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まえがき＝当社では，2017年度に約746万tの粗鋼を生
産した際に，鉄鋼スラグや集塵（しゅうじん）ダスト，
スラッジなどの副産物が約322万t生成した。これら副
産物の97％を所内の原料や建築土木資材の原料としてリ
サイクル使用している（図 1 ）1 ）。本稿では，当社加古
川製鉄所における資源循環の取組みとして，鉄鋼スラグ
を利用した製品やダストなどの有効利用の現状と今後の
展開について解説する。

1 ．鉄鋼スラグ

1. 1　生成プロセス
　鉄鋼スラグは，製鉄工程で取り出した金属鉄以外の成
分であるCaO, SiO2, Al2O3, MgO, FexOなどからなる無
機物質である。鉄鋼スラグは，生成工程別に高炉スラグ
と製鋼スラグに大別できる。
　高炉スラグは，鉄鉱石から鉄を取り出す高炉から生成
するスラグである。溶融状態から冷却・固化させる方法
の違いにより，砂状の「高炉水砕スラグ」と岩石状の「高
炉徐冷スラグ」に分類される。
　高炉水砕スラグは，高炉から溶融状態で取り出したス

ラグに，水を吹き付け急冷したものである。水槽内に沈
んだ砂状の高炉水砕スラグは，回転するらせん状の装置
であるスクリュクラシファイアで水と分離して取り出さ
れる。分離された高炉水砕スラグは，ベルトコンベアで
輸送され，水砕ヤードに積み付けられる（図 2 ）。
　いっぽう，高炉徐冷スラグは，溶融状態のまま，コン
クリート壁で囲われたピット （ドライピット）に流出さ
せた後，大気中で冷却岩石状となったものである。
　製鋼スラグは，高品質の鋼を造り込む製鋼工程で用い
る複数の精錬炉から生成するスラグの総称である。おの
おのの精錬炉から生成するスラグについては，その精錬
炉名を先頭に記して呼ぶ。例えば，高炉で取り出した溶
銑を酸素精錬して鋼を製造する転炉から生成するスラグ
は「転炉スラグ」と呼ぶ。同様に，転炉で溶銑を精錬す
る前にりんを除去する脱りん炉，脱硫を行う機械攪拌

（かくはん）式処理炉（KR炉）から生成するスラグは
それぞれ「脱りん炉スラグ」，「KR炉スラグ」という。
それぞれの製鋼スラグは，精錬炉から溶融状態でスラグ
専用容器に取り出された後，散水や水浸により冷却され
て岩石状となる。
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図 1  当社鉄鋼事業部門におけるマテリアルフロー
Fig. 1  Material flow in iron and steel business of Kobe Steel
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　2017年度の当社における高炉スラグ生成量は約211万t，
製鋼スラグ生成量は約105万tである。なお，国内全体
では高炉スラグが2,285万t，製鋼スラグが1,367万t生成
している 2 ） 。
1. 2　所内利用と外販製品
　生成した鉄鋼スラグは，加工製造プロセスを経て，所
内において使用する原料または外販用鉄鋼スラグ製品に
向けられる。その利用の概要を図 3 に示す。高炉スラグ
の約 9 割はセメント・コンクリート用の材料として外販
している。いっぽう，製鋼スラグのうち，約 2 割が所内
でリサイクル利用され，残りは道路工事や土木工事の材
料として外販されている。
1. 2. 1　所内リサイクル
　鉄鋼スラグの所内リサイクルの目的は，スラグ中に含
まれている資源となる物質を回収・利用することである。
新たな資源を購入する費用や鉄鋼スラグを所外に輸送す
る費用などを低減できることから，積極的に所内リサイ
クルすることが重要である。酸化鉄や粒状鉄（鉄資源），
精錬材となる石灰石（Ca資源）を代替するCaは，鉄鋼
スラグ中に含まれ資源となる主な物質である。
　KR炉スラグには機械攪拌の結果として，多くの鉄が
含まれる。したがって，高炉の炉頂から装入する焼結鉱
の原料としてリサイクルされる。KR炉で脱硫処理が行
われた結果，KR炉スラグには多くのSが含有されてい
る。しかし，高炉内での脱硫反応により溶銑からSは除
去されるため，溶銑品質に影響することはない。
　転炉スラグはCaを多く含み，脱りん炉で使用する石
灰石の代替副原料として利用される。脱りん炉では転炉
と比較して低温で精錬を行うことから，脱りん反応が促
進される。このことに着目して，一度精錬に供した転炉

