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まえがき＝近年の世界的な鉄鋼生産の拡大を受け，良質
な鉄鉱石の枯渇が進んでいる 1 ）。低品位鉱石は製鉄原料
として直接使用できないため，事前に選鉱処理による品
位の改善が必要となる。鉄鉱石のなかでもマグネタイト
系鉱石は，磁選によって高効率に高品位化が可能なこと
から注目されている。
　マグネタイト系鉱石の特徴として，ヘマタイト系鉱石
に比べてS含有量が高い 2 ）ことが挙げられる。そのため，
ペレット原料としてマグネタイト系鉱石を増配すると，
成品ペレットと排ガス中のS濃度が増加する。このう
ち，成品ペレット中のSは高炉内で脱硫され，スラグと
して安定処理できる。したがって，ペレット製造時に成
品ペレットへのSの分配を促進できれば，排ガス中のS
濃度を低減できるため，環境負荷を増大させることなく
マグネタイト系鉱石を増配することが可能となる。しか
しながら，ペレット製造プロセスにおける成品ペレット
と排ガスへのSの分配に関する研究例は見あたらない。
　そこで当社では，はじめに，ペレット工場におけるS
の挙動を調査した。つぎに，反応速度式に基づく数学モ
デル解析を活用することで，自溶性ペレット製造工程に
おける排ガス中のSOx低減技術を開発した 3 ），4 ）。本稿
ではこれらの概要を報告する。

1 ．ペレット製造プロセスにおけるSの挙動

　当社加古川製鉄所ペレット工場におけるプロセスフロ
ーの模式図 5 ）を図 1 に示す。鉄鉱石原料は，皿型造粒
機で造粒され，グレート炉およびキルン炉で焼成された
のち，クーラで冷却され，成品ペレットとして高炉へ送

られる。いっぽうでガスは，クーラから導入されて，キ
ルンバーナの燃焼空気として使用されて焼成ガスとな
り，焼成ガスはキルンを通過してグレートから排出され
る。このように，本プロセスはいわゆる固気向流プロセ
スとなっている。
　本ペレット工場の特徴は，石灰石とドロマイトを添加
した自溶性ペレットを製造していることである。また，
焼成燃料に微粉炭を使用しているため，本プロセスに流
入するS源としては，鉄鉱石由来のほかに微粉炭や内装
ブリーズ由来のSも30％程度存在する。
　はじめに，ペレット製造プロセスにおけるSの挙動を
調査した。グレートの各焼成室やキルンのほか，クーラ
の排鉱部でペレットとガスを採取し，それらに含まれる
S含有率とS濃度を分析した。ペレット中のS含有率お
よびガス中のS濃度の分析結果を加古川製鉄所における
ペレット工場のプロセスフローと合わせて図 1 に示す。
ペレット中のSの含有率は，造粒機を出た時点からグレ
ート離水室までほとんど変化がないが，グレート予熱室
で急激に増加した後，キルン，クーラへと進むに従って
低下していた。いっぽうガス中のS濃度は，クーラから
キルンを経てグレート予熱室へ進むに従って増加した。
しかし，グレート乾燥室から系外へ排出される時点では
低濃度となっていた。以上よりSは，ペレット製造プロ
セスにおいて，ペレットとガスとの間で相互に移行し合
ってペレット製造プロセス内を循環していると考えられ
る。
　ペレット製造プロセスにおけるSの循環メカニズムを
明らかにするため，ペレット中のSの存在形態を調査し
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た。調査試料には，Ｓ含有率が最も高かった，グレート
予熱室で採取したペレットを用いた。この試料を樹脂埋
め研磨し，その断面の半径方向におけるS濃度分布を
SEM-EPMAによって測定した。図 2 に示す測定結果か
ら，Sはペレット表層に偏在していることが分かった。
また元素分析の結果によると，高S濃度領域ではCa濃
度も同時に高くなっていた。このことから，ガスからペ
レットへのSの移行には，Caが重要な役割を果たして
いることが分かった。さらにX線回折の測定結果による
と，ペレット中のSはCaSO4の形態で存在していた。し
たがって，ペレットとガスとの間のSの相互移行は
CaSO4の生成反応と分解反応によるものと推察された。
　CaSO4の生成・分解反応を式（ 1 ）に示す。
　　CaO＋SO2 ＋ 1 / 2 O2扌CaSO4 …………………（ 1 ）
　図 1 に示したように，ペレット中のS濃度はグレート
離水室の時点では低く，グレート予熱室で大きく増加し
ていた。これは次の理由によると考えられる。すなわち，
グレート離水室では，ペレット中にCaOが含まれない
ため，（ 1 ）式の反応が進行しない。いっぽう，グレー
ト予熱室では，ペレットは1,100℃まで昇温され，ペレ
ット中の石灰石（CaCO3）とドロマイト（CaMg（CO3）2）
の分解が進み，CaOが生成する。これにより，式（ 1 ）
の反応が進むため，CaSO4の生成という形でペレット中
のS濃度が増加したと理解できる。また，グレート予熱

