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(57)【要約】
【課題】焼結鉱の生産量の制限を回避でき、焼結原料を
焼成する間に被覆層中の酸化反応で酸素を消費し、炭材
の燃焼を抑制する方法を提供することにある。
【解決手段】炭材核とその炭材核の周囲を鉄鉱石粉とＣ
ａＯ源粉とからなる混合粉で被覆した外層とを有する、
焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子であって、前記鉄鉱石
粉中のＦｅＯの含有量を１．０ｍａｓｓ％以上とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭材核とその炭材核の周囲を鉄鉱石粉とＣａＯ源粉とからなる混合粉で被覆した外層と
を有する、焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子であって、前記鉄鉱石粉中のＦｅＯの含有量
が１．０ｍａｓｓ％以上であることを特徴とする焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子。
【請求項２】
　前記鉄鉱石粉中のＦｅＯが、５．０ｍａｓｓ％以上の精鉱微粉、もしくは粉砕した鉱石
、もしくはダスト等の製鉄所内発生粉であることを特徴とする請求項１に記載の焼結鉱製
造用の炭材内装造粒粒子。
【請求項３】
　前記ＣａＯ源粉は、生石灰、石灰石、ドロマイト等のＣａＯ含有原料とし、前記混合粉
中のＣａＯ含有量が１０ｍａｓｓ％以下であることを特徴とする請求項１または２に記載
の焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子を、その他の焼
結用造粒粒子と合流させて両造粒粒子を混在させたのち、混在させた造粒粒子を焼結機に
装入して焼結することで、焼結鉱を得ることを特徴とする焼結鉱の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高炉などで製鉄原料として使用される焼結鉱の製造技術に関するものであり
、具体的には、焼結鉱の製造に用いる焼結原料としての炭材内装造粒粒子とそれを用いた
焼結鉱の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高炉製鉄法では、現在、鉄源として、鉄鉱石や焼結鉱などの鉄含有原料を主に用いてい
る。ここで、上記焼結鉱は、粒径が１０ｍｍ以下の鉄鉱石の他に、珪石や蛇紋岩、精錬ニ
ッケルスラグなどからなるＳｉＯ２含有原料や、石灰石、生石灰などのＣａＯ含有原料な
どからなる副原料、粉コークスや無煙炭などからなる凝結材である固体燃料（炭材）等か
ら構成された造粒原料に適量の水を添加し、ドラムミキサーなどを用いて混合・造粒して
擬似粒子である焼結原料とした後、該焼結原料を焼結機の循環移動するパレット上に装入
し、上記擬似粒子中に含まれる炭材を燃焼させて焼結し、得られた焼結ケーキを破砕し、
整粒して、一定の粒径以上のものを成品として回収した塊成鉱の一種である。
【０００３】
　ところで、近年、上記塊成鉱として、鉄鉱石やダスト等の鉄源と、コークス等の炭材と
を近接配置したものが注目を浴びている。その理由は、例えば、鉄鉱石等の鉄源と炭材と
を一つの塊成鉱の中で近接配置すると、鉄源側の還元反応（発熱反応）と炭材側のガス化
反応（吸熱反応）とが速い速度で繰り返されて起こることから、製鉄効率が向上するとと
もに、高炉などの炉内温度を低下させることもできるからである。
【０００４】
　上記塊成鉱としては、例えば、特許文献１に開示の、高炉・転炉ダスト、圧延スケール
、スラッジ、鉄鉱石粉等の製鉄工程で発生する鉄含有粉をそれぞれ単独あるいは混合した
原料に、石炭、コークス等の炭材、澱粉を加えて混合、混練し、さらに造粒機で澱粉溶液
を供給して造粒したものがある。しかし、上記特許文献１に開示の塊成鉱は、焼結鉱製造
時にペレット中の炭材が焼失してしまうため、実際には鉄鉱石等の鉄含有原料と炭材とが
近接配置されたものとはなっていない。また、近接配置を目的として、鉄鉱石や炭材の粒
径を単に小さくしただけでは、熱を伝搬するガスの移動抵抗が大きくなり過ぎ、却って、
反応速度の低下を招いて、製鉄効率を低下させてしまう。
【０００５】
　そこで、鉄鉱石と炭材との近接配置を目的とした技術が幾つか提案されている（例えば
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、特許文献２～５参照）。これらに開示の技術は、基本的には、鉄鉱石等の鉄含有原料と
コークス等の炭材とを混合したのち、熱間成形して塊成化したものを、あるいは焼成せず
に生粒子のままで、高炉等において製鉄用原料として使用するものである。しかし、これ
