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Decreasing Coke Rate under All Pellet Operation in Kobe No.3 Blast Furnace
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Having no coke plant, the Kobe Works of Kobe Steel has been aiming at low coke-ratio operation in
the blast furnace process. Furthermore, its sintering plant was closed in 1999 and the process was
converted to all-pellet operation in 2001. Afterward, the plant was using self-fluxed dolomite pellets
produced at and shipped from the Kakogawa Works. The Kobe Works was the only site in Japan
that has adopted and continued all-pellet operation and optimized the combined control of burden
distribution, in accordance with the high pellet ratio, and pulverized coal combustion, in accordance
with the multi-brand coal type, which it did in the 4th blast furnace (inaugurated in 2007). Furthermore,
replacing lump ore with self-fluxed dolomite pellets has improved the meltdown property of iron ore at
high temperature. As a result, operation at a low coke ratio of 283 kg/tonne was achieved under the
severe conditions of a high pellet ratio (80%) and raw materials that were all stored in the yard.
まえがき＝当社は1959年，神戸製鉄所の第 1 号高炉の火
入れをもって銑鋼（せんこう）一貫製鉄所として操業を
開始した。その後，神戸製鉄所は高炉 3 基体制となるが，

表 1 高炉原料としての焼結鉱とペレットの特性の比較
Table 1 Comparison of properties between sintered ores and
pellets for blast furnace burden

1983年に第 3 号高炉のみの 1 基体制に移行した。そし
て，1995年の阪神・淡路大震災を経て，2007年に高炉改
修工事を実施し，第 3 号高炉（ 4 次）
（以下，神戸 3 高
炉という）が稼働した。しかしながら，鉄鋼事業部門収
益力強化に向けた加古川製鉄所への上工程設備集約のた
め，2017年10月31日をもって神戸 3 高炉を休止した。こ
れによって59年に及ぶ神戸製鉄所における高炉操業の歴
ット工場においてドロマイト添加によって品質を改善し

史に幕を閉じた。
神戸 3 高炉が休止する 1 年前の2016年10月，それまで

た自溶性ドロマイトペレットを生産している。そこで神

に培ってきた技術を集大成し，ペレット80％配合および

戸 3 高炉ではこのペレットを使用することによって低コ

全量ヤード原料という過酷な条件下において，283 ㎏/t

ークス比操業を実現した。
その後，神戸 3 高炉においてペレット高配合に応じた

の低コークス比操業を達成した。本稿では，その操業時
の考え方や経緯について報告する。

装入物分布，および多銘柄炭種に応じた微粉炭燃焼の複
合制御 2 ） の適正化を図った。同時に，塊鉱石の一部を

1 ．神戸 3 高炉の使用原料の特徴

さらに自溶性ドロマイトペレット 3 ） に振り替えること

神戸製鉄所はコークス炉を有しておらず，外部からコ

によって高炉装入原料の高温溶け落ち性状を改善してき

ークスを購入している。このため，他製鉄所と比較して

た。これらの取り組みによって日本国内では唯一のオー

高価なコークスの使用を余儀なくされている。そのた

ルペレット操業を安定して継続させることができた。

め，神戸製鉄所の高炉操業においては，低コークス比操
業を指向してきた。また，製鉄所内に発電所を建設する
ことになったことを受けて1999年に焼結工場を閉鎖し，

2 ．オールペレット操業下でのコークス比低減
の考え方

2001年にオールペレット操業（ペレット比率73％，塊鉱

オールペレット操業下でのコークス比低減の考え方を

石27％）に移行した 。焼結鉱とペレットの性状比較を

図 1 に示す。コークス比低減時の炉内現象変化への対策

表 1 に示す。ペレットは一般的に焼結鉱に比べて熱間性

として，鉱石溶け落ち温度の高温化および熱流比（降下

状に難点がある。いっぽうで当社は，加古川製鉄所ペレ

する装入物の熱容量／炉頂ガスの熱容量）調整の二つが
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炉下部温度が高温化した状況で通気を維持するために
は，ペレットはより高温で溶け落ちする必要があると考
えられる。そこで，今回のオールペレット操業下におけ
るコークス比低減においては，塊鉱石を高温溶け落ち性
状に優れる自溶性ドロマイトペレットに置換することに
よって周辺部の高温溶け落ち性状の向上を指向した。