スラグを脱りん炉の副原料として再利用している。
　こうした方法により，加古川製鉄所では，高炉工程お
よび製鋼工程合わせて約21万t/年の製鋼スラグを再使
用している。
　また，炉頂装入物として使用するには難しい粉状スラ
グを，高炉羽口から微粉炭と共に吹込む技術を新たに実
用化した 3 ）。このように，所内リサイクル量のさらなる
拡大を目指している。
1. 2. 2　鉄鋼スラグ製品
　外販する鉄鋼スラグを「鉄鋼スラグ製品」と呼んでお
り，主な用途を表 1 に示す。セメント・コンクリート用
途と建築土木資材用途が主な出荷先であるが，農業用途
として肥料原料にも利用されている。
　加古川製鉄所において加工・製造する主な鉄鋼スラグ
製品には，高炉スラグ微粉末，高炉スラグ細骨材，鉄鋼
スラグ路盤材がある。

（ 1 ） 高炉スラグ微粉末（商品名：ケイメント）
　ケイメントはJIS A 6206高炉スラグ微粉末4000に相当
する製品であり，高炉水砕スラグを粉砕して石膏（せっ
こう）を添加した製品である（図 4 ）。ケイメントはセ

図 2  加古川製鉄所における高炉水砕スラグの生成フロー
Fig. 2  Schematic diagram of granulated blast furnace (BF) slag production process at Kakogawa Works

図 3  加古川製鉄所の鉄鋼スラグ利用概要
Fig. 3  Consumption ratio of BF slag and steelmaking slag at 

Kakogawa Works

図 4  ケイメント（高炉スラグ微粉末）
Fig. 4  Photograph of Kment (Ground granulated BF slag)

表 1  神戸製鋼所における鉄鋼スラグ種類別の用途
Table 1  Application list of iron and steel slag at Kobe Steel
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メント工場や生コンクリート工場に販売し，利用されて
いる。
　一般的なセメントの製造工程は，原料である石灰石や
粘土等を粉砕した後，キルン炉で焼成して「クリンカ」
と呼ばれる中間品を製造するところから始まる。クリン
カを粉砕して石膏を添加したものが「普通セメント」と
なる。これに対して，普通セメントに高炉スラグ微粉末
を多量に混合すると「高炉セメント」となる。
　日本のセメント産業は，温室効果ガスの総排出量の約
4 ％に相当するCO2を排出している。排出されるほとん
どのCO2はセメント中間製品であるクリンカを製造する
過程で，石灰石を焼成することにより発生する。普通セ
メントに高炉スラグ微粉末を多量に混合して製造する高
炉セメントは，クリンカの構成比を大幅に引き下げるこ
とができ，CO2の削減に寄与する 4 ）。
　さらに，高炉セメントを使用したコンクリートは化学
抵抗性に優れており，塩素イオンの拡散係数・透水係数
が小さく，アルカリシリカ反応抑制効果がある。このた
め，耐久性のある構造物にできることが利点である。
　当社では，セメント製造会社自身で粉砕する場合には
高炉水砕スラグを供給している。また，セメント工場で
普通セメントと混合する工程のみ実施する場合には，ケ
イメントを供給している。さらに，生コンクリート工場
やコンクリート 2 次製品工場において，コンクリート用
の混和材料としてケイメントは利用されており，最終的
に建築物や土木構造物となっている。
　近年，大手ゼネコン会社が中心となり，建設工事に伴
うCO2発生量削減策を行っている。その一つとして，大
量に高炉スラグ微粉末を利用するコンクリートに関する
商品開発を積極的に進めている。今後のケイメントの利
用拡大が期待される 5 ） 6 ）。