室からキルン，クーラへと進むに従ってペレット中のS
濃度が減少しているのは，1,200℃以上の高温場におか
れることでCaSO4の分解反応が進行したためと考えられ
る。
　以上の検討を総括し，自溶性ペレットをグレート・キ
ルン方式の固気向流プロセスで製造したときのS挙動の
模式図を図 3 に示す。Sは，ペレット表層部における
CaSO4の生成反応と分解反応を介して雰囲気温度に応じ
てペレットとガス間を相互に移行しつつ，プロセス内を
循環する。当社は，この一連の反応挙動を吸着脱離現象
に近似できると考えた。

2 ．ペレット製造プロセスにおけるSの吸着脱
離反応速度

　ペレット製造プロセスにおけるSの循環挙動を推定す
るため，その数学モデルの作成を試みた。ペレットとガ
スとの間のSの相互移行をペレットの表層部で起きる吸
着脱離現象で近似し，反応速度式を式（ 2 ）のように
Langmuir-Hinshelwood型で表現した 3 ）。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 2 ）

ここに， r：反応速度（mol/s）
　　　　θV, θA：吸着サイト量，脱離サイト量（mol/s）
 PSO2, PO2：SO2, O2ガス分圧（-）

θvPSO2P 0.5O2－ ・δr = k・ θA

K

図 1  加古川製鉄所におけるペレット工場のプロセスフローとSの存在量
Fig. 1  Process flow and S content in pellet and gas of pellet plant at Kakogawa works

図 2  グレート予熱室で採取したペレットのS濃度分布
Fig. 2  S content in pellet collected from grate (preheating)

図 3  ペレット製造プロセスにおけるSの循環挙動の模式図
Fig. 3  Schematic of circulation behavior of S in pellet production 

process
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 k：反応速度定数（-）
 K：化学平衡に関する定数（-）
　　　　δ：反応速度全体の有効係数（-）
　式（ 2 ）では，分解反応が生成反応に比べて非常に速
いことに鑑み，化学平衡をベースに吸着と脱離をまとめ
て表現した。また，反応速度全体の有効係数δを導入し
実プロセスへの適用性を高めた。
　グレート・キルン方式のペレット製造プロセスにおい
て，ペレットとガスそれぞれの物質収支と熱収支の微分
方程式を連立して解き，これを積算することで，ペレッ
ト温度，ガス温度，反応率を求める既往の数学モデ
ル 6 ）～ 9 ）がある。これに（ 2 ）式を組み込み，Sの挙動
を推定した。計算結果を図 4 に示す。まず，マグネタイ
ト系鉱石の配合比53%の操業条件におけるペレット中の
S濃度の実測値に対し，計算値が一致するように，反応
速度全体の有効係数δをフィティングして求めた。つぎ
に，マグネタイト系鉱石の配合比70％の操業条件におけ
るペレット中のＳ濃度を計算して求め，これを排ガス中
の実測値と比較した。マグネタイト系鉱石を増配した場
合においても，計算結果は実測値と良く一致していた。
この結果より，本数学モデルはプロセス予測および制御
に適用可能であることが検証された。