3 ．コークス比低減に向けた装入物分布制御の
考え方
3. 1

鉱石の装入物分布制御精度向上に向けた 4 バッチ
装入と細粒ペレットの周辺部装入

神戸 3 高炉における炉頂装入装置の構成を図 3 に示
す 4 ）。装入方式は並列二段ホッパータイプのベルレス方
図 1 オールペレット操業下でのコークス比低減の考え方
Fig. 1 Concept of coke rate reduction in all-pellet operation

式であり，図 3 （a）はコークス中心装入時の動きを，
また図 3 （b）は鉱石装入時の分配シュートの動きを示
している。
図 4 は，低コークス比操業に向けた装入物分布制御方
式を示す。ベルレス装入装置を用いたコークスおよび鉱
石の 2 バッチ装入においては，コークス中心装入を実施
している（図 4 （a））。オールペレット操業ではとくに，
以下の 3 点が重要となる。
（ 1 ）周辺部においてコークス層・鉱石層のフラット部
を形成する。
（ 2 ）周辺部の炉口径方向での鉱石層厚 Lo と鉱石およ
びコークス層厚 Lo ＋ Lc の比 Lo/（Lo ＋ Lc）
（以下，
層厚比という）を平滑化させ，ペレットの流れ込

図 2 微粉炭吹き込みに伴う炉下部の固体およびガスの温度変化
Fig. 2 Changes of solid and gas temperature in lower part of
furnace with pulverized coal injection

みを防止する。

考えられる。
今回の低コークス比操業ではどちらの対策も実施した
が，本章では主に鉱石溶け落ち温度の高温化対策の内容
について詳述する。
2. 1 鉱石溶け落ち制御に及ぼす高炉内容積の影響
高炉内容積の低下とともに炉高が低下するのが一般的
である。このため，羽口から炉腹下端までの高さも低下
する傾向にある。その結果，周辺部の未還元鉱石が崩落
した際，羽口に未還元 FeO が到達する可能性が高まっ

図 3 神戸 3 高炉における炉頂挿入装置
Fig. 3 Furnace-top charging device of Kobe No. 3 Blast Furnace

て羽 口 が 破 損 す る リスクも高まる。とくに，内 容 積
3,000 m3 以下の小型高炉は大型高炉に比べて高炉本体の
熱容量が小さいため，周辺部の鉱石の高温溶け落ち性状
を制御することが重要となる。神戸 3 高炉（炉内容積：
2,112 m3 ）も小型高炉であるため，周辺部の鉱石の高温
溶け落ち性状の改善に努めてきた。
2. 2

微粉炭吹き込み増大時に求められる鉱石溶け落ち
性状

コークス比を低減する際，代替還元材として羽口から
の微粉炭吹き込み量を増大させる必要がある。高炉炉下
部を化学反応が完了した気固の熱交換の場と考え，固体
とガスの温度変化を計算した結果を図 2 に示す。微粉炭
比の増大に伴って羽口前ガス温度が低下した場合でも
（図 2 の①），溶銑（ようせん）温度を一定に維持した場
合，炉下部温度は上昇する（図 2 の②）
。
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図 4 低コークス比操業に向けた装入物分布制御方式
Fig. 4 Scheme of burden distribution control for low coke rate
operation
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図 7 還元材比に及ぼすペレット平均粒径の影響
Fig. 7 Influence of average diameter of pellet on reducing agent
rate (RAR)

図 5 神戸 3 高炉における装入物分布制御の概念図
Fig. 5 Concept of burden distribution control for Kobe No. 3 Blast
Furnace

図 8 炉口部における径方向層厚比分布
Fig. 8 Distribution of layer thickness ratio in radius at furnace throat