（ 2 ）高炉スラグ細骨材（商品名：シンコーサンド）
　シンコーサンドは，水砕スラグを軽破砕して粒子形状
とサイズを調整したコンクリート用の砂（細骨材）であ
る。JIS A 5011-1には粒度による細骨材の区分があり，
当社では粒度区分2.5 mm以下のBFS2.5に相当する細骨
材を製造している。
　シンコーサンドは適切な品質管理のもとで製造された
工業製品であり，天然砂とは異なる。コンクリートの耐
久性に影響を及ぼす有機不純物や粘土，貝殻などを含ま
ないこと，品質のばらつきが少ないこと，反応性シリカ
を含まないためアルカリシリカ反応を起こさないことな
どの優位な特徴を有する。これらに加えて，高炉スラグ
細骨材を使用したコンクリートは，「乾燥収縮を抑制す
る効果」，「遮塩性能，耐凍害性，化学抵抗性の向上効果」
などをもつことが，近年明らかになっている 7 ）。コンク
リートの耐久性向上へのさらなる寄与が期待される。

（ 3 ）路盤材用途
　道路表層のアスファルトコンクリートの下に使用され
ている路盤材は，路面の交通荷重を分散させ，下方の路
床にかかる応力を低減する役割を担っている。その特性
には，良好な締め固め性と高い地盤強度が求められる。
鉄鋼スラグはかみ合わせの良い粒子形状をしており，良

好な締め固め性を示す。このことから，路盤材の素材に
適している。
　加古川製鉄所では，高炉水砕スラグ，高炉徐冷スラグ，
製鋼スラグ，その他の素材をそれぞれ適正な比率で混合
して路盤材を製造している。製造している路盤材の種類
には，主に路盤上層部で使用される水硬性粒度調整スラ
グ（商品名：HMS-25）と，主に路盤下層部で使用され
る再生路盤材（商品名：RC-30，RC-40）がある。
1. 3　製品製造プロセス

（ 1 ）ケイメント
　ケイメントの製造工程を図 5 に示す。原料である高炉
水砕スラグと天然石膏を縦型ローラミル（OKシリーズ
ミル 8 ））にて粉砕する。この後，バグフィルタで採取し
て製品サイロに貯蔵する。貯蔵した高炉スラグ微粉末
は，輸送形態別に出荷される。そのままトラックに抜き
出して陸上出荷する場合と，海上サイロへ気送して船に
荷役して海上出荷する場合がある。

（ 2 ）シンコーサンド
　シンコーサンドの製造工程を図 6 に示す。粒度調整機
であるオートファインクラッシャにて原料である高炉水
砕スラグを軽破砕・整粒処理することにより，シンコー

図 6  シンコーサンドの製造フロー
Fig. 6  Production process of shinko-sand

図 5  ケイメントの製造フロー
Fig. 5  Production process of Kment
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サンドを生産している。高炉スラグ細骨材は，長期間の
貯蔵時には固結する性質を有する。このため，シンコー
サンドには固結防止剤が添加されている。オキシカルボ
ン酸塩系化合物やポリアクリル酸塩系化合物の固結防止
剤が実用化されている 9 ） 。

（ 3 ）路盤材
　路盤材の製造工程を図 7 に示す。高炉徐冷スラグや製
鋼スラグを路盤材に供する場合には，エージングと呼ば
れる材質安定化の処理を全量に実施している。高炉徐冷
スラグに含まれる硫黄は黄濁水や硫化水素臭を発生する
ことがある。この現象を防止するため，屋外で大気ばく
露する「大気エージング」を実施している。水，大気中
の酸素や炭酸ガスによって硫黄を安定化処理した後，路
盤材として使用している。
　製鋼スラグに含まれるCaOは，吸水反応により
Ca（OH）2 が生じて体積膨張する。このため，エージン
グ処理を行わずに路盤材として使用した場合には，路盤
材層の上面にあるアスファルト層を下から押し上げる。
これにより，花咲き現象と呼ばれる道路表面の凹凸が発
生する。花咲き現象を防止するために「蒸気エージング」
を実施し，事前にCaOを水と反応させてCa（OH）2 に変
える。蒸気エージング後の製鋼スラグを路盤材の素材と
して使用している。
1. 4　鉄鋼スラグ製品の管理
　鉄鋼スラグ製品は有益な製品である。いっぽうで，「接
触した水がアルカリ性を示す」，「未エージング処理品に
は膨張特性がある」などの特有の性質がある。したがっ
て，品質の管理に加えて，需要家にも十分な理解を得る
必要がある。
　こうしたことを踏まえ，鉄鋼スラグ製品の業界団体で
ある鐵鋼スラグ協会では，「鉄鋼スラグ製品の管理に関
するガイドライン」（以下，ガイドラインという）をと
りまとめている。ガイドラインには，鉄鋼スラグ製品の
販売にあたり，販売者が管理すべきことが記載されてい
る。また，第三者機関の審査に基づく審査制度も導入し
ており，業界の信頼度向上に努めている。
　加古川製鉄所においても，ガイドラインに沿った製品
管理を実施している。また，第三者機関の審査に基づく
審査制度も活用しており，需要家に安心して当社の製品
を利用いただけるよう製品の管理に努めている。