3 ．マグネタイト系鉱石多配合操業条件下にお
ける排ガスSOxの低減

　排ガス中のSOx濃度を低減するには，CaSO4の分解を
抑制し，成品ペレットへのSの分配を促進することが必
要である。CaSO4の分解反応は吸熱反応であり高温雰囲
気下で活性化することから，ペレットの過昇温を抑制す
ることが有効である。ペレットはキルンで高温に焼成さ
れ，クーラに送られる。クーラでは，その入口部におい
て，ペレット中に残留するFeOが冷却空気によって酸
化発熱するためペレット温度が一時的にさらに上昇す
る。このため，クーラ入口部でのペレット中のFeO濃
度が高いとクーラ内でCaSO4の分解が進み，成品ペレッ
ト中のS濃度が低くなる（図 5 ）。換言すれば，クーラ
に持ち込まれるペレット中のFeO濃度を低減すること
によって，成品ペレットへのSの分配を抑制できる。
　ペレット製造プロセスの各排鉱部で採取したペレット
中のFeO濃度を図 6 に示す。グレートではFeO濃度が

大きく低下している。いっぽう，キルンではペレットと
ガスとの接触効率が低いためFeO濃度の低下量は小さ
い。したがって，クーラ入口部までに，ペレット中に残
留するFeOを低減するには，グレートにおける酸化促
進が重要であると考えられる。
　グレートでのペレットの酸化促進手段としては，ペレ
ットの高気孔率化や炉内温度の高温化，焼成ガスへの酸
素富化など，複数手段が考えられる。本開発では，マグ
ネタイト系鉱石の多配合操業を指向している。このた
め，プロセス全体の熱効率を最適化する観点から，従来，
発熱源として原料に配合して使用していたコークスブリ
ーズを減配し，ペレット粒内の酸素濃度を増加させる手
段を選択した。
　グレートにおける内装ブリーズ配合比がペレット中の
FeO濃度の変化量に及ぼす影響を図 7 に示す。期待し
たとおり，ブリーズの減配によりグレートにおけるペレ
ット中のFeO濃度は減少しており，酸化促進が可能で

図 4  ペレット製造プロセスにおけるペレット中S含有率の実測
値と計算値

Fig. 4  Comparison of calculated and measured S content in pellet 
production process

図 5  クーラー入口でのペレット中FeO濃度と成品ペレット中
 S濃度の関係
Fig. 5  Relationship between FeO content in cooler inlet pellet and S 

content in production pellet

図 6  ペレット製造各プロセスの排鉱部で採取したペレット中の
FeO濃度の変化

Fig. 6  Change of FeO concentration at each abandoned mine part in 
pellet production process

図 7  グレートでの内装ブリーズ配合比とペレット中のFeO濃度
変化量との関係

Fig. 7  Relation between coke breeze ratio of pellet and change of 
FeO in pellet in grate
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あることを確認した。
　以上の検討を受け，ブリーズを減配しつつマグネタイ
ト系鉱石を増配した操業試験の結果を図 8 に示す。従
来，プロセスへの流入S量が多いと排ガス中のS量も増
加していた。しかし，ブリーズを減配することによって，
流入S量が増加した場合でも排ガス中のS量を低減でき
ることを実証した。

むすび＝鉄鉱石原料の劣質化に対応し，マグネタイト系
鉱石を多配合したときのペレット製造プロセスにおける
Sの挙動について検討した。
　その結果，自溶性ペレットの製造において，Sは
CaSO4の生成反応と分解反応を介してガスとペレットと
の間を相互移行し，ペレット製造プロセス内を循環して

いることが分かった。
　Sが ペ レ ッ ト に 吸 着 あ る い は 脱 離 す る 挙 動 を
Langmuir-Hinshelwood型の反応速度式で表現し，数学
モデルに組み込んだ。これにより，ペレット製造プロセ
ス全体におけるSの分配が推定可能となった。さらに，
内装ブリーズを減配し，成品ペレットへのSの分配を促
進することにより，マグネタイト系鉱石を多配合する操
業条件下においても排ガス中のSOxを低減できること
を実証した。
　マグネタイト系鉱石を多配合する今後の操業におい
て，本技術が基盤技術として活用されることが期待され
る。
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図 8  内装ブリーズ減配による排ガスへのS分配の抑制効果
Fig. 8  Effect of breeze ratio on S in exhaust gas