図 6 炉頂ホッパーから排出されるコークス粒径の経時変化
Fig. 6 Change with time of diameter of coke charged from furnacetop hopper

（ 3 ）並列二段ホッパーにおいては，円周バランスの制
御を精緻に行う。

図9

オールペレット操業における装入物分布制御の概念図
を図 5 に示す。この装入物分布制御によって，強固な中

炉口部における径方向層厚比分布に対応する炉下部供給コ
ークス比
Fig. 9 Coke rate (CR) supplied to the raceway corresponding to
layer thickness ratio in radius of furnace throat

心ガス流を維持しつつ周辺ガス流の適正化を図ることが
できた。また，炉頂ガス中のガス利用率（CO 2 %/（CO%

被還元性に優れる細粒ペレット（粒径 3 ～ 6 mm）を混

＋ CO 2 %），以下η CO という）を増加させ，還元材比

合（1.8％）し，周辺部に選択装入した。

を低減することが可能となった。

3. 2

炉頂ホッパーから排出されるコークス粒径の経時変化

炉口部での装入物分布と炉下部におけるガス流れ
の関係

を図 6 に示す。コークス粒径は実機でのコークス排出時

シャフト部における通気抵抗分布を介して融着帯形状

の画像解析により求めた。とくに，炉芯コークスを形成

を制御することが，炉口部での装入物分布の重要な意義

する中心装入コークスについては排出末期の大粒径コー

である。いっぽうで，炉下部機能の観点からは，唯一の

クスを活用した。

充填（じゅうてん）構造体であるコークスに対して炉下

今回のオールペレット操業においては，塊鉱石を自溶
性ドロマイトペレットに置換するため，鉱石側の装入物
分布の制御の精度を向上させる必要があった。そこで，
従来の 2 バッチ装入（ペレット65％）から 4 バッチ装入

5）

（ペレット80％）へ移行した（図 4 （b）
）
。

部への径方向での流入量を規定する点が装入物分布とし
て重要であると考えられる。
従来の 2 バッチ装入から 4 バッチ装入に移行した際の
層厚比の変化を図 8 に示す。ペレットの増配にもかかわ
らず，中心部の層厚比をほぼ変化させることなく中間部

図 7 は，還元材比に及ぼすペレット平均粒径の影響を

から周辺部への層厚比分布が平滑化しており，ペレット

示す 6 ）。ペレット平均粒径が小さくなるほど被還元性が

増配による装入物分布の不安定化を回避することができ

向上し，還元材比が低下することが分かる。今回のオー

ている。

ルペレット操業においては，周辺部の鉱石溶け落ち性状

炉口部での層厚比分布に対応する炉下部供給コークス

を改善するため，鉱石 2 バッチ目装入時に粒径が小さく

比を図 9 に示す 7 ）。炉下部供給コークス比は，炉口部で
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の層厚比分布に対応した径方向コークス比から炭素消費
量（ソリューションロス，浸炭およびメタロイド反応）
を減じた値とした。層厚比が，0.7を超えると炉下部供
給コークス比はほぼゼロとなり，局所的にコークススリ
ットは消滅し，ガス分配機能が低下する。また，周辺ガ
ス流抑制を過剰に指向して周辺部の層厚比が0.7を超え
ると炉体放散熱が上昇し，S 型の融着帯形状を呈してガ
ス流れが不安定になる傾向がある 8 ）。そのため，層厚比
が0.7以下になるように装入物分布を調整した。
今回のオールペレット操業においては，塊鉱石と自溶
性ドロマイトペレットの置換に対して，ペレットによる
流れ込みを防止するため， 4 バッチ装入による鉱石側の
装入物分布制御の精度向上を図った。さらに，低コーク

図11 羽口燃焼コークス比とレースウェイ脈動周波数の関係
Fig.11 Relationship between combustion coke rate at tuyere and
pulsation frequency of raceway