2 ．ダスト類

2. 1　生成プロセス
　加古川製鉄所において発生する主なダスト，スラッ
ジ，スケール（以下，ダスト類という）を表 2 に示す。
これらのダスト類は，発生する製鉄工程あるいはその回
収方法によって，それぞれ異なる特徴を有する。
　焼結工程において生成する焼結EPダストは，鉄鉱石
に混合したコークスブリーズを燃焼させて焼成して焼結
鉱を製造する際に，発生する排ガスから乾式集塵設備で
回収されるダストである。
　高炉工程で生成する高炉湿ダストは，高炉下部から吹
込んだ熱風が炉頂排ガスとして排出される際に，排ガス
に随伴した鉄鉱石粉やコークス粉が湿式集塵設備により
回収されたダストである。
　焼結EPダストや高炉湿ダストは，鉄鉱石やコークス
などの微粉を主体としていることから，鉄分や炭素分の
割合が高い。また，反応時に揮発した鉱石由来の微量元
素が排ガス中に移行する。このため，塩素，水銀，アル
カリなどの微量元素の含有率が高い。
　製鋼工程においては，脱りん炉や転炉に装入した溶銑
に造さい剤を投入して酸素ガスを吹込むことにより，脱
りんや脱炭処理を行う。この際，酸素ガスの吹込みによ
る溶銑の吹き返し（スピッティング）や酸化反応の火点
でヒュームが発生し，排ガスとともに搬送される。各炉
に設置された集塵設備で回収された微粒状の鉄は，それ
ぞれ脱りん炉ダスト，転炉ダストとなる。脱りん炉では
乾式集塵設備，転炉では湿式集塵設備（OG方式）を採
用している。したがって，回収後の含水率およびリサイ
クルの事前処理は，それぞれのダストで異なる。
　圧延工程では，鋼を加熱して圧延加工処理を実施して
いる。加熱時には鋼の表面に黒皮と呼ばれる酸化鉄の膜
が生成するが，これは圧延加工時に剝がれる。剝がれた
黒皮は，冷却水によって水処理設備に運ばれ，粗粒状の
スケールと微粒状の圧延スラッジとして回収される。両
者とも鉄分は鉄鉱石より高く，良質の鉄資源である。ま
た，圧延スラッジには圧延油由来の油分が多く含まれて
いる。
2. 2　処理と利用

（ 1 ）事前処理
　ダスト類をリサイクルするためには，使用先のプロセ
スに応じて含水率や粒度を調整する必要がある（表 3 ）。
　例えば，高炉でダスト類を炉頂から装入する場合，高

