������  Layout of power station



制する技術が必要となる。
　本稿では，機械研究所流熱技術研究室が開発した灰付
着性評価技術 6）を当発電所に適用した結果を報告する。

1．灰処理設備の概要

　図3に発電所の全体フローを示す。ボイラ内での燃焼
によって生じた石炭灰の約 90％は，燃焼ガス中を浮遊
し，ボイラの後段に設置されている電気集塵器で集めら
れる。これをフライアッシュと呼ぶ。また，石炭灰の粒
子が溶解して相互に凝縮してボイラ内の炉壁などに付着
したのち，ボイラ底部に落下・堆積したものをクリンカ
灰と呼ぶ。クリンカ灰は，灰の全発生量の約 10％を占め
る。当発電所では，ボイラ1基あたり平均で約2t/hのク
リンカ灰を処理することになる。
　図 4に灰処理設備の概略系統を示す。当発電所は，神
戸製鉄所西側 1/3 の狭隘（きょうあい）な敷地に立地し
ている。そのため，ボイラ炉底に水槽を設置しない乾式
クリンカ方式を国内で初めて採用した。乾式クリンカ方
式では水を使用しないため，水処理設備などが不要であ
る。また，湿式のように灰を埋立てる場所を必要としな
いため，用地面積の低減が可能となった。灰処理設備の
うちのクリンカ処理設備は，ドライホッパ，ドライホッ
パボトムゲート，クリンカコンベヤ，1次クラッシャ，ク
リンカ冷却コンベヤ，2次クラッシャなどで構成される。
ボイラ炉底に堆積したクリンカ灰は，クリンカコンベヤ

によって炉外に搬出し，クラッシャで所定の大きさに粉
砕される。1次クラッシャでは，下流側のクリンカ冷却
コンベヤでの冷却効果を高めるため，1軸のシャフトに
取付けた回転刃とケーシング側に固定された刃によって
クリンカを75mm以下の大きさに破砕する。クラッシャ
で粉砕した石炭灰は，フライアッシュと合せて灰貯蔵サ
イロでいったん貯蔵し，セメント会社へ出荷してセメン
ト原料として有効利用している。

2．クリンカ大塊の発生

　ドライホッパの下部にはボトムゲートが設置されてお
り，これを閉止することによって約 8時間分のクリンカ
灰をドライホッパ内に貯留することができる。クリンカ
大塊発生などのトラブルによってホッパからのクリンカ
灰搬出が滞った場合，クリンカ灰の発生量を低減するた
めに石炭使用量を減らす措置を採る。すなわち発電出力
を下げることを余儀なくされ，最悪のケースでは操業不
能となって発電プラントを停止させざるを得ない事態と
なる。
　クリンカ大塊発生によってクリンカ灰の処理が滞るケ
ースとしては二とおりある。一つは，クリンカ灰がクリ
ンカコンベヤ上で引っ掛り 1次クラッシャに搬送できな
いケースである。あと一つは，クリンカ灰が大き過ぎて
1次クラッシャに設置された回転刃に噛込まれないケー
スである。前者の場合，クリンカコンベヤの側面に設置
した扉を開け，人手によってクリンカ灰を破砕する必要
があり，大きな労力を要する。後者の場合には，クリン
カ灰を噛込ませるため，回転刃の正逆転を繰返す。それ
でも噛込まない場合には，1次クラッシャを停止して内
部に人が入り，削岩機を用いて破砕している。1次クラ
ッシャ内はクリンカ灰の熱によって高温であるうえに足
場も悪く，危険を伴う作業である。
　過去の実績では，1，2号機合計で年間 250 回程度のク
リンカ大塊処理のうち，2割程度は削岩機での処理が必
要となった。
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図 4  灰処理系統図
������  Ash handling system
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図 3  発電所全体のフロー図
������  Flow diagram of power station



3．クリンカの分析

　図 5に 1次クラッシャ内から採取したクリンカサンプ
ルを示す。これら 3種類のクリンカサンプルは，炭種や
燃焼条件が異なるものを採取しており，その形状や溶融
状態も異なる。サンプル S1 のクリンカは大塊となって
炉底に落下し，1次クラッシャに噛込まなかったもので
ある。ガラス質で緻密なスラグ塊である。S2 は大塊に
は成長せずに落下したもので，一部は焼結しているもの
の空隙が多い。S3 も大塊には成長せずに落下したもの
であるが，ガラス質で内部に空隙がある。これらのクリ
ンカサンプルの組成分析，粘性および溶融性を測定し，
クリンカ大塊の特性を考察した。
　表 1に 3種の石炭灰およびクリンカの組成分析結果を
示す。クリンカ大塊 S1 を生成した際に使用していた石
炭灰は他の石炭灰に比べてSiO2成分が少なく，アルカリ
成分が比較的多く含まれているのが特徴である。図6に
石炭灰とクリンカ組成におけるアルカリ率を示す。アル
カリ率（�/�）の定義を式（1）に示す。

　　 
  ………（1）

　3種のサンプルはいずれもクリンカ組成中のアルカリ
率は石炭灰組成に比べて高くなっている。とくに S1 の
クリンカはその傾向が顕著に表れており，灰中のアルカ
リ成分がクリンカに濃縮していることが分かる。図7に
石炭灰とクリンカ組成における Fe2O3含有率を示す。本
図から式（1）の分子に含まれる酸化物の中でも，とくに
Fe2O3成分が大塊に成長したS1のクリンカに濃縮してい
ることが明らかとなった。これは，Fe成分を多く含む灰
粒子は比較的融点が低いうえに粘着性があるため，水管
に付着しやすいことが原因であると考えられる。また，
S1のクリンカは他のS2やS3のクリンカに比べて大塊に
成長するまでにより長時間炉壁に付着したため，上記の
傾向が顕著に表れたものと考えられる。
　図8に各クリンカの粘性測定結果を示す。粘性測定は
振動片式粘度測定装置を用いて大気中で実施した。3種
のクリンカの粘性値は高温になるにしたがって低下する
傾向が見られる。とくに S1 のクリンカの粘性は他のク
リンカに比べてより低い値になっていることが分かる。
また，S1のクリンカは他のクリンカに比べて内部に気泡
が少なく緻密なスラグになっていることから，粘性が低
く流動性がよいスラグは気泡が発生しにくく緻密なクリ
ンカになるものと推測される。
　図 9にクリンカの溶融割合（収縮率）の測定結果を示
す。溶融割合の測定は熱機械分析装置（Thermo 
Mechanical Analysis，以下 TMA装置という）を用いて
JIS M 8801の還元雰囲気下で実施した。TMA装置は，試
料に荷重やを温度変化を与えた時に生ずる変位量を計測
する測定器である。温度が高くなるにしたがって試料が
溶融し，収縮率が増加する。測定結果を見ると，S1 のク
リンカ大塊は他のクリンカに比べて溶融割合が増加して
おり，スラグ中の融液の割合が多いことが分かった。し
たがって，比較的低温でも融液の割合が多く溶融しやす

B/A＝�
Fe2O3＋CaO＋MgO＋NaO＋K2O�

SiO2＋Al2O3＋TiO2

いクリンカほど大塊に成長しやすいと考えられる。
　つぎに，熱力学平衡計算ソフト（FactSage）を用いて
クリンカの溶融挙動を解析した。本ソフトは，ある条件
の温度，雰囲気ガス組成において熱力学的に最も安定す
る，つまりギブスの自由エネルギー（Δ�）がゼロになる
状態の相（気・固・液），およびその組成を求めることが
できる。ここで，熱力学的平衡時の固・液相中における
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図 5  クリンカサンプル
������  Samples of clinker
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図 7  石炭灰とクリンカ組成における Fe2O3含有率
������  Content rate of Fe2O3 of coal ash and clinker
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図 6  石炭灰とクリンカ組成におけるアルカリ率
������  Ratio of base to acid of coal ash and clinker
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7.315.706.916.4813.898.12Fe2O3
0.890.602.101.543.212.68CaO
0.940.701.661.241.140.95MgO
1.301.400.911.000.891.16TiO2
0.130.200.200.300.400.63P2O5
0.280.250.500.460.270.35Na2O
1.641.971.281.461.111.83K2O
0.030.200.030.910.011.62SO3

表 1  石炭灰およびクリンカの組成
���������Composition of coal ash and clinker



液相の重量割合を融液割合と定義する。図10に前述の
クリンカ灰の組成を用いて JIS の還元雰囲気下で計算し
た融液割合の結果を示す。本図を見て分かるように，ガ
ラス質で緻密なクリンカ大塊である S1 の融液割合は，
他のサンプルと比べて 1,100～1,500℃の範囲で多くなっ
ており，クリンカの溶融割合（収縮率）の測定結果（図
9）と同様の傾向を示すことが分かった。したがって，ク
リンカの溶融状態は，その組成から計算した融液割合を
求めることによって推測が可能であると言える。

4．操業におけるクリンカ大塊発生解析

　3章での分析や考察を踏まえ，当発電所の 1年間の操
業において，R炭（豪州・瀝青炭）がベースとなってい
る操業条件を抽出し，クリンカ大塊の発生状況を解析し

た。R炭をベースにした 1年間の操業（件数）において，
クリンカが 1次クラッシャに噛込まずに人手による除去
作業が必要となった「クリンカ大塊あり」件数の割合は
約 3割であった。そこで，灰中の融液割合が多くなるほ
どクリンカ大塊が発生しやすいと考え，前述の熱力学平
衡計算で求めた灰中融液割合を指標に用いてクリンカ大
塊の発生状況を分析した。本計算には，操業時に使用し
た石炭の灰組成を用いた。また，温度・雰囲気条件は
1,300℃，O2：0％，CO：8.9％，CO2：13.3％，H2：1.6％，
N2：76.3％をそれぞれ用いた。本条件はクリンカ大塊の
発生が顕著になるバーナと 2段燃焼空気（OFA）ポート
間の温度・雰囲気を想定している。
　図11にクリンカ発生状況と（a）灰の溶融点および（b）
灰中融液割合の関係を示す。灰の溶融点は各石炭銘柄の
酸化雰囲気における溶融点の加重平均から求め，灰中融
液割合は前述の熱力学平衡計算で求めた。灰中の Fe2O3
含有率と灰の溶融点，および灰中融液割合の関係をクリ
ンカ大塊発生の有無別にプロットした。なお，灰中の
Fe2O3含有率の代わりに灰中アルカリ率を用いても同様
の結果になると思われるが，ここでは灰中の含有率が高
くクリンカ大塊へ濃縮しやすい成分である Fe2O3を用い
て評価した。
　灰の溶融点のグラフを見ると，Fe2O3含有率が6％以上
になると灰の溶融点は若干低くなり，クリンカ大塊が発
生する傾向が確認できる。しかし，クリンカ大塊は灰の
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図 8  クリンカの粘性測定結果
������  Results of viscosity measurement of clinker
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図10  クリンカの融液割合の計算結果
������  Calculated results of molten slag fraction of clinker ash
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図 9  クリンカの溶融割合（収縮率）の測定結果
������  Results of thermomechanical analysis of clinker
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図11  クリンカ大塊発生解析の結果
������  Analytical results of generation of clinker
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溶融点が 1,450～1,600℃と広い範囲で発生している。そ
のため，灰の溶融点ではクリンカ大塊の発生を予測する
ことは難しいことが分かる。
　一方，灰中融液割合のグラフを見ると，Fe2O3含有率
が高くなるほど灰中融液割合が増加し，とくに灰中融液
割合が 40％以上かつ Fe2O3含有率が 6％以上の条件でク
リンカ大塊の発生頻度が高くなることが分かる。これ
は，前述のとおり Fe 成分のクリンカへの濃縮がガラス
質で緻密なクリンカ大塊の生成に大きく寄与するものと
考えられる。
　以上のことから，クリンカ大塊の発生には灰中融液割
合と灰中の Fe2O3含有率が大きく影響し，石炭灰の組成
から熱力学平衡計算によって灰中融液割合を求める手法
がクリンカ大塊の発生を評価するのに有効であることが
分かった。したがって，使用する石炭の混炭条件を適正
化することにより，クリンカ大塊の発生が抑制できるも
のと考えられる。