（2016年10月の平均値）まで縮小した結果，還元材比を

ス比操業における炉口部のη CO 分布の変化（図10）か

513 kg/tから503 kg/tまで低減することができた（表 2 ）
。

ら，細粒ペレットの周辺部装入によって周辺部のη CO

羽口燃焼コークス比とレースウェイ脈動周波数10） と

を向上できたといえる。

の関係を図11に示す。レースウェイ脈動周波数が大き

3. 3

レースウェイに及ぼす衝風条件と炉下部供給コー

くなることは羽口直上で棚吊（つ）りが起こりやすくな

クス比の影響

ることを意味し，棚吊りの発生は未還元 FeO の落下に

高炉の羽口レースウェイ断面積の合計と同一高さレベ

よる羽口破損リスクが高まることにつながる。図11で

ルにおける炉床断面積の比（以下，レースウェイ面積

は，羽口燃焼コークス比の低下とともにレースウェイ脈

比

9）

という）は，高炉の還元材比に対してつぎのよう

動周波数は高くなっている。これは，羽口燃焼コークス

な影響を及ぼす。すなわち，レースウェイ面積比の増大

比の低下によって炉下部へのコークス供給量が低下し，

は，衝風エネルギーの増大によるものであり，中心への

円滑な移動層から固定層に近い状態に移行することによ

ガス流入が大きくなる。それによって周辺ガス流が抑制

る。とくに，羽口燃焼コークス比が100 kg/t を下回ると

され，炉体放散熱が減少することによって還元材比を低

急激にレースウェイ脈動周波数は高くなることから，ソ

減できる。いっぽう，レースウェイ面積比の過剰な増大

リューションロスカーボン量を90 kg/t ，メタロイド反

は炉芯コークス体積の縮小を伴い，炉内熱容量が低下し

応量を 5 kg/t ，および浸炭量を50 kg/t とすると，炉頂

て還元材比は逆に増加する。神戸 3 高炉は小型高炉であ

装入コークス比の下限は245 kg/t 程度と算定される。こ

り，レースウェイ面積比が比較的大きい。このため，高

の値を低コークス比操業における下限値の目安とした。

酸素富化によるレースウェイ面積を縮小する余裕があ
り，炉内ガス量の低下に伴って炉内圧損を低減できる。

4 ．神戸 3 高炉の低コークス比操業結果

今回の低コークス比操業において，神戸 3 高炉のレース

図12に低コークス比操業に伴う操業データの変化を

ウェイ面積比を0.514（2016年 4 月の平均値）から0.498

示す。2016年 4 月から高酸素富化操業（2.8％から4.6％に）
に移行し，さらに， 8 月 5 日より高熱量炭の増量（60％
から100％に）とともに，ペレットを増配（65％から80％
に）した。これにより，装入物分布制御と微粉炭吹き込
みによる複合制御に移行し，コークス比を315 kg/t から
283 kg/t に低下させることができた。なお， 9 月19日か
ら10月17日の間はコークス比低減操業は行わなかった。
また，ペレット増配に伴ってη CO は上昇しており，
優れた高温溶け落ち性状を有する自溶性ドロマイトペレ

図10 低コークス比操業における炉口部ガス利用率分布の径方向
変化
Fig.10 Radial distribution changes of gas utilization ratio at furnace
throat in low coke rate operation
表 2 レースウェイ面積比と還元材比の変化
Table 2 Changes of raceway area ratio and reducing agent rate

ットの効果を享受できた。同時に，溶銑 Si も低下（0.71％
から0.48％に）させることができた。
図13は，低コークス比操業時の垂直水平ゾンデ11） を
用いた炉内温度分布の変化を示す。軟化融着帯の上面に
相当する1,200℃ラインに注目すると，コークス比の低
下（315 kg/t から283 kg/t に）にもかかわらず，1,200℃
ラインはほぼ炉腹上端に制御された。したがって，装入
物分布制御と微粉炭吹き込みによる複合制御によって炉
下部熱流比が適正に制御されていることが分かる。また
同時に，溶銑 Si の低下（0.71% から0.48% に）が認めら
れ て い る い っ ぽ う で 溶 銑 温 度 も 低 下（1,507 ℃ か ら
1,498℃に）していることから，溶銑温度を補正した溶
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表 3 低コークス比操業の結果
Table 3 Results of low coke rate operation