図 7  路盤材の製造フロー
Fig. 7  Production process of road base materials

表 2  加古川製鉄所で発生する主なダスト
Table 2  Main dusts generated from Kakogawa Works
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炉の炉内通気性を確保するために，微粒状のダスト類は
塊成化する必要がある。このため，焼結工場やペレット
工場でダスト類を塊成化し，焼結鉱やペレット鉱として
炉頂から装入する。　
　焼結工場でダスト類をリサイクルする場合には，ダス
ト類をほかの焼結原料と同等の水分値にする必要があ
る。このため，脱水と乾燥を行った後にほかの焼結原料
と混合する必要がある。いっぽう，ペレット工場でリサ
イクルする場合，湿式集塵設備で回収されたダスト類を
脱水せずに，泥状のスラリとしてシックナに集積し，取
り出される排泥を造粒前のペレット原料に添加して使用
している10）。
　このように，焼結工場やペレット工場において，ダス
ト類をリサイクルするための事前処理は簡便かつ安価で
ある。しかし，成分調整が困難であることから，亜鉛や
りんなどの含有量により使用量の上限が決定される点が
問題となっている。
　製鋼工程でダスト類をリサイクルする場合には，亜鉛
などの成分含有量の制約は少ない。しかし，高温の溶銑
に直接投入するため，水蒸気爆発などを避ける観点か
ら，低水分となるように乾燥する必要がある。例えば，
圧延工程で発生する鉄分の多いスケールは水分を含むこ
とから，脱りん炉や転炉で使用する際にはその使用量に
制限があった。
　脱りん炉の上方から投入するスケールの水分と投入可
能量の関係を図 8 に示す。スケール投入時に発生する火
炎が排ガス集塵フードから漏れるため，スケールの水分
が数％の場合にはスケールの投入量は限定されていた。
そこで，スケールの乾燥設備を設置して，水分量を0.5%
以下まで乾燥させる事前処理プロセスを導入した。その
結果，スケールの投入量が大幅に向上した。

（ 2 ）元素フローに基づくダスト類の所内利用
　製鉄所に流入する元素に着目して，ダスト類の所内に
おける循環利用の考え方をまとめた（表 4 ）。元素は①
有用元素，②造さい元素，③脈石元素，④不純物元素，
⑤微量元素の 5 つに大別できる。
　有用元素にはFe，Cがある。製鉄工程での発生品へ
の混入を抑制しつつ，有用元素が含まれるダスト類は所
内で積極的にリサイクルする。
　造さい元素にはCaやMgがある。製銑または製鋼の
工程で使用する石灰石に代表される精錬材の代替とし

て，造さい元素は所内でリサイクルする11）。
　脈石元素とは鉄鉱石の脈石を構成する元素（Si, Al）
であり，所内においてはリサイクルの価値は低い。不純
物元素であるPとSは，溶銑や溶鋼の品質およびスラグ
生成原単位に影響する。このため，ダスト類の不純物元
素含有量により所内におけるリサイクル量が制限されて
いる。これら造さい元素，脈石元素，不純物元素は，所
内リサイクル利用後に主として鉄鋼スラグに移行し，鉄
鋼スラグとして扱われる。
　微量元素であるZn，Cl，Hgなどはダスト類に移行し
やすい。このため，ダスト類として所外で再利用あるい
は産廃処分する必要がある。この際，ダスト類に含まれ
る未利用の有用元素（Fe）を最小限にすることが望ま
しい。そこで，ダスト類は所内で繰り返しリサイクルし
て，微量元素濃度を高めた後に排出する。
　加古川製鉄所では，上記の元素フローの考え方に基づ
いて，ダスト類の効率的なリサイクルを図っている。
　一例として微量元素であるZnのフローを図 9 に示す。
焼結およびペレットの焼成工程のダストにZnはほとん
ど含まれていない。また，Znは高炉や製鋼工程におい
て排ガスに移行しやすく12）13），集塵設備でダストに濃縮
する。さらに，高炉にZnが入ると炉壁に付着物を形成
して，炉況に悪影響を及ぼす。このため，高炉のZn装
入量には制約を設けている。
　そこで焼結工場やペレット工場では，製銑工程で発生
するZn低含有ダストを主として使用する。いっぽう，

表 3  製鉄所内での使用に必要なダストの事前処理
Table 3  Dust pre-treatment for recycling at Iron and steel 

making procces

図 8  脱りん炉に投入可能なスケール量と水分の関係
Fig. 8  Relationship  between moisture and charging rate of mill 