むすび＝クリンカサンプルの分析，ならびに熱力学平衡
計算で求めた灰中融液割合を指標に用いた灰付着性評価
技術を実缶ボイラの操業に適用した結果，以下のことが
分かった。

１）クリンカ大塊は，他のクリンカ灰に比べて低粘性
で流動性がよく，比較的低温で溶融しやすいとい
う特徴がある。

２）灰中融液割合が高く，Fe2O3含有率が高い条件で
クリンカ大塊の発生頻度が高くなることが分か
り，クリンカ大塊の発生を予測する上で本評価手
法が実缶ボイラにも適用可能であることを確認し
た。

　今後は本手法を用いて石炭の混炭条件を適正化し，ク
リンカ大塊発生の低減効果を確認していく。
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まえがき＝2004年以降原油価格は高騰傾向にあり，2008
年 6 月には初めて 1バレル（bbl）140 ドルを突破して過
去最高値を更新した。今後，中国，インド，その他の新
興国・途上国を中心にエネルギー需要はますます拡大す
ることが見込まれており，原油の高値傾向は今後も続く
気配を示している。一方，米国やアジアに豊富な埋蔵量
を有する石炭の活用を拡大し，石炭から液体燃料を合成
する石炭液化が石油を補完する技術として何度か注目を
集めている。最初が1913年のBergiusによる石炭液化法
の発明から第二次世界大戦にかけて，二度目は1970年代
の石油危機以降から1980年にかけて，今回は三度目であ
り，その実用化が中国，インドネシアをはじめとするア
ジア諸国や欧米で期待されている。
　当社は1970年代から石炭液化基礎研究に取組み，新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構（New Energy and 
Industrial Technology Development Organization，以下
NEDOという）から委託を受けた「豪州褐炭液化プロジ

ェクト（1981～1993 年）」，「褐炭液化改良合理化研究
（1993～1997 年）」および「インドネシア褐炭液化 FS
（Feasibility Study，1999～2002 年）」を通して，褐炭に
適したBCL（Brown Coal Liquefaction）プロセスを確立す
るにいたった 1）。
　BCL プロセスは，①スラリー調製・脱水，②液化，③
系内水素化処理，④溶剤脱灰の 4工程（要素技術）から
成立っており 1），1990 年以降，これらの要素技術を応用
展開した新しい技術開発も積極的に進めている（図 1）。
例えば，石炭の脱水工程を応用した「改質褐炭（UBC�： 
Upgraded Brown Coal）製造技術の開発」，液化・水素化
処理工程を応用した「超重質油水素化分解技術の開発」，
溶剤脱灰工程を応用した「ハイパーコール製造・利用技
術の開発」などである。
　本稿では褐炭液化技術開発の経緯，成果の概要，新規
展開した技術開発の概要について紹介する。
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＊技術開発本部　石炭エネルギー技術開発部

石炭液化技術開発の概要とその展開

Outline of Coal Liquefaction Technology Development and New Turns on 
This Technology

Kobe Steel has been proceeding with R&D on direct coal liquefaction since the 1970�s and established the 
Brown Coal Liquefaction (BCL) process for lignite. Since then, new R&D projects such as Upgraded Brown 
Coal (UBC), Hyper Coal and Slurry Phase Hydrocracking (SPH) have been promoted based on the 
elemental technology of the BCL process. This paper presents the background and outline of the coal 
liquefaction project and other new R&D projects. 
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図 1  石炭液化技術の新規展開
������  Taking new turns on coal liquefaction technology
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1．褐炭液化技術開発の経緯

1．1　石炭液化研究の始まり（1939 ～ 1980 年）

　当社における石炭液化研究の開始は，陸軍の要請で石
炭液化事業に参画して満州石炭液化研究所を設立した
1939 年にさかのぼる。1944 年から試運転を行ったもの
の，1945 年の終戦後，工場設備などはソ連軍に接収され
た 2）。
　現在の研究は，1960 年代以降の経済成長の情勢下，コ
ークス製造用原料炭の不足・価格高騰への対応策として
溶剤精製炭（Solvent Refined Coal，以下 SRCという）に
着目し，豪州ビクトリア褐炭からSRCを製造する研究に
着手した（1972 年）ことが始まりである。その後，第二
次石油危機（1979 年）を契機に石油代替燃料の開発気運
が高まり，褐炭液化技術開発へと発展していった。
1．2　豪州褐炭液化プロジェクト（1981 ～ 1993 年）

　豪州ビクトリア褐炭は 330 億トンもの経済的可採埋蔵
量を有する世界有数の褐炭田である。多量（約 60wt％）
の水分を含み，乾燥すると自然発火しやすいため，現地
の発電燃料として利用される以外ほとんど利用されてい
ない。1981 年，この褐炭を対象とした液化プロセスの開
発が日豪共同プロジェクトとして開始され，日本褐炭液
化（株）（当社をはじめ，三菱化成（株）（現三菱化学（株）），
日商岩井（株）（現双日（株）），出光興産（株），アジア石油
（株）（現コスモ石油（株））の 5社より構成，以下NBCL
という）がNEDOの委託のもと研究開発を推進した。本
プロジェクトは，豪州に建設した無水・無灰炭基準の褐
炭処理量50トン／日規模（生褐炭ベースで150トン／日）
のパイロットプラント（以下，PPという）（図 2）およ
び，神戸・岩屋地区に建設した 0.1 トン／日の連続反応
装置の運転研究を中心にスケールアップデータを取得し
て商業化に備えるものであった。表1に示す全ての課題
を達成して 1993 年に成功裏に終了した。
1．3　褐炭液化改良合理化研究（1993 ～ 1997 年）

　その後，国際的な原油価格の低迷などの情勢変化によ
り，さらにプロセスの経済性（コストダウン）や環境調
和性（エネルギー効率）を向上させる必要性が生じたた

め，NBCL の研究体制を当社高砂製作所内に集約して高
砂液化センターを設立した（1993 年）。同センター内に
0.1トン／日規模の連続反応設備を有するベンチスケー
ルプラント（Bench Scale Unit，以下 BSUという）（図
3）を建設し，液化プロセスの改良・合理化研究に取組
んだ。その結果，従来の触媒に比べて極めて高活性で，
粉砕性やハンドリング性に優れた水酸化鉄系の鉄鉱石触
媒の開発や重質液化生成物（ボトム）のリサイクルによ
る高液化油収率の達成，液化粗油の品質を大幅に改善す
る系内水素化処理技術の開発，運転の信頼性を向上させ
る種々の改良を実施し，経済性，環境調和性を向上した
BCLプロセスを開発した（1997 年）。
1．4　インドネシアなどへの展開（1994 年～）

　1994 年，インドネシア共和国の科学技術応用評価庁と
NEDOは石炭液化に関する研究協力覚書を交わした。
これに基づき，NEDOの委託を受けたNBCLはインドネ
シアとの研究協力に着手することとなった。当時インド
ネシアは，2010 年頃には原油輸出国としての地位を失う
ことを懸念しており，自国の豊富な褐炭を液化して液体
燃料に転換したいとの意向から我が国政府に協力を依頼
してきたものである。本研究協力では，インドネシア褐
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ResultsDevelopment targets

Distillate yield of 52wt％ (48wt％ from 
primary hydrogenation, 4wt％ from 
secondary hydrogenation) was achieved.

Distillate yield more than 
50wt％

Continuous operation of 1,700hrs was 
achieved.

Continuous operation 
longer than 1,000hrs

De-ashing performance of 300 ppm（toluene 
de-ashing） and 700 ppm（naphtha de-ashing） 
were achieved respectively.

De-ashing performance 
of ash content in the 
DAO product less than 
1,000ppm

Continuous operation of 3,400hrs in PP and 
7,800hrs in life test were achieved respectively.

Development of highly 
active fixed-bed catalyst

New slurry de-watering process that is 1/3 
energy consumption of the existing 
technology  was established.

Development of 
economical new
de-watering process

表 1  褐炭液化 50t/d PP における開発目標と成果 3）

��������Development targets and results of 50t/d pilot plant 
operation 3)

図 3  0.1トン／日　石炭液化連続反応装置
（BSU：Bench Scale Unit, 高砂製作所内）
������  0.1t/d coal liquefaction BSU
(Bench Scale Unit, at Takasago)

図 2  豪州 50 トン／日褐炭液化パイロットプラント
������  50t/d brown coal liquefaction pilot plant (Australia)



炭の資源調査や液化試験を通して液化候補炭のスクリー
ニングを行うとともに，インドネシア技術者の指導や液
化試験機器の供与を通して液化技術のレベルアップを図
ってきた。なお，1994年から1997年までの4年間でイン
ドネシア研修生をのべ 28 名受入れ，触媒粉砕機，水素
化処理反応設備，蒸留設備などの多くの機器を供与し
た。また，1999 年から 2002 年にかけて，3カ所のインド
ネシア褐炭田を対象に，技術面および経済面からプロジ
ェクトの実施可能性を調査する Feasibility Study（FS）を
行い，液化技術は有望との結論を得ている4），5）。
　従来予想より早く原油の純輸入国に転じたインドネシ
アは，褐炭液化プログラムの実施を支援する大統領令
2006 年第 2号を発令するとともに，日本政府に対して褐
炭液化協力に関する支援を要請した（2006年3月）。これ
を受け，日本－インドネシア首脳会談（2006 年 11 月）
において日本が石炭液化の技術協力を行うことが表明さ
れた。当社は，NEDOから委託されたインドネシア褐炭
液化事業に関する種々の調査を実施することなどでイン
ドネシアにおける石炭液化の商業化を支援してきた。ま
た，2008 年の原油価格高騰の影響で石炭液化が注目され
るなか，米国の石油会社などとともに石炭液化試験を共
同で進め，現在にいたっている。

2．褐炭液化技術の概要3）

　本章では，褐炭液化技術であるBCLプロセス，液化生
成物の収率と品質，褐炭液化の経済性と商業化への課
題・展望について概説する。
2．1　褐炭液化BCLプロセス

　BCLプロセスのフローを図4に示す。本プロセスは①
褐炭を油中で脱水するスラリー調製・脱水工程，②褐炭
を水素化分解して液体に転換する液化工程，③液化油を
水素化処理して精製する水素化処理工程，④灰分および
残渣（ざんさ）を溶剤中で沈降分離する溶剤脱灰工程の
主要 4工程より構成される1）。