らの塊成物は、均一混合物もしくは多層化造粒物からなる非焼成のものであるため、強度
が不足し、粉化が激しいため、これを高炉等に装入すると、脱水粉化や還元粉化を招いて
、高炉の通気性を阻害するため、使用量が制限されてしまうという問題点がある。
【０００６】
　また、上記特許文献２～５の技術の問題点を解決する技術として、例えば、特許文献６
には、金属鉄を５ｗｔ％以上および／または炭素を５ｗｔ％以上含有した原料で核を形成
し、金属鉄を１０ｗｔ％以上および炭素を５ｗｔ％以下含有した原料で前記核を内包した
一層以上の外周層を形成した後、３００～１３００℃の酸化雰囲気で焼成して塊成化した
製鉄用塊成鉱が提案されている。しかし、特許文献６に開示の塊成鉱も、原料に金属鉄を
使用することが必須であり、使用する原料に量的制約があるため、製鉄用塊成鉱として製
造できる量に制約があるという問題がある。
【０００７】
　そこで、上記特許文献１～６が抱える上記問題点を克服する技術として、炭材内装塊成
鉱の技術が提案されている。例えば、特許文献７には、小塊コークスからなる炭材核のま
わりに、造粒機を使って、製鉄ダストやミルスケール等の金属鉄含有酸化鉄粉を被覆して
低酸化度の酸化鉄殻を被覆形成した後、大気中で２００℃以上３００℃未満の温度で、０
．５～５時間加熱する酸化処理をすることにより、該酸化鉄殻表面にのみ高酸化度の酸化
鉄からなる硬質薄層を形成することにより炭材内装塊成鉱を得る技術が、また、特許文献
８には、製鉄ダストやミルスケール等の酸化鉄粉もしくは鉄鉱石粉と炭材とを、造粒機を
使って混合造粒し、次いで、その造粒物の外表面に金属鉄含有酸化鉄粉を被覆して低酸化
度の酸化鉄殻を被覆形成することで、酸化鉄粉もしくは鉄鉱石粉の中に、３ｍｍ以下の大
きさのコークス粉を分散状態で含む塊成鉱を得る技術が開示されている。
【０００８】
　また、特許文献９には、炭材を鉄鉱石粉とＣａＯ含有原料で被覆した湿潤ペレットを作
製し、これを焼結原料に混合後、下方吸引型焼結機において焼成する方法が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－３４８６２５号公報
【特許文献２】特許第３５０２００８号公報
【特許文献３】特許第３５０２０１１号公報
【特許文献４】特開２００５－３４４１８１号公報
【特許文献５】特開２００２－２４１８５３号公報
【特許文献６】特開平１０－１８３２６２号公報
【特許文献７】特開２０１１－１９５９４３号公報
【特許文献８】特開２０１１－２２５９２６号公報
【特許文献９】特許第５７９０９６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記特許文献７および８に開示の技術によれば、製鉄原料として適当な大きさと十分な
強度を有し、しかも、鉄含有原料と炭材とが近接配置され、製鉄反応を起こし易く、低温
還元が可能な構造の炭材内装塊成鉱を得ることができる。しかしながら、大気中で２００
℃以上３００℃未満の温度で、０．５～５時間加熱する酸化処理をする設備が必要であり
、生産量に制限があるという問題がある。
【００１１】
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　また、上記特許文献９に開示の技術では、コークス核の周囲に鉄鉱石粉とＣａＯ含有原
料粉の混合粉を被覆造粒した炭材内装ペレットを、従来の焼結原料と一緒に焼結機で焼成
することで生産量の制限を解決しているが、焼結機中の１３００℃以上の大気雰囲気で焼
成することにより、炭材内装塊成鉱内の炭材が燃焼によって一部失われてしまう可能性が
ある。
【００１２】
　本発明は、従来技術が抱える上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、焼
結機を用いて炭材内装造粒粒子を含む焼結原料から焼結鉱を製造することで焼結鉱の生産
量の制限を回避すること、かつ炭材内装造粒粒子の被覆原料としてＦｅＯを多く含有する
原料を用いることで、焼成する間に被覆層中の酸化反応で酸素を消費し、炭材の燃焼を抑
制する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した従来技術が抱えている課題について鋭意検討を重ねた結果、発明者らは、マグ
ネタイト精鉱等のＦｅＯを含有する原料を炭材内装湿造粒粒子の被覆原料として用いるこ
とで、焼成中に炭材内装造粒粒子中に拡散する酸素の一部がマグネタイトの酸化反応によ
り消費され、その分炭材の燃焼に消費される酸素濃度が低下するため、焼成後の残留炭素
割合を高めることができることを突き止めて、本発明を開発した。
【００１４】
　即ち、本発明は、炭材核とその炭材核の周囲を鉄鉱石粉とＣａＯ源粉とからなる混合粉
で被覆した外層とを有する、焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子であって、前記鉄鉱石粉中