scale in De-P furnace

表 4  元素ごとの資源循環の考え方
Table 4  Concept of resource recycling of each element
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製鋼工程においては熱の使用に制約があるなか，Zn高
含有ダストを混銑車での溶銑予備処理により循環使用
し14），予備処理ダストへのZn濃縮を図る。
　さらに，従来，転炉で使用していたZnめっき屑（くず）
を， 2 基の脱りん炉で使用して，脱りん炉ダストにZn
を濃縮するフローに変更した。フローの変更により，転
炉へのZnインプットが減少し，転炉湿ダストのZn含有
量が低減できた（図10）。この結果，ペレット工場およ
び焼結工場での転炉湿ダストのリサイクル量が増加し
た。
　いっぽう，Znが濃縮されたダスト（高炉湿ダスト，
予備処理ダスト，脱りん炉ダスト）は，所内リサイクル
系外に排出している。一つは，日本製鉄（株）と当社と
の合資会社である日鉄神鋼メタルリファイン（株）が運
営するFASTMETプロセス15）16）である（日本製鉄（株）
広畑製鉄所に設置）。FASTMETプロセスではZn濃縮
ダストを還元して脱Zn処理を行い，還元鉄および粗酸
化亜鉛とする。これらは新たな工業原料として有効利用
される。また，ほかの用途にはセメント原料があり，セ
メント製造会社に出荷して有効利用している。

3 ．今後の資源循環への取組み

3. 1　鉄鋼スラグの新規用途
　近年，当社グループでは，製鋼スラグの新たな利用法

として，製鋼スラグの特性を生かした海域環境改善材へ
の展開を図っている17）。
　兵庫県が設置している「ひょうごエコタウン推進会議」
には「鉄鋼スラグ利用拡大研究会 海域WG（以下，海
域WGという）」が設けられており，産・官・学が一体
となって鉄鋼スラグ海域環境改善材の機能と安全性の検
証に取り組んでいる18）。
　上述した海域WGは淡路市岩屋田之代海岸沖において
実証試験を行った。実証実験では,天然石で構成された
既設潜堤に隣接するエリアに，スラグ人工石約1,000tを
2014年 5 月に設置した（図11）。また,比較のため天然石
20 tを同時期に設置した。スラグ人工石と天然石におけ
る海藻付着状況および水質の比較を行った。比較は年 2
回の頻度で 3 年間実施した。2014年 8 月（設置 3 箇月後）
と2017年 4 月（設置 3 年後）の観察結果を図12に示す。
設置初期から 1 年目まではスラグ人工石には天然石より
も多くのアカモクが繁茂していた。2 年目からはスラグ
人工石と天然石の海藻付着状況はほぼ同等レベルとな
り， 3 年目からは既設潜堤とほぼ同等の植生となってい
た。この結果から，スラグ人工石は海藻の着生基材とし
て有効であることが確認された。
　実証試験の結果を受けて，兵庫県内の海域工事とし
て，神戸市発注の須磨地区潜堤築造工事にスラグ人工石
が初めて採用された。本工事において，約1,000 tのスラ
グ人工石が潜堤構築材として使用され，2016年 3 月に沈
設を完了している。
　今後，鉄鋼スラグ海域環境改善材としての利用実績を
生かし，海域工事・港湾工事の資材としての利用を進め
ていく。

図 9  加古川製鉄所のZnフロー
Fig. 9  Zn flow at Kakogawa Works

図11  スラグ人工石の設置方法
Fig.11  Immersion installation method for slag artificial stone

図10 転炉での亜鉛めっき屑の不使用による転炉湿ダストの亜鉛
濃度低減効果

Fig.10 Decrease of Zn content of LD sludge by no use of Zn scrap to 
LD converter
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3. 2　ダストリサイクルの課題
　安価な鉄資源としての活用のみならず，産廃処分量の
削減による環境負荷低減の観点からも，ダスト類のリサ
イクルはさらに推進しなければならない。さらなるダス
トリサイクルに対する課題は以下のように挙げられる。
　 （ 1 ）前述した元素フローにおける不純物元素，微量

元素に加え，アルカリや油分のダスト類からの
除去

　 （ 2 ）濃縮した微量元素の無害化
　 （ 3 ）所内リサイクル系の外に取り出すための引受先

の確保
　これらプロセスの開発と導入に取り組んでいく。

むすび=当社加古川製鉄所では，事業活動において環境
に配慮したものづくりとして，副産物の所内原料化・外
販製品化などを通じた資源循環活動に取り組んでいる。
今後も，副産物への新しい価値の付加やリサイクルの促
進を図る。これらの活動を通じて天然資源の保全活動や
省エネルギー社会実現に向けて貢献したい。
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図12  スラグ人工石を用いた試験潜堤の観察結果
Fig.12  Observations of experimental submerged breakwater using slag stone