　粉砕された褐炭は，原料溶剤である循環CLB（Coal 
Liquid Bottom，重質生成物，沸点（boiling point，以下
b.p. という）420℃以上の留分），循環溶剤（b.p.300 ～
420℃留分），および循環DAO（De-ashed Oil；脱灰溶剤，
b.p.300℃以上の留分）と混合・スラリー化（標準の石炭
／溶剤比＝1／2（wt/wt））された後，脱水工程に送られ
る。脱水工程では140～150℃（0.3MPa）の条件下で褐炭
中の水分（豪州褐炭：約 60wt％，インドネシア褐炭：約
35wt％）の95wt％以上が蒸発除去される。脱水後のスラ
リーは鉄系触媒と混合後昇圧され，高圧水素と混合，予
熱された後，液化工程で気泡塔反応器を用いて液化（標
準条件：450℃，15MPa）される。液化生成物は気液分
離器で気相と液／固体相に分離後，気相に含まれる液化
粗油（主に b.p.420℃以下の留分）は一段目固定床反応器
で水素化処理（標準条件：Ni-Mo 触媒，320℃，15MPa）
された後，軽・中質油（b.p.300℃以下の留分）と重質油
（b.p.300～420℃留分）に分離される。重質油は原料調
製工程に水素化循環溶剤としてリサイクルされる。軽・
中質油は二段目固定床反応器で再度水素化処理（標準条
件：Ni-Mo 触媒，360℃，15MPa）された後，蒸留塔で
軽質油（b.p.220℃以下の留分）と中質油（b.p.220～300
℃留分）に分画され，製品として回収される。一方，気
液分離器の液／固相（主に b.p.300℃以上の留分）はその
一部が循環CLBとして原料調製工程にリサイクルされ，
一部はCLBランダウンとして系外に排出され，残りは脱
灰工程に送られる。脱灰工程では，自生ナフサを溶媒と
した沈降分離によって灰分を含まない重質ボトム
（DAO：b.p.300℃以上の留分）とスラッジ（重質残渣と
灰分，触媒）に分離され，ボトムは循環DAOとして原
料調製工程へリサイクルされ，スラッジはボイラ燃料と
して利用される。
　本プロセスは以下のような特長を有する。
・スラリー脱水法の採用により通常の乾燥法に比べて
大幅にエネルギー効率を改善
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図 4  BCL プロセスの概略フロー 3）

������  Simplified flow diagram of BCL Process 3）
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・安価で高活性な水酸化鉄系鉄鉱石触媒の採用と
CLB（重質生成物）リサイクルによる高液化油（C5
～ 420℃留分）収率の獲得

・溶剤脱灰により排出される有機重質残渣の極小化
（液化油収率の向上）

・プロセス系内の熱，圧力エネルギーを利用した水素
化処理工程の採用

2．2　石炭液化生成物の収率と品質

　表 2に液化原料として用いたインドネシア・カリマン
タン島南東部産Mulia褐炭の品質を示す。水分が約35wt
％含まれており，また炭化度が低いため酸素の含有量が
20.9wt ％と高い 6）。Mulia 炭を液化した際の生成物の収
率を表 3に示す。表 3に示した収率は液化工程のみなら
ず 2段の水素化処理工程（図 4参照）における反応を含
めた値であり，いわば液化プラントの最終製品の収率に
相当する。無水無灰炭ベースの液化油（Distillate）収率
は 63.5wt％，LPG（C3，C4）の収率が 3.9wt％であり，こ
れらが液化製品として外販される。残渣であるCLB（収
率 7.3wt ％）や CO，C1 ，C2はプラント内で燃料として
消費される 7）。CLB収率をさらに低減させ液化油収率を
増加させることは技術的に可能であるが，CLBリサイク
ル法を採用しているため，石炭中の灰分や触媒成分の一
定量をCLBや脱灰スラッジとともに系外に排出する必
要があり，CLB収率はこの点を考慮して設定される。こ
れらのことを考慮すると，改良BCLプロセスはほぼ極限
まで液化油収率の向上を可能としたプロセスであるとい
える。
　インドネシア褐炭を液化・水素化処理した生成油の品
質を表 4に示す。灯・軽油留分（Kerosene， Gas Oil）
中の窒素および硫黄濃度は10ppm以下であり，クリーン
な製品であることがわかる。一環芳香族成分を 10～
20％含有しており，飽和炭化水素の割合（飽和分）は 80
～90％であった。ただし，ナフテン構造の飽和分が主要
を占めるため，軽油留分のCetane Index（セタン指数）
は 38.6 と若干低く，ディーゼルエンジンに使用するには
二次水素化処理，石油製品とのブレンド，あるいはセタ
ンブースタの添加などの対策が必要である 8）。一方，ナ
フサ留分からは良質のガソリン基材が製造できることが

報告されている 9）。
2．3　褐炭液化の経済性

　BCLプロセス（図 4）でインドネシア褐炭を液化する
商業プラントの FSが実施されており4），Mulia 褐炭を対
象とした商業プラントの概要と経済性評価結果を紹介す
る。
2．3．1　液化商業プラントの概要

　褐炭液化商業プラントは，無水・無灰炭基準の液化用
褐炭供給量（ボイラ用および水素製造用を除く）を一系
列・6,000 トン／日の規模とした。なお，別途ケースス
タディーとして，①準商業機として初期投資をできるだ
け抑制した3,000トン／日のケース，②6,000トン／日プ
ラントを2系列並列に配置した12,000トン／日の3ケー
スを検討した。
　各プラントの液化油生産量と建設費等を表 5に示す。
6,000 トン／日商業プラントの液化油生産量は約 27,000
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Yield (wt％ on dafc)
H2

consumptionLPGC1～ C2CO＋CO2H2O
CLB（5）

＋420℃
HO（4）

300～420℃
MO（3）

220～300℃
LO（2）

C5～220℃
Distillate（1）

C5～420℃
－7.13.95.410.716.37.36.126.231.263.5

（1）Distillate：（LO＋MO＋HO）, （2）LO：Light Oil, （3）MO：Middle Oil, （4）HO：Heavy Oil, （5）CLB：Coal Liquid Bottom
Reaction conditions
　Liquefaction section：Cat: Fe catalyst 1wt％ as Fe, CLB recycle：60 wt％ on dafc, 
 DAO recycle 18wt％ on dafc, 450℃, 15MPa, 1.1h,
　1st in-line hydrotreting section：Ni-Mo Cat. 320℃, 15MPa, LHSV ＝ 1（h－1）
　2nd in-line hydrotreting section：Ni-Mo Cat. 360℃, 15MPa, LHSV ＝ 1（h－1）

表 3  Mulia 炭液化生成物の収率（水素化処理工程含む）3）

���������Product yields of Mulia coal liquefaction (including hydrotreating section) 3）

Elemental analysis
(daf base)

Ultimate analysis
(as-received)

O(diff.)SNHCWater ash
20.90.21.04.973.05.135.0Mulia coal

表 2  インドネシアMulia 褐炭の品質 3）

���������Properties of Mulia coal (Indonesia) 3）

Gas oil
240～350℃

Kerosene
180～240℃

Naphtha
C5～180℃

86.93
12.81
＜10
＜10

86.52
13.25
＜10
＜10

85.06
14.34
＜10
30

Elemental analysis
 C (wt％)
 H (wt％)
 N (ppm)
 S (ppm)

1.761.832.01H/C atomic ratio

19.4
17.9
1.4
0.1
0
80.6

11.7
11.7
0
0
0
88.3

－
－
－
－
－
－

HPLC analysis (vol％)
 Total aromatics
 1-ring
 2-ring
 3-ring
 Olefines
 Saturates

0.9070.8800.801Density
(g/cc, 15℃)

38.6－－Cetane index

表 4  二段目水素化処理生成油の品質 3）

���������Properties of 2nd in-line hydrotreated products 3）

Plant construction
costs in 2006（2）Oil

production
（bbl/d）

Manpower
requirement
（persons）

Plant
scale（1）

（t/d） MM
（US＄）

MM
（￥）

1,200144,00013,4535243,000
2,013241,60026,9055766,000 
3,552426,30053,81097312,000 

(1) The amount of feed coal for liquefaction, dry ash free basis
(2) Including hydrogen production system, utility system, power 
generation system, pipeline and terminal for product transportation 
and sipping

 1US＄＝120￥
 We referred “PCI/PPI Report 2006 10）” and supposed that the plant 
construction cost in 2006 is 1.5 times of cost in 2001 6）

表 5  液化設備の規模と液化油生産量，プラント建設費 3）

��������Plant scale, production capacity and plant construction 
costs for commercial plant 3）



バレル／日であり，年産約 834 万バレル（310 日／年稼
働）となる（1バレル＝0.159m3として日産 4,293m3，年
産 133万 m3）。褐炭液化商業プラントには液化プラント
本体のみならず，水素製造設備，ユーティリティ設備，
発電設備，パイプラインや出荷ターミナル等も含まれて
おり，6,000トン／日プラント建設費は約2,400億円（2006
年度試算）と巨額の投資が必要となる。
2．3．2　経済性評価

　財務分析手法として，世界の多くの企業で用いられて
いる多年度収益法（Discounted Cash Flow，以下DCF法
という）を用いた。この方法は，決められた自己資本利
益率（Return on Equity，以下 ROEという）を確保しな
がら返済計画どおりに元利金を返済したときの，プラン
ト運転開始年から運転終了年までの各年のキャッシュフ
ロー合計を自己資本と対比し，その差が 0となるよう液
化油の販売価格を求める方法である。
　経済性評価の前提条件を表6に示す。プラント建設期
間は 4年，運転期間は 25 年間，プラントは年間 310 日稼
働（55 日／年メンテナンス，稼働率 85％）とした。自己
資本比率は 25％，労務費単価，固定資産税率，法人税，
長・短借入金金利などはインドネシア側から得た情報に
基づいて設定した。また，原料石炭，液化生成油，プラ
ント建設費，労務費および化学品などの物価上昇率はい
ずれも 3.5％／年とした。
　DCF法を用いて経済性を試算し，液化油の販売価格と
ROEの関係をプロットしたものが図5である。褐炭液化
油の製造コスト（ROEが 0の場合）は 30～40＄/bbl 程
度と計算された。仮に液化油が 80＄/bbl で販売できた
と仮定した場合，ROEは12,000トン／日プラント運転の
場合 40％，6,000 トン／日プラント運転では 35％，また，
3,000 トン／日の準商業機運転においては 25％以上であ
った。液化油は水素化処理により脱窒，脱硫など，高品
位化されていること，今後石油資源の枯渇化に伴い原油

価格が高値安定していく可能性が高いことなどの状況か
ら判断して，褐炭液化は収益性の高いプロジェクトとな
る可能性がある。
2．4　商業化への課題と展望

　石炭液化の場合，石油精製と異なりスラリーという流
体を扱うため，配管での閉塞，コーキング，スケール・
スラッジ堆積，機器・配管・バルブなどのエロージョン
やコロージョンなどのトラブルが予測される。これらを
回避するため，機器設計，材質選定，配管の形状や調節
弁などの形式選定における適切な対応が求められる 11）。
また，日本では 50 トン／日 BCL-PP や 150 トン／日 
NEDOL-PP の運転研究が終了した段階にあり，商業規
模（6,000 トン／日）へのスケールアップは技術的には可
能と考えられるが，40～120 倍のスケールアップ比であ
ることより，一号機の褐炭液化プラントは，まず3,000ト
ン／日規模の準商業機を建設し，ここで種々の課題を解
決・克服した後，同じサイトに 3,000 トン／日設備を追
加建設して 6,000 トン／日規模に仕上げる方法が推奨さ
れる。また，上述したように，褐炭液化は収益性の高い
プロジェクトとなる可能性がある一方で，6,000 トン／
日商業プラントの建設費が約 2,400 億円と巨額の投資が
必要であることなどから民間企業が単独実施するにはリ
スクが大きく，政府レベルの支援が不可欠であることは
言うまでもない。

3．石炭液化要素技術の新規展開

　1990 年以降，褐炭液化BCLプロセスの要素技術（工
程）を応用展開し，「改質褐炭（Upgraded Brown Coal，以
下UBCという）製造技術」，「超重質油水素化分解技術」，
「ハイパーコール製造・利用技術」などの研究開発を進
めている（図 1参照）。本章ではそれぞれの技術開発の経
緯と概要を紹介する。
3．1　UBC製造技術

　褐炭や亜瀝青炭をはじめとする低品位炭は，水分含有
量が高いため発熱量が低い。また前述のように，乾燥す
ると自然発火するなどの問題があることからその利用は
極めて制限されている。山元での発電利用は，低品位炭
の発熱量が低いため送電端効率が低く，環境に大きな負
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AssumptionsItems

4 yearsConstruction period

25 yearsOperating period

20 yearsDepreciation

4 yearsConstruction cost grace

15 yearsRepayment for construction cost

25％Equity ratio

85％Operation factor

3％（vs. const. cost）Cost for trial run

0％（vs. const. cost）Value after depreciation

9,800 US＄/person・yearMean annual wage

0.1％（vs. book value）Fixed property tax

30（vs. dividend）Company income tax rate

24～26＄/t（AR basis）Raw coal price

7％Long term bank interest rate

5％Short term bank interest rate

3.5％/yearVarious price escalation

表 6  経済性評価の前提条件 3）

��������Summary of main conditions and assumptions for economic 
analysis 3）

図 5  液化油販売価格と ROEの関係（Mulia 炭ケース）3）

������ Correlation between oil selling price and ROE (Mulia Coal 
Case) 3）
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荷を与えているといわれる。
　UBC製造技術は，こうした低品位炭を油中で脱水改質
することによって発熱量および安定性を一般炭（瀝青炭）
と同等レベルにまで向上させる技術である。将来，瀝青
炭資源が枯渇して低品位炭の需要が高まる時代が到来す
るとの予測のもと，豪州褐炭液化プロジェクトの関係者
が，プロジェクト終了間際に，石炭液化を通じて開発し
た要素技術の新規展開を模索したなかで，スラリー脱水
技術から生み出されたのがUBC製造技術であり，当社
の独自技術である。
　1992年に基礎研究を開始し，1996年からは豪州ビクト
リア褐炭を対象とした石炭処理量 0.1 トン／日規模のバ
ッチ式脱水試験装置（BSU）を用いた研究開発を進めた
（（財）エネルギー総合工学研究所から受託）。1999 年に
インドネシア褐炭を対象とした研究開発に着手，インド
ネシア・西ジャワ州チレボン市に建設したUBC生産量
3トン／日規模のパイロットプラントの運転を通して
UBCプロセスの連続運転性を実証した（2001～ 2004年，
（財）石炭エネルギーセンター（Japan Coal Energy 
Center，以下 JCOAL という）から受託）。現在，インド
ネシア・カリマンタン島サツイにUBC生産量 600 トン
／日規模の実証プラント建設し，プロセスの確立，FS，
市場調査（バルクサンプルによる燃焼試験など）を目的
とした運転を行っており（2006～2009 年の予定，当社が
JCOAL事業に参画する体制で実施），早ければ 2010年の
商業化実現を目指している。
3．2　超重質油の水素化分解技術（KOBELCO SPHプロ

セス）

　非在来型石油資源であるオイルサンド（石油を含んだ
砂岩）やオイルシェール（油母頁岩（ゆぼけつがん）と
も呼ばれる油分を含んだ頁岩）は，その潜在資源量の多
さと利用の技術的可能性の高さから利用が期待されてい
る。また，既存の石油資源は重質化傾向にあり，精油所
における原油の蒸留残渣の有効利用も重要な課題であ
る。これらを処理する方法としてコーキング技術が主流
となっているが，貴重な資源の有効利用の観点から水素
化分解技術が期待されている。
　KOBELCO SPH（Slurry Phase Hydrocracking）プロセ
スは，オイルサンドや原油の蒸留残渣などの超重質油を
水素化分解・水素化処理して極めてクリーンな輸送用燃
料を製造する技術である。原油価格の低迷により，日本
の国策として開発されてきた石炭液化の実用化が極めて
不透明になった1990年代，ポスト石炭液化技術として原
料を石炭から超重質油に転換して開発されたものであ
る。
　1990 年代半ば，関連石油会社より原油の蒸留残渣など
の重質油を入手して基礎研究を開始した。1999 年度よ
り 2年間，ブラジル・マリム原油の減圧蒸留残渣（VR）
を対象とした研究開発（NEDO事業）を実施した。以降，
カナダ・Syncrude 社や石油会社との共同研究において
バッチ式オートクレーブや連続反応装置（BSU，図 3参
照）を用いた運転を実施し，SPHプロセスを確立するに
いたった 12）。SPHプロセスは以下の特長を有する。

・水素化分解工程の触媒原料として安価で高活性な天
然水酸化鉄系鉄鉱石を使用。
・高活性な触媒の使用とボトムリサイクル運転などに
より，他の既存あるいは開発中のプロセスに比べて
低圧力下で高オイル収率を獲得することが可能。
・プロセス系内の熱，圧力エネルギーを利用した水素
化処理工程により，効率的にクリーンな液体燃料を
製造することが可能。

　最近の原油価格高騰のあおりを受け，カナダのオイル
サンドをはじめとする超重質油の改質技術が再び注目さ
れるなか，商業化を目指して研究開発を推進している。
3．3　ハイパーコール製造・利用技術

　石炭を溶剤中で加熱抽出（石炭の一部が溶解）して可
溶分と不溶分を固液分離し，可溶分から溶剤を除去して
得られる無灰炭をハイパーコールと称している。
　石炭消費量の増加に伴って増加する石炭灰（無機質）
は，石炭を利用する上での大きな障害である。セメント
産業による石炭灰の受入能力は飽和状態に近づいてお
り，灰処理問題が顕在化してくると予想されるなか，灰
分の低減技術，とりわけ灰のない石炭が待ち望まれてい
た。
　石炭の一部が有機溶剤に溶解することは以前から知ら
れていたが，この技術を工業レベルにまで高め，さらに
ハイパーコールをガスタービンで直接燃焼させて発電効
率を飛躍的に高めることを目的とする「ハイパーコール
利用高効率燃焼技術開発」をNEDOが 2002 年よりスタ
ートさせた。石炭液化の溶剤脱灰技術が適用できること
から当社がこれに参画，高砂液化センター内に石炭処理
量 0.1 トン／日の連続反応設備（BSU）を建設・運転し
て 2007 年にハイパーコールの製造技術を確立するにい
たった 13）。
　一方，研究開発の過程においてハイパーコールは良好
な軟化溶融性を発現することを発見し 14），燃焼用途のみ
ならず，高強度コークス製造のためのバインダや高機能
炭材の原料などの幅広い用途が期待できることがわかっ
た。コークス製造用バインダへの適用に関しては関西熱
化学（株）との共同研究を実施するとともに，NEDOの
COURSE50 事業（「環境調和型製鉄プロセス技術開発」，
2008 年～）に参画，高機能炭材への適用に関しても関連
会社との共同研究を実施し，それぞれの実用化を検討中
である。

むすび＝石炭，石油などの炭化水素資源をほとんど有し
ない我が国にとって，エネルギーの安定確保は重要な課
題である。比較的豊富な埋蔵量を有する石炭資源ですら
良質な資源には限りがあり，その可採年数は227年（1999
年予測）から 133 年（2007 年予測）へ 8年間で 94 年も
減少し 15），低品位炭資源の利用へと移行している。当社
は，1970 年代より褐炭液化の技術開発に着手して以来，
40 年近くにわたって研究開発を継続的に実施してきた。
そのなかで，UBCをはじめとする低品位炭の有効利用技
術や，超重質油水素化分解，ハイパーコールのような資
源の高付加価値化に関連する技術開発を展開している。
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このような技術を実用化させることによって，我が国に
おけるエネルギーの安定供給に貢献するとともに，海外
におけるクリーン・コール・テクノロジー（石炭を効率
的に利用する技術の総称）の普及を進めて国際貢献にも
努めていく所存である。
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まえがき＝当社では永年にわたり石炭液化プロセスの技
術開発を推進してきており，オーストラリアにおいて石
炭処理量 50 トン／日のパイロットプラントを運転して
きた実績を有している。このプロセス開発の中で確立さ
れた技術の一つに，石炭液化油中から灰分や未反応物な
どの溶剤不溶成分を重力沈降により除去する溶剤脱灰技
術があり1），この溶剤脱灰技術を展開して，新たに無灰
炭（Hyper-coal，以下ハイパーコールあるいはHPCとい
う）製造プロセスの開発を進めている。本プロセスは，
石炭由来の 2環芳香族溶剤中で石炭の溶剤可溶成分を加
熱抽出し，溶剤不溶成分と分離することでハイパーコー
ルと溶剤不溶成分である副生炭を製造するものである。
とくにハイパーコールは，無灰であることに加えて優れ
た軟化溶融性を有しており，多くの用途が開発されつつ
ある。
　本稿では，ハイパーコールの製造技術，およびそのコ
ークス用途への展開例について紹介する。

1．ハイパーコール製造プロセス

　プロセス開発の詳細については既報 2）を参考いただ
き，ここではプロセスの概要紹介にとどめる。図 1にハ
イパーコールの製造原理 3）を示す。

　石炭は分子同士が複雑に絡み合った凝集構造であり，
2環芳香族主体の溶剤と混合した場合でも，室温では石
炭可溶成分の抽出率はわずかである。 しかし，350 ～
400℃に加熱することによる溶剤自身の溶解力の増加，
および石炭分子の凝集構造の緩和に伴い，より高い抽出
率で溶剤可溶成分が得られる。溶剤可溶成分と不溶成分
および灰分を含むスラリーは，沈降分離などの方法で固
液分離し，無灰化処理した溶液，および不溶成分（灰分
も含む）が濃縮した懸濁スラリーに分けられる。それぞ
れの分離成分は後段で蒸発処理を行って溶剤を分離回収
し，ハイパーコールと副生炭（Residue coal，以下 RCと
いう）が製造される。このコンセプトを基にハイパーコ
ールの連続製造プロセスを構築し，製造技術の開発を進
めてきた。図2にハイパーコール製造プロセスのフロー
図を，また図 3に現在プロセス開発に活用している石炭
処理量 0.1 トン／日規模のハイパーコール連続製造設備
（Bench Scale Unit，以下 BSUという）の全景写真を示
す。ハイパーコールの製造プロセスは，1）スラリー調
製／脱水工程，2）抽出工程，3）固液分離工程，4）溶剤
回収工程より構成されている。原料石炭は，溶剤と混合
してスラリー化し，抽出槽に送られて 350～400℃におい
て溶剤可溶成分が抽出される。抽出スラリーは固液分離
工程で沈降処理され，清澄化されたオーバフローと，溶
剤不溶成分や灰分が濃縮したアンダフローが得られる。
これらの生成液からは，後段の溶剤回収工程でフラッシ
ュ蒸留などの手法で溶剤留分が分離回収され，ハイパー
コールと副生炭が製造される。回収された溶剤留分はナ
フタレンやメチルナフタレンなどの 2環芳香族化合物で
構成されており，循環使用される。この 2環芳香族化合
物は基本的な構造が石炭の構成分子と類似していること
から石炭との親和性が高く，比較的高い抽出率が得られ
る。また抽出工程では石炭自身の分解により少量の 2環
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ハイパーコール利用コークス製造技術

Coke Making Technology Using Hyper-coal

Hyper-coal (HPC) is an ashless coal, which is made by applying solvent de-ashing technology. Coal is 
extracted with coal derived recycling solvent, which consists mainly of 2-ring aromatics, at 360-400℃, and 
insoluble coal including ash is removed by gravity settling. We can feature the Hyper-coal as an ashless, high 
heat value (8,500kcal/kg) coal. In addition, we found that Hyper-coal has an excellent thermoplasticity. 
Therefore, Hyper-coal can be used as an additive to improve coke strength of the coal blend that contains a 
lot of non-slightly caking coal.