のＦｅＯの含有量が１．０ｍａｓｓ％以上であることを特徴とする焼結鉱製造用の炭材内
装造粒粒子にある。
【００１５】
　なお、前記のように構成される本発明に係る焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子において
は、
（１）前記鉄鉱石粉中のＦｅＯが、５．０ｍａｓｓ％以上の精鉱微粉、もしくは粉砕した
鉱石、もしくはダスト等の製鉄所内発生粉であること、
（２）前記ＣａＯ源粉は、生石灰、石灰石、ドロマイト等のＣａＯ含有原料とし、前記混
合粉中のＣａＯ含有量が１０ｍａｓｓ％以下であること、
がより好ましい解決手段となるものと考えられる。
【００１６】
　また、本発明は、前記焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子を、その他の焼結用造粒粒子と
合流させて両造粒粒子を混在させたのち、混在させた造粒粒子を焼結機に装入して焼結す
ることで、焼結鉱を得ることを特徴とする焼結鉱の製造方法にある。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、マグネタイト精鉱等のＦｅＯを１．０ｍａｓｓ％以上含有する原料を
炭材内装造粒粒子の被覆原料として用いることで、焼成中に炭材内装造粒粒子中に拡散す
る酸素の一部がマグネタイトの酸化反応により消費され、その分炭材の燃焼に消費される
酸素濃度が低下するため、焼成後の残留炭素割合を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の炭材内装造粒粒子を焼結原料として用いた焼結鉱の製造方法を実施する
設備列の一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明の炭材内装造粒粒子を焼結原料として用いた焼結鉱の製造方法を実施す
る設備列の一例を説明するための図である。図１に従って本発明で用いる焼結鉱の製造方
法を説明する。
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【００２０】
　図１に示す例において、３ｍｍ以上の核粒子となるコークス粒子と、１５０μｍ以下の
精鉱微粉（ＰＦ）と、融剤としての生石灰をペレタイザーに装入して混合し、造粒して８
ｍｍ以上の大きさの炭材内装造粒粒子とする。上記原料は、粒径の大きなコークス粒子が
核となって造粒が行われるため、同時に添加しても構わない。また、コークス粒子とＰＦ
の装入比率は、核粒子となるコークス粒子に対して外層のＰＦ層の厚みが２ｍｍ以上にな
るように決定する。
【００２１】
　次いで、上記のようにして得た炭材内装造粒粒子は、従来の原料をドラムミキサー等で
攪拌し、造粒することで得られる通常の焼結用造粒粒子（擬似粒子）と合流させて両造粒
粒子を混在させて焼結機のサージホッパーに搬入し、該サージホッパーから焼結機の循環
移動するパレット上に装入する。なお、炭材内装造粒粒子は、通常の焼結用造粒粒子（擬
似粒子）より粒子径が大きいため、装入時の偏析によって、焼結時の温度が上層側よりも
高くなり易い中層および下層側に多く含まれるので、焼結反応を十分に進行させることが
できる。
【００２２】
　上記のように、本発明の炭材内装造粒粒子（塊成鉱）は、実機焼結機を利用して生産で
きるため、安価にかつ大量生産することができる。
【００２３】
　上述した設備列により本発明の焼結鉱の製造を実施するが、本発明の特徴は、焼結鉱製
造用の焼結原料として、炭材核とその炭材核の周囲を鉄鉱石粉とＣａＯ源粉とからなる混
合粉で被覆した外層とを有する、焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子であって、鉄鉱石粉中
のＦｅＯの含有量が１．０ｍａｓｓ％以上である炭材内装造粒粒子を含む焼結原料を使用
する点にある。
【００２４】
　本発明の焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子の製造については、被覆層を構成する鉄鉱石
粉中のＦｅＯの含有量を１．０ｍａｓｓ％以上とすることができれば、従来から知られて
いるような製造方法を用いることができる。
【００２５】
　炭材内装造粒粒子においては、造粒物の核をなすコークスが燃焼し、その大部分が消失
すると、中空の焼成ペレットが生成し中心部が空隙であるため焼成後の強度が低下すると
いう問題がある。しかし、残留炭素割合が８０％以上の場合には、残留コークスが造粒物
中の核として充分に機能し、中心部が空隙となることなく焼成ペレットの強度も維持でき
ることが分かった。したがって、本発明では、炭材内装造粒粒子の外層を形成する原料粉
中のマグネタイト精鉱の配合割合の下限は、焼結プロセスにおいて一般的な温度と時間で