表 4 低コークス比操業の高炉諸元比較
Table 4 Comparison of blast furnaces in low coke rate operation

銑 Si の低下は，0.71％から0.54％と推定される12）。この
結果より，自溶性ドロマイトペレットの増配により，
1,200℃ラインをほぼ炉腹上端に制御しながら融着帯下
面（1,450℃）レベルを低下させることができたと考え
られる。
表 3 に神戸 3 高炉の低コークス比操業結果を示す。本
トライアルによる自溶性ドロマイトペレット増配による
コ ー ク ス 比 低 減（315 kg/t か ら283 kg/t に ） 効 果 は
19 kg/t ，酸素富化率上昇および高熱量（低 VM）炭増
配による複合制御の効果はそれぞれ 8 kg/t および 4 kg/t
図12 低コークス比操業に伴う各種操業データの変化
Fig.12 Changes of operation data with low coke rate operation

である。その他の項目も含めると，合計で32 kg/t のコ
ークス比低減に成功した。
表 4 に高炉諸元比較表を示す。海外ではタタスチール
の IJmuiden7BF においてコークス比261 kg/t の低コー
クス比操業を達成している13）。とくに，操業条件におい
て IJmuiden7BF は，ペレットと焼結鉱の混合装入を実
施しているにもかかわらず，低スラグ比操業を実現して
いる。
いっぽうで神戸 3 高炉は，ペレット増配（65％から
80％に）にもかかわらずスラグ比はほぼ横ばい（258 kg/t
から257 kg/t に）である。これは，ペレットの原料鉱石
における脈石（SiO2 ，Al2O3）比率の上昇と変動，すな
わち我が国の製鉄業を取り巻く鉄鉱石原料の劣質化によ
るものである14）。さらに，溶銑中の S の低位安定を製鋼
工程より要求されていること，すなわち鋼材の高品質化
によるものである。

5 ．低コークス比操業のまとめ
図13 低コークス比操業に伴う炉内温度分布の変化
Fig.13 Changes of temperature distribution of blast furnace with low
coke rate operation

神戸 3 高炉において我が国唯一のオールペレット操業
を継続し，塊鉱石を自溶性ドロマイトペレットに振り替
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えるとともに，装入物分布と微粉炭燃焼の複合制御の適

今後の我が国の製鉄業は，鉄鉱石の劣質化が進むなか

正化を図った。その結果，ペレット配合80％および全量

で鋼材のさらなる高品質化が求められていく。そこで，

ヤード原料という過酷な条件下において283 kg/t の低コ

本稿で得られた高ペレット配合に応じた装入物分布制御

ークス比操業を達成した。その成果を以下にまとめる。

技術，および自溶性ドロマイトペレットによる高温溶け

（ 1 ）小型高炉においては，周辺部の鉱石の高温溶け落

落ち制御の技術を加古川製鉄所での大型高炉の操業に有

ち性状の制御がとくに重要である。今回のオール
ペレット低コークス比操業（283 kg/t）において
は，塊鉱石と自溶性ドロマイトペレットの置換に
より，軟化融着帯の上面（1,200℃ライン）をほ
ぼ炉腹上端に制御できた。この結果は，複合制御
により炉下部熱流比が適正に制御されたためと推
察される。
（ 2 ）溶銑 Si の低下（0.71% から0.48% に）が認められ
ていることから，自溶性ドロマイトペレットの増
配によって融着帯下面レベルを低下させ得たと判
断される。
（ 3 ）ペレットの増配に伴ってη CO は増加しており，
自溶性ドロマイトペレットの効果を享受できた。
むすび＝当社神戸製鉄所における高炉操業は，2017年10
月31日にその長い歴史の幕を閉じた。いっぽうで，当社

効に活用し，深化させていく所存である。
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加古川製鉄所への上工程設備集約後，大型高炉 2 基の安
定稼動および低コークス比操業の重要性がさらに高まっ
ている。
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