■特集：新鉄源・石炭 FEATURE : New Iron and Coal
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図 1  ハイパーコール製造の原理
������  Principle of Hyper-coal production
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芳香族化合物が生成されるため，溶剤の外部補填は不要
であり，溶剤の完全循環が可能である。

2．ハイパーコールの特徴

　コークス用原料炭として用いられている A炭，および
火力発電用一般炭のB炭を原料とし，BSUを用いてそれ

ぞれのハイパーコール（HPC-A，HPC-B）を製造した。表
1に原料石炭，ハイパーコールおよび副生炭の性状を示
す。ハイパーコールは無水，無灰であり，さらに高い発
熱量を有している。ハイパーコールはまた，優れた着火
性や燃え切り性を持つことから，高効率なガスタービン
コンバインド発電システムへの適用も期待できるクリー
ンな燃料としての特徴を有している 4）。なお，副生炭は
灰分が濃縮しているものの，多孔質で着火性が良く，微
粉炭火力発電や セメント用の原燃料としての活用が有
効である。ハイパーコールおよび副生炭について，代表
的な特徴および用途を表 2に示す。
　A炭，B炭，およびそれぞれの石炭から得られたHPC-
A，HPC-B の軟化溶融性をギーセラー流動度法（JIS 
M8801）により測定した結果を図 4に示す。原料炭の A
炭は，約400～470℃の比較的狭い温度範囲で高い軟化溶
融性を示す。また一般炭のB炭はほとんど軟化溶融しな
い。これに対してハイパーコールでは，HPC-A，HPC-B
ともに約 250℃の低温から軟化が始まり，ギーセラー流
動度計の測定上限（logMF＝4.78）を超える高い流動性を
示している。このような優れた軟化溶融性は，軟化溶融
性を示さないあらゆるランクの石炭を原料としても発現
することを確認している5）。ハイパーコールは，石炭を
構成する分子凝集構造を熱的に緩和し，その高次構造か
ら解放されて溶剤中に移行した分子からなる。これらの
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図 2  HPC プロセスフロー
������  Schematic flow diagram of Hyper-coal process
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図 3  0.1t/d HPC 連続製造試験装置
������  0.1t/d HPC Bench scale unit

Thermal plasticity*Heat value
(kcal/kg)
gross 

H/CMoistureSample logMF
(logddpm)

RT
(℃) 

MFT
(℃)

ST
(℃)

Odiff.SNHCFuel
ratio

VMash
(wt％) (daf base) (wt％) (dry base)

3.074744433887,7200.767.10.62.35.484.71.635.66.02.3Coal A
＞60,000486380-4422268,4900.796.00.72.25.685.61.245.00.10.0HPC-A

Appeared no thermoplasticity6,9000.6212.10.72.24.280.82.623.615.70.0Residue coal
0.784464344136,9200.809.10.62.05.582.91.436.212.22.9Coal B
＞60,000478369-4422588,5800.826.90.61.95.884.80.951.40.10.1HPC-B

Appeared no thermoplasticity6,0600.6210.20.72.04.382.82.522.222.11.6Residue coal
*Gieseler plastmeter(JIS M8801), ST: Softning temperature, MFT: Maximum fluidity temperature, 
  RT: Resolidification temperature.

表 1  原料炭よびハイパーコールの分析結果
���������Properties of raw coal and Hyper-coal



分子は溶剤を除去することによって再度固体となるが，
元の石炭のような複雑な高次元構造に戻ることはない。
分子同士の拘束力が比較的弱いため，より低い温度で分
子の自由度が増し，高い軟化溶融性を発現するものと考
えられる。

3．コークス用粘結材としての可能性

　高炉におけるコークスの役割を図5に示す。鉄鉱石を
還元して銑鉄を製造する高炉において，鉄鉱石とコーク
スが交互に層をなすように高炉内に供給される。コーク
スは，鉄鉱石の還元材や熱源としての機能のほかに，高
炉内の通気性を確保するスペーサとしての役割を担う。
とくに銑鉄の製造効率向上やCO2削減の観点から，近年
では低還元材比での操業が求められており，コークス投
入量を低減しても炉内通気性を十分に確保できる高強度

コークスの適用が重要である。
　高炉用コークスは，強粘結炭から非微粘結炭といった
種々の原料炭を適宜配合して製造されるが，高強度コー
クスを製造するには，粘結性や炭化特性に優れる強粘結
炭を多く配合する必要がある。しかし強粘結炭は高価な
うえに資源的な限定もあり，非微粘結炭などの劣質炭の
配合比率を上げることが重要な課題となっている。ただ
し，粘結炭の配合比率を下げて非微粘結炭の比率を上げ
ると，配合炭の流動性や粘結性が不足し，所期の強度を
有するコークスを製造することは困難であり，それを補
う高性能粘結材の添加が必要となる。
　ハイパーコールは高い軟化溶融性を有しており，コー
クス用粘結材としての適用可能性が示唆されている
が 6），本稿では試験規模を上げ，充填量 300kg 規模のコ
ークス試験炉を用いて缶焼き試験を行った。焼成条件
は，配合炭粒径 3mm以下，ハイパーコール粒径 0.15mm
以下，水分 7.8％，嵩（かさ）密度 800［kg/m3］，焼成温度
1,050℃（約 16 時間）で行い，ドラム強度指数（��15015，
JISK2151）による強度評価を行った。
　まず，粘結炭を主とした配合におけるハイパーコール
の添加効果を調べた。配合炭として2銘柄の強粘結炭（C
炭，D炭），および準強粘結炭（E炭），非微粘結炭（F
炭）の計 4銘柄のコークス用配合炭（表 3）を用い，ま
ず，C，D，E，F炭の配合比率を 15：26：34：25 とした
基準配合-1（以下，Base-1 という）のコークスを製造し
た。また，E炭に代えてHPC-A，あるいはHPC-Bを10％
まで添加したコークスを製造した。図6にハイパーコー
ル添加量とコークス強度の関係を示す。Base-1 のドラム
強度（��15015）は 83.1 となり，高炉用コークスとして適
用できるコークス強度を示しているが，ハイパーコール
添加量の増加に従いコークス強度が増し，10％添加にお
いて��15015 ＝87 程度を示すに至った。
　つぎに，非微粘結炭を多量に用いた配合に対するハイ
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Residue coalHyper-coal

Moisture freeMoisture free

Characteristic

Ash：5-25％Ash：200-5,000ppm

High ignition abilityHigh heat value (＞8,500kcal/kg)

High heat valueExcellent thermal plasticity

High reactivityHigh reactivity

Fuel for coal fired plantFuel for power generation in
gas turbine & coal fired plant

Application

Reduction agent for
metallurgical refiningBinder for coke making

Reduction agent for
metallurgical refining
High performance carbon
materials

Catalytic HPC gasification

表 2  ハイパーコールおよび副生炭の特徴と用途
���������Characteristic and application of Hyper-coal and residue coal

図 4  ハイパーコールの軟化溶融特性
������  Thermoplasiticity of raw coal and Hyper-coal
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1.89 37.7 0.96 10.1 26.4 Coal F

表 3  コークス用配合炭の分析結果
���������Properties of blending coal

図 5  高炉におけるコークスの役割
������  Role of coke in blast furnace
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パーコールの添加効果について調べた。ここでは非微粘
炭配合量を 50％まで高めた基準配合-2（C：D：E：F＝
15：30：5：50，以下 Base-2 という）に対し，強粘結炭
（D炭）に代えてHPC-A，あるいはHPC-B を 10％添加
した場合のコークス強度を比較した（図 7）。Base-2 では
��15015 ＝75.2 と高炉では適用困難な低いコークス強度と
なるが，ハイパーコールを添加することで著しく強度が
増し，��15015 ＝85以上を示した。ドラム強度向上度（Δ
��）は，粘結炭を多く配合したBase-1 でΔ��＝＋ 4程
度，非微粘炭を多く配合したBase-2 ではΔ��＝＋ 10 程
度であり，強度改善効果としてはBase-2 の方が高い。
　Base-1およびBase-2に対し，ドラム強度指数評価と同
様にハイパーコールを 10％添加した配合炭のギーセラ
ーカーブを図8に示す。いずれの場合もハイパーコール
添加により軟化溶融性が向上し，軟化溶融性が乏しい
Base-2に対する向上効果が強く現れている。Base-2に対
するコークス強度向上度が高いことのゆえんと考えられ
る。
　基準配合炭，およびこれにハイパーコールを 5％添加
した配合炭を SUS 製の配管を用いた容器（φ20mm）に
充填（嵩密度 800［kg/m3］）し，炭化過程中の各温度に
おける形態変化を比較した写真を図 9に示す（本図は共
同研究者である（独）産業技術総合研究所から提供いた
だいた）。基準配合炭において，加熱温度400℃程度では
石炭粒子はまだバラバラに崩壊し，充填時の円筒形態を
維持できていないが，ハイパーコールを添加した場合は
300℃程度でも形態が維持されている。また，これら乾
留過程におけるコークスの見かけ密度は，溶融初期段階
から一貫してハイパーコールを添加した方が高くなって
いる。これは，ハイパーコールは，コークス用配合炭よ
りも低温で軟化溶融することによって配合炭の実質充填
密度を増加させるとともに，粒子同士の面接触と融着を
促進する効果を発揮するものと考えられる。
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図 6  ハイパーコール添加量とコークス強度の関係
������  Relationship between HPC additional rate and coke
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図 9  HPC 添加による炭化挙動の影響
������  Influence of carbonization behavior by HPC addition
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図 8  HPC 添加による配合炭軟化溶融性の変化
������  Change in thermoplasticity by HPC addition
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図 7  非微粘炭多量配合に対するハイパーコール添加の効果
������  Effect of Hyper-coal in high ratio slightly-caking coal blending
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　図10に，Base-1 に対して得られたハイパーコール添
加によるコークスの光学的異方性組織構成の変化を示
す。ハイパーコール添加量の増加に従い，コークスの異
方性組織が発達していることが認められる。このことか
ら，ハイパーコールは配合炭の軟化溶融性を増加させる
だけでなく，周辺炭との相互作用によって液相炭化を促
進する効果も発揮するものと考えられる。

4．コークス製造の工業化イメージ

　ハイパーコールは，通常の高強度配合に対してコーク
ス強度をさらに向上させる効果を示すが，従来では十分
な強度が得られない非微粘炭配合比率の高い配合条件で
より強い強度向上効果を発揮する。また，ハイパーコー
ル自身はコークス用には適用できない一般炭を原料とす
ることができるため，コークス製造における原料炭コス
トの低減と資源対応幅の拡大をもたらすことができると
考えられる。図11にハイパーコール製造プラントを製
鉄所内に設置した場合の工業化イメージを示す。ハイパ
ーコールの原料には製鉄所内にある自家発電用の一般炭
を用い，コークス用配合炭としては非微粘結炭の配合比
率を増加させた配合とする。また，副生炭は自家発電用
燃料やセメント原燃料として利用することができると考
えられる。

むすび＝ハイパーコールは，コークス用粘結材として優
れた特性を有することがわかった。これを利用すること
によって従来以上の高強度コークスの製造や，非微粘結
炭を多量に配合した高炉用コークスの製造が可能となる
と期待される。
　なお本稿は，平成 14 年度から 19 年度にかけて行われ
た（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下，
NEDOという）の委託研究「石炭エネルギー開発事業　石
炭利用次世代技術開発調査　ハイパーコール利用高効率
燃焼技術の開発」の一環として実施した研究開発の成果
の一部を紹介したものであるが，現在は，新たなNEDO
事業である「環境調和型製鉄プロセス技術開発
（COURSE50）」において，高炉内における鉄鉱石水素
還元を実現させるために必要な高強度コークス製造技術
に活用すべく研究開発を進めている。
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図11  ハイパーコールの事業イメージ
������  Future aspect of Hyper-coal business
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図10  ハイパーコール添加によるコークス組織構造の変化
������  Change in coke texture by HPC addition