焼成しても、残留炭素割合が８０％以上となる最低限の配合割合、すなわちＦｅＯ含有量
が１．０％となる量とした。
【００２６】
　また、鉄鉱石粉中のＦｅＯが、５．０ｍａｓｓ％以上の精鉱微粉、もしくは粉砕した鉱
石、もしくはダスト等の製鉄所内発生粉であることが好ましい。その理由は、これらの原
料からなるＦｅＯを用いることで、以下の表１の結果からもわかるように、残留炭素割合
が格段に向上するためである。
【００２７】
　さらに、炭材を被覆する原料粉中にＣａＯ含有原料を配合するのは鉄鉱石粒子をより低
温で溶融させ、焼結を促進するためである。ただし、原料粉中のＣａＯ含有量が１０ｍａ
ｓｓ％を超えると、焼成中に被覆層が過剰に溶融し、造粒粒子としての形状を保てなくな
る。その結果、内包させたコークスが露出し燃焼、消失してしまう場合がある。これを防
ぐために原料粉中のＣａＯ含有量は１０ｍａｓｓ％以下であると好ましい。
【実施例】
【００２８】
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　以下に、本発明に係る実施例、および比較例を示す。
【００２９】
　本試験では電気炉を用いて炭材内装造粒粒子を焼成し、焼成後に残留した炭素の割合を
測定した。以下の表１に本試験条件と結果を示す。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　ＦｅＯ含有量が０．２ｍａｓｓ％のヘマタイト精鉱と、ＦｅＯが２９．５ｍａｓｓ％の
マグネタイト精鉱の配合比を変更することで、炭材内装造粒粒子の外層となるＦｅＯ含有
量の異なる原料粉を作成した。ＦｅＯ含有量が０．２ｍａｓｓ％の比較例はヘマタイト精
鉱のみ、ＦｅＯが２９．５ｍａｓｓ％の実施例５はマグネタイト精鉱のみを使用した。
【００３２】
　焼成試験に供する湿潤ペレットの作製には、直径６００ｍｍの皿型造粒機（パンペレタ
イザーともいう）を用いた。該造粒機に直径が３～５ｍｍのコークスと、ヘマタイト精鉱
とマグネタイト精鉱および成分調整ＣａＯ源としての生石灰（５ｍａｓｓ％）を混合した
原料粉を投入し、散水しながら造粒することで、直径１２～１４ｍｍ、水分含有量が８～
１０ｍａｓｓ％の炭材内装造粒粒子を作製した。
【００３３】
　作製した炭材内装造粒粒子を、炉内温度を１３００℃に加熱した電気炉に投入し、３分
間および５分間焼成した。焼成前後の造粒粒子をそれぞれ化学定量分析し、焼成後に残留
していた炭素量と焼成前の炭素量の比から、残留炭素割合を算出した。表１に試験結果を
示す。
【００３４】
　ヘマタイト精鉱とＣａＯ含有粉のみで炭材内装造粒粒子の外層を形成した比較例の場合
、３分間の焼成で残留炭素割合は７２％まで低下した。さらに５分間の焼成だと同５５％
まで低下し、炭材内装造粒粒子中の炭素の約半分が燃焼により消失したことになることが
わかる。
【００３５】
　一方、ヘマタイト精鉱の一部をマグネタイト精鉱に代替することで、焼成中に炭材内装
造粒粒子中に拡散する酸素の一部がマグネタイトの酸化反応により消費され、その分炭材
の燃焼に消費される酸素濃度が低下するため、焼成後の残留炭素割合を高めることができ
る。実施例１の場合、３分間の焼成で残留炭素割合は８０％まで向上し、５分間の焼成で
も６５％まで回復した。
【００３６】
　通常の焼結プロセスにおいて、焼結原料が１３００℃以上の温度にさらされるのは３分
間程度である。また、炭材内装造粒粒子においては、造粒物の核をなすコークスが燃焼し
、その大部分が消失すると、中空の焼成ペレットが生成し中心部が空隙であるため焼成後
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の強度が低下するという問題がある。しかし、残留炭素割合が８０％以上の場合には、残
留コークスが造粒物中の核として充分に機能し、中心部が空隙となることなく焼成ペレッ
トの強度も維持できることが分かった。したがって、炭材内装造粒粒子の外層を形成する
原料粉中のマグネタイト精鉱の配合割合の下限は、ＦｅＯ含有量が１．０％となる量とし
た。
【００３７】
　さらにマグネタイト精鉱の配合量を増やしていくと、焼成後の残留炭素割合は増加して
いき、マグネタイト精鉱とＣａＯ原料のみでコークス核を被覆した場合は、９割以上の炭
素が燃えずに残留した。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明の焼結鉱製造用の炭材内装造粒粒子によれば、本発明に係る炭材内装造粒粒子を
含む焼結原料を用いて焼結鉱を製造することで、高い生産性で高品位の焼結鉱を得ること
ができる。そのため、高炉原料として得られた焼結鉱を利用することで、高い生産性の高
炉操業を行うことが可能となる。

【図１】
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