まえがき＝近年，微粉炭ボイラで利用する石炭種の拡大
を目的に，亜瀝青炭（あれきせいたん）や褐炭をはじめ
とする低品位炭を利用するための技術開発が求められて
いる。なかでも，褐炭は水分が多く発熱量が低いため，
微粉炭ボイラでの利用が限られている。そこで当社は褐
炭を油中でスラリー脱水し，燃料の発熱量を瀝青炭と同
等程度に向上させる改質褐炭（Upgraded Brown Coal，以
下UBCという）プロセスを開発した1）～3）。また，インド
ネシアの褐炭には低N分，低 S分のものが多く，インド
ネシア褐炭を用いて製造したUBCは低NOx，低未燃率
の良好な燃焼性を有する燃料であることが分ってい
る 4）。しかし，一般的に瀝青炭に比べて褐炭の灰の融点
は低いため，UBCを微粉炭ボイラで利用するには，スラ
ッギングなどの灰付着トラブルを抑制する観点から瀝青
炭との適切な混炭が重要となる。
　伝熱管への灰付着挙動は，石炭性状（灰組成，灰融点，
ミネラル成分）や雰囲気，灰粒子温度，伝熱管の表面温
度，灰粒子の流れなどの影響を受けることが報告されて
いる 5）～ 13）。しかしながら，低融点灰の付着挙動や混炭
の燃焼時における灰付着挙動については十分に解明され
ていない。
　そこで本稿では，灰中の溶融スラグ量が伝熱管への灰
付着性に大きく影響する点に着目し，微粉炭燃焼実験で
得られた灰付着性と熱力学平衡計算で算出した灰中の融
液割合との関係を，単味燃焼時および混炭燃焼時におい
て比較した。

1．実験装置および方法

　実験および解析では豪州瀝青炭（以下，RT炭という），
インドネシア瀝青炭（以下，PS炭という）およびUBC
を使用した。それぞれの石炭の性状を表 1に示す。ま

た，図 1に本実験装置の概略図を示す。燃焼実験では，
円筒縦型耐火物燃焼炉（内径φ400×高さ3,650mm）を用
いた。炉頂に設けたバーナに微粉炭と燃焼空気に加えて
少量の都市ガスを供給して燃焼させ，灰粒子の温度を約
2,000K に上昇させた。バーナタイルから 1.9m下方の
1,573Kの雰囲気下に SUS製プローブを 100 分間挿入し，
プローブに付着した灰の重量から灰付着率を算出した。
このプローブは伝熱管を模擬しており，冷却水によって
表面温度を 773K に調整した。燃焼炉へ投入する熱量は
149kW，炉出口O2濃度は 1％でそれぞれ一定とした。プ
ローブ周りの雰囲気は，実缶ボイラのバーナと 2段燃焼
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改質褐炭（UBC�）と瀝青炭の灰付着性の評価

Evaluation of Ash Deposition Behavior of Upgraded Brown Coal(UBC�) 
and Bituminous Coal

Ash with low melting point causes slagging and fouling problems in pulverized coal combustion boilers. This study 
focuses on the relationship between ash deposition characteristics and ash melting characteristics. Upgraded 
brown coal (UBC) and two types of bituminous coal with different melting temperatures and ash compositions 
were used as samples. Deposition tests were conducted using a refractory furnace. As a result, the molten slag 
fraction in ash obtained by chemical equilibrium calculation correlates with the deposition fraction of ash obtained 
by the experiments even under coal blending conditions. Consequently, the molten slag fraction in ash is one of 
the useful indices for proper coal blending with UBC to reduce ash deposition.
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UBCPS coalRT coalCoal sample
27.1727.5328.89Heating value [MJ/kg]
1.766.2312.53AshProximate analysis [wt％, dry]
54.7643.3133.54Volatile matter
43.5550.4653.93Fixed carbon
0.801.171.61Fuel ratio [－]
0.220.750.54Total sulfur [wt％, d.a.f]
71.1579.64 82.70CarbonUltimate analysis [wt％, d.a.f]
5.395.765.30Hydrogen
0.921.831.87Nitrogen
0.180.700.50Sulfur
22.3512.069.61Oxygen (Balance)
1,4521,3261,441Initial deformationAsh fusion temperature [K]
1,6871,614＞1,823Hemisperical(Oxidizing)
1,8041,687＞1,823Fluid
40.0056.9069.80SiO2Ash compositions [wt％]
27.8523.0020.73Al2O3
3.702.190.48CaO
0.560.571.03TiO2
19.9511.804.95Fe2O3
1.212.270.66MgO
0.140.040.25Na2O
0.400.440.98K2O
0.050.340.20P2O5
0.270.030.05MnO
0.050.050.05V2O5
3.801.270.40SO3

表 1  試験に用いた石炭の性状
���������Properties of tested coals



空気ポートの間の雰囲気を想定し，O2：1.0％，CO2： 
19.0％，N2：80.0％とした。

2．結果と考察

2．1　灰付着挙動

　図 2に 3種の石炭の単味燃焼時における伝熱管への灰
付着状況を示す。プローブ挿入時間は 100min である。
RT炭の場合，灰色の粒子が主に伝熱管上部（上流側）
に付着しており，一部の灰粒子は焼結している。PS炭
の場合は，褐色の灰粒子が伝熱管表面に付着しており，
一部の灰粒子は溶融している。一方，UBCの場合は，ほ
ぼ溶融状態の灰が伝熱管表面の全面に付着しており，薄
い溶融スラグ層が形成されている。このように，灰組成
によって灰付着形態が大きく異なることが分った。
　図3に単味燃焼時におけるプローブ挿入時間に対する
灰付着率を示す。灰付着率（φ���）は式（1），式（2）で
定義した。����は灰付着量を，�はプローブ挿入時間を，
���������	，����������	
はそれぞれプローブ，燃焼炉の水平断
面の面積（��），（��）を通過する灰の流量割合を示す。

　　 
  ……………………………………（1）

　　 
  ………………………………（2）

　本図より，灰付着率は炭種によらず挿入初期に高い値
を示し，プローブ挿入時間が長くなるにつれて一定値に
近づくことが分る。挿入時間が 100min における灰付着
率はUBCが最も高く，PS炭，RT炭の順に低くなる結
果が得られた。これは，UBCの灰融点が低く灰粒子が溶
融状態にあることから，灰分含有率が少なくても付着率
が増加したものと考えられる。
　図 4に混炭燃焼時における灰付着率の実験結果を示
す。プローブ挿入時間はいずれも 100min である。石炭
Aに石炭Bを混合するとした場合，横軸は石炭Bの灰の
混合割合�������を示し，各石炭の重量と灰分含有率を用
い式（3）に基づいて算出した。ここで，石炭 Aおよび
石炭Bのドライベースの重量をそれぞれ�������，�������，
灰分含有率をそれぞれ����，����とする。本図による

φash＝�
Dash

Fash-probe・t

Fash-probe＝� Fash-furnace
Ap

Af
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図 1  石炭燃焼炉の概略図
������  Schematic diagram of coal combustion furnace
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図 4  混炭燃焼時における灰付着率の実験結果
������ Experimental results of deposition fraction of ash under coal 

blending conditions
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実験結果

������ Time dependence of deposition fraction of ash for the three 
types of coal
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と，RT炭と PS 炭の混炭時の灰付着率はほぼ線形の関係
が成立つが，UBCを混炭した場合には灰付着率が最大値
を有する非線形の関係をもつことが分った。とくに，PS
炭と UBCの混炭では，UBCの灰混合率が 60％付近で灰
付着率が最大値をとることが分った。本測定結果から，
混炭燃焼時の灰付着率は，混合灰の組成に基づいた灰の
溶融状態が大きく影響しているものと考えられる。

　　 
  ………（3）

2．2　熱力学平衡計算

　図5に伝熱管への灰付着メカニズムを示す。伝熱管の
表面には 3μm以下の小粒径の灰粒子が初期付着層を形
成することが報告されている10）。初期付着層の上層への
灰付着については，灰粒子が溶融状態にあるほど，つま
り灰中の融液割合が多いほど灰付着しやすいと推定され
ている14）。
　そこで，温度，雰囲気に対応した灰中の融液割合を求め
て実験結果と比較する。灰中の融液割合は，熱力学平衡計
算ソフトFact Sage Ver.5.5を用いて解析を行った。本ソフ
トは，ある条件の温度，雰囲気ガス組成において熱力学的
に最も安定する，つまりギブスの自由エネルギー（Δ�）
がゼロになる状態の相（気・固・液）およびその組成を求
めることができる。ここでは，実験で挿入したプローブ周
りの雰囲気条件（O2：1.0％，CO2：19.0％，N2：80.0％）
において1,273Kから2,073Kまで50Kごとに解析を実施し
た。ここで，全灰量（固相）に対する熱力学的平衡時の溶
融スラグ（液相）の重量割合を灰中融液割合と定義する。
　図 6に 3炭種の単味灰組成における灰中融液割合の計
算結果を示す。3炭種とも 1,473K から 1,773K の間で灰
中の融液割合が大きく変化しているが，その挙動はそれ

MRash_B＝� ×100
Mcoal_B・AshB

Mcoal_A・AshA＋Mcoal_B・AshB

ぞれの炭種によって異なっている。UBC灰は，1,473K
から 1,523K の間で灰中融液割合は急激に増加している
が，1,523K 以降の増加率は緩やかになる。一方 PS炭灰
は，1,473K から灰中融液割合は急激に増加するが，UBC
灰の挙動と異なり，途中で増加率が低下する傾向は見ら
れない。また RT炭灰は，1,623K まで灰中融液割合は緩
やかに増加し，それ以降で急増する。図中に示した斜線
領域は，実験で灰付着プローブを挿入した雰囲気温度の
測定範囲を示しており，この領域においてはUBCの灰
中融液割合が最も高く，PS炭，RT炭の順に低くなって
いる。本計算結果は，図 3に示した実験結果と傾向がよ
く一致しており，灰中融液割合が高いほど灰付着率が高
くなることが明らかとなった。
　3炭種の混炭灰組成における1,573Kでの灰中融液割合
の計算結果を図 7に示す。本計算結果から，RT炭灰と
PS炭灰混合時の灰中融液割合はほぼ線形の関係が成立
つが，UBC灰を混合した場合には灰中融液割合が最大値
を有する非線形の関係をもつことが分った。とくに，PS
炭灰とUBC灰の混合では，UBCの灰混合率が 60％付近
で灰中融液割合が最大値を示している。本計算結果は，
図 4に示した混炭燃焼時における灰付着率の実験結果と
傾向がよく一致しており，灰中融液割合と灰付着率の関
係は，複数の石炭の混炭燃焼時においても成立つことが
明らかとなった。
　計算で求めた灰中融液割合と実験で得られた灰付着率
の関係を図8に示す。灰中融液割合が増加するにしたが
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図 6  3 炭種の単味灰組成における灰中融液割合の計算結果
������ Distribution of molten slag fraction in ash for three types of 

coal ash
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図 8  灰中融液割合と灰付着率の関係
������ Relationship between molten slag fraction in ash and deposition 
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図 7 3 炭種の混炭灰組成における 1,573K における灰中融液割合
の計算結果

������ Calculated results of molten slag fraction in ash under coal 
blending conditions
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図 5  伝熱管への灰付着のメカニズム
������  Mechanism of ash deposition on tube
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って灰付着率が増加し，灰中融液割合が 60％以上で灰付
着率が急激に増大することが明らかになった。
　以上より，微粉炭燃焼時の灰付着率の評価には，熱力
学平衡計算で求めた灰中融液割合で評価する手法が有効
であることが分った。また，低融点灰を有する褐炭と瀝
青炭を混炭燃焼した場合にも本手法が適用可能であるこ
とが分った。これらの結果から，本灰付着性評価指標は
灰付着率を低減するための適切な混炭条件を決定する有
用な指標になると考えられる。

むすび＝燃焼炉を用いた灰付着実験と熱力学平衡計算を
実施して 2種の瀝青炭およびUBCの灰付着挙動を調べ
た。その結果，以下のことが明らかとなった。
１）伝熱管への灰付着性は灰の溶融特性と密接な関係

があることが分った。また，伝熱管への灰付着挙
動の理論が実験と解析によって立証された。

２）微粉炭燃焼時の伝熱管への灰付着率は，熱力学平
衡計算で算出した灰中の融液割合と良い相関関係
があり，灰中融液割合が多いほど灰付着率が高い
ことが明らかとなった。また，混炭燃焼時におい
てもその関係が成立つことが分った。

３）褐炭をはじめとする灰融点の低い石炭は，灰中の
融液割合を低減させる適切な混炭によって灰付着
によるトラブル抑制が可能となることが示唆され
た。

　なお，本研究で使用したUBCは（財）石炭エネルギー
センター（JCOAL）の支援を受けて製造された。また，
本技術は名古屋大学教授成瀬一郎先生との共同研究で開
発した。ここに記して感謝の意を表す。
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まえがき＝日本では，発電効率やコスト，輸送・貯蔵な
ど物流上の安全面の観点から，燃料用石炭として主に高
発熱量の瀝青炭（れきせいたん）が使用されている。し
かしながら近年，中国やインドなどの新興国における経
済成長に伴い，その需給が世界的にタイトになってきて
いる。一方で，褐炭などの低品位炭は水分が多いために
発熱量が低く，また自然発火性を有することから，日本
の石炭需要家にとって利用困難な資源にとどまってい
る。
　日本が輸入する石炭の主要産出国の一つであるインド
ネシアでは，瀝青炭の埋蔵量は 15％と限られており，低
品位炭に分類される褐炭が58％，亜瀝青炭が27％を占め
ている。そのインドネシアでは，低灰分，低硫黄という
特徴を有する低品位炭が多量に存在しており，それらを
改質（脱水）し，高発熱量かつ低灰分，低硫黄の改質炭
を安定的に供給することができれば，日本の石炭需要家
にとって燃料用石炭の調達元の確保や環境負荷（灰処理
や脱硫処理）の軽減効果が期待できる。
　当社は，1990 年代初めより低品位炭の改質技術の開発
に取組んできた。そのプロセスは『天ぷら』の原理で，
低品位炭に含まれる水分を加熱した軽質油中で効率的に
除去するものであり，改質褐炭（Upgraded Brown Coal ，
以下 UBCという）プロセス 1）と称している。本技術開
発は，2001 年度からの 4年間にわたるインドネシアでの
パイロットプラント運転（製品ベース 3t/day）を経
て 1），2），2006 年度から経済産業省／JCOAL（財団法人石
炭エネルギーセンター）の補助事業としてインドネシア
における実証プロジェクトの段階に至っている。本稿で
は，本プロジェクトの概要を報告する。

1．低品位炭脱水プロセス

1．1　従来の低品位炭脱水プロセス3）

　従来の低品位炭脱水プロセスのうち，低品位炭を水の
沸点以上に加熱して水分を蒸発させるプロセスは，高温
による熱改質処理を伴わない。このため，熱分解や部分
酸化などによる熱損失が小さいという特長を有してお
り，スチームチューブドライヤなど各種乾燥機器が使用
されている。しかしながら，水分の蒸発潜熱が高いため
にそれらのプロセスにおけるエネルギー消費量が多いこ
とや，製品に自然発火性があることなどの課題がある。
これらの課題を克服できるプロセスに実用化の可能性が
あるといえる。 
1．2　UBCプロセスの特長

　UBCプロセスは，粉砕された低品位炭をアスファルト
などの重質油を含む軽質油に分散させ，130～160℃，400
～450kPa の比較的穏和な条件下で脱水するプロセスで
あり，従来の低品位炭脱水プロセスが有する課題を克服
できる可能性がある。以下にUBCプロセスの主な特長
を示す。
１）脱水条件が比較的穏和であり，化学反応が実質的に

ほとんど起こらないため，製品の熱損失が小さい。
また，廃水処理の負荷が低い。

２）油中脱水により分離された石炭中水分の蒸気を圧縮
して加熱用熱源に再利用することにより，エネルギ
ー消費量の低減を可能とする。

３）油中脱水後の多孔質な低品位炭内部の細孔にアスフ
ァルト等の重質油が吸着されることにより，石炭性
状の安定化が促進され，自然発火性が抑制される。

71神戸製鋼技報/Vol. 60 No. 1（Apr. 2010）

＊PT UPGRADED BROWN COAL INDONESIA　＊＊技術開発本部

600t/dayプラントによる改質褐炭（UBC�）プロセスの実証

Demonstration of Upgraded Brown Coal (UBC�) Process by 600t/day Plant

Utilization of low rank coal has been limited so far, due to its low calorific value and spontaneous 
combustibility. In Indonesia, more than half of minable coal is low rank coal such as lignite or brown coal. 
Some lignite in Indonesia has the feature of low sulfur content and low ash content. Therefore, it can turn 
into an attractive fuel coal on condition that it is upgraded with an economical dewatering method. Kobe 
Steel has been developing Upgraded Brown Coal (UBC) technology since the early 1990's. Currently, the 
UBC demonstration plant project is being undertaken in Indonesia, and operation of the plant has already 
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2．UBC実証プロジェクト

2．1　概要

　本プロジェクトは，経済産業省／JCOALの補助事業と
して，2006 年度から 2009 年度にかけてインドネシア南
カリマンタン州のサツイ鉱区内においてプラント（製品
ベース 600t/day）を建設し，その実証運転を通じて商業
化技術を確立する計画である。図1にプロジェクトの概
要，図 2にプロジェクトのスケジュールを示す。
2．2　実証目的

　本プロジェクトにおける実証目的を以下に記す。
１）長期連続運転によってUBCプロセスの安定性・信

頼性を評価するとともに，商業機設計のためのスケ
ールアップデータを取得する。

２）UBCの大規模サンプルを日本に輸送し，実際に運転
されている石炭火力発電設備で燃焼試験を行って燃
料としての実用性を評価する。

３）原料調達，製品製造，プラント保全および製品出荷

を通じて FS精度を向上させ，プロセスの経済性を
評価する。

2．3　工程

　UBCプロセスは，図3に示すように石炭粉砕工程→ス
ラリー脱水工程→固液分離工程→油分回収工程→成型工
程の5つのセクションに分かれている。図4にUBCプラ
ント全景を示す。以下に，各セクションの概要を示す。
１）石炭粉砕工程　

　あらかじめ50mm以下に粗粉砕された生炭を受入
れ，粉砕機で 5mm以下に粉砕する。

２）スラリー脱水工程
　スラリー調製槽で粉砕炭とアスファルトなどの重
質油を含む軽質油を混合し，石炭スラリーを調製す
る。次いで，石炭スラリーをスラリー脱水槽に供給
し，130～160℃，400～450kPa の加圧条件下で脱水
する。スラリー脱水槽で発生した水と軽質油の混合
蒸気（以下，プロセス蒸気という）は圧縮機で圧縮
され，石炭スラリーの脱水用加熱源として再利用さ
れる。

３）固液分離工程
　脱水後の石炭スラリーを連続式遠心分離機（デカ
ンタ）へ供給し，スラリーケーキと軽質油に分離す
る。分離後の軽質油は循環油タンクに戻され，スラ
リー調製用の軽質油として再利用される。

４）油分回収工程
　固液分離後のスラリーケーキを乾燥機（スチーム
チューブドライヤ）へ供給し，高温スチームとの間
接熱交換によってスラリーケーキ中の油分を揮発乾
燥させ，粉状のUBC（以下，UBC粉という）を回
収する。ドライヤ内を流通する循環ガス（主成分は
窒素）に含まれる揮発油分は冷却塔で凝縮され，窒
素ガスと分離される。分離後の軽質油は循環油タン
クに戻され，スラリー調製用の軽質油として再利用
される。
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図 1  実証プロジェクト概要
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５）成型工程
　UBC粉をダブルロール式のブリケット成型機に
供給する。そこで，UBC粉は回転する一対のロール
（ロール表面にはポケットが加工されている）で圧
縮成型され，豆炭状のブリケットが製品として得ら
れる。

2．4　付帯設備

　原水処理設備，ボイラ（スチーム製造）設備，冷却水
設備，窒素製造設備，工場空気製造設備および廃水処理
設備などのユーティリティ設備を備えている。このほ
か，軽質油と重質油を貯蔵するタンクヤードや消火設備
がある。また，分析室やワークショップなども併設し，
実証運転のサポート業務を担っている。
2．5　技術評価項目

　本プロジェクトでは，図5に示されるUBCプロセスの
技術評価を実施する計画である。
１）石炭粉砕工程

　粉砕機の石炭粉砕性能およびその材料特性（耐久
性・摩耗性）を評価する。

２）スラリー脱水工程
　パイロットプラント運転等でこれまでにノウハウ
を蓄積してきたスラリー沈降防止，スラリー配管等
での閉塞防止などのスラリーハンドリング技術を活
用し，スラリー循環運転の安定性を実証する。ま

た，プロセス蒸気中へのスラリーエントレインメン
トを制御し，圧縮機運転の安定性を実証する。さら
に，圧縮機による熱回収性能を評価する。

３）固液分離工程
　デカンタ運転条件（脱水スラリー供給量，デカン
タ回転数など）に対する固液分離性能を評価する。

４）油分回収工程
　ドライヤ運転条件（スチーム圧力，UBC滞留時間
など）に対する油分回収性能および循環ガス系の圧
力損失を評価する。

５）成型工程
　成型機運転条件（ロール回転数，ロール押付け圧，
UBC温度など）に対するUBCブリケットの品質を
評価する。

６）実缶燃焼
　実缶燃焼試験では，製品であるUBCブリケット
を日本の石炭火力設備へ輸送し，各種ハンドリング
性および燃焼性を評価する。図6に実缶燃焼試験に
おける技術評価項目を示す。UBCブリケットのハ
ンドリング性能としては，落下試験，パイル試験，
粉砕試験（瀝青炭との混炭），自然発火性試験，ホッ
パ排出試験等を実施する。燃焼性能としては，UBC
熱量，燃焼排ガス性状（NOx，SOx，残炭，飛灰），
炉内汚れ（スラッギング，ファウリング），炉内腐食
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図 4  UBC プラント全景
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性，排ガス処理（集塵特性，脱硫特性，石膏品質，
脱硝特性，微量元素挙動など）を評価する。

2．6　プラント実証運転状況

　2008年7月の600t/dayプラント建設工事完了後，ユー
ティリティ設備を順次立ち上げ，各機器単独の試運転を
開始した。その後，8月からユーティリティ設備の連続
運転，続いて，プロセス設備のコミッショニング運転を
経て11月初旬から石炭運転を開始した。以後，全工程を
通しての石炭連続運転を実施し，プロセスの基本性能を
確認した。図 7に本プラントで製造されたUBCブリケ
ットを示す。今後，実缶燃焼試験用のUBCブリケット
サンプルの製造を行い，その後は計画にしたがって高負
荷運転および長時間連続運転に移行する予定である。以
下に主な工程の運転状況を紹介する。
１）スラリー脱水工程
　スラリー脱水槽で発生したプロセス蒸気を圧縮機で圧
縮し，石炭スラリーの脱水用加熱源として再利用する点
は本プロセスの特徴の一つである。圧縮機の導入によ
り，圧縮機の機械効率を 100％と仮定した理想的な試算
では，圧縮機の単位仕事量に対してスラリーと熱交換可
能な熱量はおよそ20倍となり，プロセス蒸気の熱量を回
収しない場合に比べて大きなメリットが得られる。今回
導入した圧縮機（㈱神戸製鋼所製）はスチーム（水蒸気）
仕様であるが，本プロセスではプロセス蒸気（水と軽質
油の混合蒸気）を圧縮機に供給する。また，圧縮機内部
に固体や液滴が侵入すると異常振動や異音など機械的ト
ラブルの原因となるため，スラリーエントレインメント
やプロセス蒸気の凝縮を抑制することが長期連続運転の
重要なポイントの一つである。
　図8に圧縮機周辺のプロセスフロー概略図を示す。ま
ず，図 8（a）のようにプロセス蒸気系と切離した状態で
スチームを圧縮機に供給する運転を実施した。その結
果，圧縮機の性能曲線に応じた圧縮性能を示すととも
に，表 1に示すように圧縮機本体の振動変位値が20μm
以下と許容範囲内であり，機械的に問題ないことを確認
した。

　つぎに，図 8（b）のようにプロセス蒸気を圧縮機に供
給する運転において，水の分子量とプロセス蒸気の平均
分子量が異なるが，ほぼ予測どおりの圧縮性能を示すこ
とを確認した。圧縮機本体の振動値もスチーム運転時と
同等であり，安定した運転を実証することができた。
　このほか，スラリー循環系では，スラリー沈降や配管
閉塞などのトラブルもなく，安定した運転を継続できて
いる。
２）油分回収工程
　スチームチューブドライヤとは，傾斜を持った横置き
の回転筒内に設置された複数の加熱管に蒸気などの熱媒
体を流通させ，シェル側を移動する被乾燥物を加熱・乾
燥させる機器である。気相側に移動した揮発分を排出す
るため，シェル側にはガス（本プロセスでは窒素ガス）
が循環している。図9にドライヤ周辺のプロセスフロー
概略図を示す。一般的にスチームチューブドライヤを用
いた乾燥方法では，乾燥効率の観点から図 9（a）のよう
に被乾燥物の搬送方向に対して循環ガスを向流で流して

74 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 60 No. 1（Apr. 2010）

図 6  実缶燃焼試験における技術評価項目
������  Items of technical evaluation in combustion test
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運転されている。この方式を採用していたパイロットプ
ラント運転では，ドライヤ内を通過した高温の循環ガス
中に含まれていた揮発油分の一部がドライヤ入口付近で
低温のスラリーケーキで凝縮され，スラリーケーキの粘
性が上昇した。その結果，ドライヤ入口付近のスチーム
チューブに付着し，ドライヤの伝熱効率が低下する現象
が生じたこともあった。
　そこで本プラントでは，図 9（b）のようにスチームチ
ューブドライヤを 2基直列に配置し，スラリーケーキの
搬送方向に対して循環ガスの流れを上流のNo.1 ドライ
ヤでは並流に，下流のNo.2 ドライヤでは向流とした。
以下に，その特長を挙げる 4）。
ａ）No.1ドライヤ入口部では，循環ガスの露点は低く，

スラリーケーキ中の油分が高くてもスチームチュ
ーブへのスラリーケーキの付着は生じにくい。

ｂ）No.2ドライヤ出口部では，露点の低い循環ガスが
向流で供給されるため，減率乾燥区間における乾
燥効率を高めることができる。

　これまでの運転において，循環ガス系の圧力損失デー
タなどからスチームチューブへのスラリーケーキの付着
による閉塞や乾燥効率の低下は生じておらず，安定した
運転を継続できている。

むすび＝インドネシアに建設した 600t/day プラントに
よるUBCプロセスの実証運転を実施している。2009 年
には，全工程を通しての石炭連続運転により，プロセス
の基本性能を確認した。2010 年では，実缶燃焼試験用の
UBCブリケットサンプルの製造を行い，その後は計画に
したがって高負荷運転および長時間連続運転に移行し，
UBCプロセスの安定性・信頼性に係る技術評価，商業機
設計のためのスケールアップデータの取得，および燃料
としての製品評価，経済性評価を実施していく予定であ
る。
　本プロジェクトは経済産業省／JCOAL から石炭生産
技術振興費補助金の交付を受けて実施されており，ここ
に感謝の意を表す。
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電解用ダイヤモンド電極
橘　武史＊（Ph.D）・横田嘉宏＊（工博）

＊技術開発本部　電子技術研究所

問合わせ先：技術開発本部　電子技術研究所　橘　武史　TEL：（078）992－5613　FAX：（078）992－5650

　各種電解プロセス装置に組込み可能な導電性ダイヤモ
ンド被覆電極を開発した。工業電解で用いられる白金系
貴金属や二酸化鉛，炭素電極などに比べて酸化・還元電
位が大きく，電極表面でより高エネルギー電気化学反応
が可能となることから，電解プロセスの効率向上が実現
できる。例えば，電解オゾン水生成装置への組込みで
は，空調除菌（半導体・液晶パネル製造クリーンルーム，
航空機，病院，商業ビルなど），医療除菌洗浄，飲料容器
の洗浄再生，動物飼育脱臭除菌，食品加工など幅広い用
途に適用可能である。とりわけ，電極物質の溶出がない
ことから，医療・食品用途に安心して使えることが特長
である。さらに，高い酸化力を生かした活用方法とし
て，従来は困難と考えられてきた産業廃液処理（難分解
性有機物の分解，脱色 ･脱臭）や，高純度ふっ素ガスの
高効率電解生成，バックグランド電流が小さいことを利
用した微量生体物質・環境汚染物の高感度検知をはじめ
とする電気化学分野への適用が見込まれる。
特　徴

　当社のダイヤモンド電極（図1）は，耐食性が高いチタ
ン基材に導電性ダイヤモンドを被覆したもので，高い機
械的強度・熱伝導率，化学的安定性を有する。炭素原子
の 0.1～1％をほう素で置換しており，比抵抗は～10－ 3 

ohm-cmである。ダイヤモンド成膜時の基材温度は約
700～800℃に達するが，高温還元雰囲気でのプロセスに
よる基材の脆化（ぜいか）を抑制するため，ダイヤモン
ド膜が短時間で基材表面を被覆するよう成膜条件を工夫
している。基材形状（突起部や凹凸）に応じた各種成膜
ノウハウも蓄積しており，微細メッシュに加え，棒状や
網目状基材にも成膜可能である。サイズは最大で 200×
100mmに対応する。
特　性

　オゾン水は塩素系薬剤に比べて毒性が低いため，環境
衛生・除菌・脱臭・洗浄などの用途で使用した場合の環

境負荷は小さい。例えば，このオゾン水を電解生成する
にあたってダイヤモンド電極を使用した場合，濃度 1～
10mg/Lのオゾン水を安定的に生成することができる。
電解方式は，オゾンガス溶解方式に比べてオゾン水生成
装置を安全に小型化しやすく，初期コストおよびランニ
ングコストともに低コスト化が見込め，適用範囲が拡大
している。
　電気分解によるオゾン生成は，図 2に示したように酸
素発生との競合反応である。しかしながら，ダイヤモン
ドは溶出がないうえに酸化電位が大きいため，従来の白
金電極と比べて長寿命と高効率を両立できる。
　ダイヤモンド電極と従来の白金電極を用い，電極面積
あたりの電解電流を等しくしてオゾン水を生成したとこ
ろ，ダイヤモンド電極による生成水中のオゾン濃度は白
金電極の 1.5～2 倍に達する（図 3）。また，電流密度が
0.25～0.50A/cm2においても安定したオゾン水生成が確
認できている。
　ダイヤモンド電極の寿命については，例えば，2mg/L
のオゾン水生成を 24 時間連続運転したとき，φ0.1mm
の白金メッシュ電極は半年程度で溶出してなくなるが，
ダイヤモンド電極は安定して動作した。
　今後，電解装置メーカなどのユーザに広く紹介してい
く。

図 1  各種ダイヤモンド電極の外観
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図 3  ダイヤモンド電極による電解オゾン水生成効率
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図 2  水の電気分解機構



78 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 60 No. 1（Apr. 2010）

編集後記
＜特集：新鉄源・石炭＞
＊当社は還元鉄・石炭分野で古くから積
極的に取組んできました。
＊1978年にMIDREX�法による直接還元
製鉄プラントをカタール製鉄所に納入し
て以来，本分野では多くの実績をあげ，
全世界の還元鉄生産量の 60％のシェア
を占めています。この間，MIDREX 社と
共に多くの開発を進め，現在では電気炉・
圧延設備と組合せ，高温の状態で還元鉄
を電気炉へ供給することによってエネル
ギーロスの少ない一貫製鉄所を実現して
おり，還元鉄を 180 万トン生産する小型
高炉並みの規模を持っています。近年，
ますます需要の高まるアジア・中近東を
中心として鉄鋼産業の発展に大きく貢献
しています。
＊この還元鉄を製造するための原料とな
るペレットプラントが，イランおよびバ
ーレンで運転が開始されています。ま
た，オマーンやマレーシアでの建設が進
み，KOBELCO-PELLETIZING プラント
は，世界の鉄鉱石物流基地に組込まれた
ペレット生産拠点としての機能を果たす
ことになります。
＊石炭ベースの還元鉄プロセスには，製
鉄所ダストを処理して亜鉛を回収する

FASTMET �プロセスがあり，また，新し
い製鉄法として開発に取組んできた
ITmk3�プロセスは，商業プラントが 2010
年 1 月よりいよいよ米国での運転が開始
されました。コークスや焼結，ペレット
を必要とせず，安価な粉鉱と一般炭を利
用することができ，高炉銑鉄並みの高品
質な鉄源が得られる新しい製鉄法とし
て，今後の世界中での広がりを大きく期
待しています。
＊また，当社は古くから石炭関連技術の
開発を重ねてきており，低品位の褐炭を
瀝青炭並みに向上させる改質褐炭製造技
術をはじめ，特徴あるプロセスの実現を
果たしてきました。インドネシアにおい
てその大規模実証プラントが稼動してお
ります。
＊本特集号では，資源の有効活用や CO2
削減をはじめとする環境問題，さらにア
ジア・中近東をはじめとする各国の工業
化の著しい進展に，最も密着した技術分
野である新鉄源と石炭エネルギー分野で
の当社の最先端の技術の取組みを紹介し
ました。当社のグローバルに展開するオ
ンリーワン技術についてご理解いただけ
れば幸いです。

（神保　淳）
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次号予告
＜特集：素形材＞
＊鍛造・鋳造・粉末冶金などの技術によ
り，最終形状に近い素材を製造する素形
材の分野で，当社は創業以来 100 年を超
える歴史を持つ鋳鍛鋼，業界のパイオニ
ア的存在であるチタン・鉄粉・アルミニ
ウム鋳鍛製品を有し，それぞれの業界を
リードする総合的素形材メーカです。
＊素形材は特定のお客様向けに材質や形
状を設計することが基本ですので，お客
様個々のご要求を十分に満足できる品質
の製品をご提供することが可能です。例
えば，各種機械の軽量化や省エネルギー・
省資源化のために，高強度材料や軽量材
料を適用すること，およびお客様での工
程省略のために一部を鍛造形状のままで
ご使用いただくことを前提とした設計な
どがその特性を生かした実例として挙げ
ることができ，実際に近年これらの適用
例が増加しています。また，素形材は，
機械部品として使用される形状に近い寸

法に製造することができるため，原料か
ら最終製品までの歩留りが高い省資源型
の素材であるともいえます。
＊当社が様々な業界に提供している素形
材の代表的製品としては，舶用ディーゼ
ル機関用クランク軸などの大形鋳鍛鋼
品，航空機・化学・電力・船舶などの分
野に向けたチタン合金および純チタンの
鍛造品・圧延品，自動車産業および航空
機産業向けアルミニウム鋳鍛造品などが
あり，その他にも粉末鍛造品や粉末焼結
品に使用される鉄粉も自動車産業を中心
にご提供しております。
＊次号では，素形材特集号として，当社
が生産するこれらの最新の素形材製品の
特性や，素形材製品の製造に適用された
最新の技術についてご紹介させていただ
きますので，関係分野の皆様にお役に立
てていただければ幸いです。

（森川裕文）
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