
1.  緒言

高炉は世界で最も一般的な製鉄プロセスである。含鉄原
料装入物は高炉内融着帯において軟化するため通気性を悪
化させ，炉内の還元ガス通気に影響を与える。通気性の悪
化は装入物に対する炉上部からの荷重による固相の変形お
よび融液の生成開始によって引き起こされている。融着帯
の形状および位置は高炉の操業効率に影響を与える。融着
帯の厚さを薄く制御することが操業効率改善につながると
されている。融着帯の厚さは含鉄原料装入物の軟化開始か
ら溶融終了までの温度差によって決定されるため，この温
度差を極力小さく制御することが最適な制御条件だと言
える。高価な冶金コークスの使用量を削減するために，羽
口からの燃料吹き込みが一般的になされている。高炉内の
コークス使用量を削減すると，相対的に含鉄原料装入物量

が増加するため，装入物全体の平均密度が上昇する。融着
帯における製鉄原料挙動は，融着帯において生じる圧力損
失増大において重要な意味を持つ。融着帯近傍における含
鉄原料装入物の一般的な還元率は50％以上である 1）。この
時点で鉱石類装入物は金属鉄，ウスタイト，その他酸化物
によるスラグで構成された状態である。その組成は鉱石類
装入物の化学組成に依存する。それ故，焼結鉱，ペレット，
塊鉱石など様々な鉱石類装入物の軟化特性は著しく異な
る 2–4）。一般的に装入物の融着帯における挙動は軟化溶融
試験によって評価される。還元率，塩基度，脈石成分，スラ
グ粘度などの様々な要素がこの軟化溶融特性に影響を与え
る。軟化溶融現象に伴って同時に生じる様々な現象は，上
述の要素が与える影響を明らかにするのを困難にしてい
る 1,5–9）。
本研究では鉄鉱石ペレットの軟化挙動に焦点を当てる。
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還元率50-70％の商用酸性ペレットおよびオリビンペレッ
トの軟化挙動について，不活性雰囲気下でラボレベルの調
査を行った。ペレットの予備還元は高炉シャフト部におけ
る還元条件を模擬した。ラボ実験の結果はSSAB，Raahe製
鉄所（フィンランド）におけるAdvanced�Reduction�Under�
Load（ARUL）試験装置を用いた同様のペレットについて
の工業的試験結果と比較した。工業的試験結果ではペレッ
トの種類ごとに著しく異なる軟化挙動を示した 10,11）。ペ
レットの変形を引き起こす各種現象については，ペレット
内微細組織の観察を通して検討した。FeO-SiO2-CaO-MgO 
4元系状態図作成と液相率計算をFToxidデータベースを用
いたFactSageによって行い，ペレット内部の相変化につい
て明らかにした 12）。

2.  実験方法

ラボ実験用の試料として，高炉用の商用鉄鉱石ペレット
を用いた。本研究で評価を行ったオリビンフラックスペ
レットは，前報 13,14）と同じものを使用した。化学組成の影
響を明確に調査するために，酸性ペレットを異なる種類の
ペレットとして用意した。それらの化学組成，塩基度，お
よび滓化材量をTable 1に示した。ペレット中のスラグ相生
成量はFeO以外の酸化物量によって決定されると考えられ
るため，FeO以外の酸化物総量を滓化材とみなした。
2・1　予備還元
高炉シミュレーター（Blast Furnace Simulator：BFS）を

ペレットの予備還元に用いた。BSFは既報における鉄鉱石
ペレットおよび冷間成形ブリケットの還元挙動の調査に用
いた実験装置である。本研究におけるペレット予備還元の
条件は，前報における“iron 1”とした 15,16）。予備還元条件の
時間推移をFig.1に，Fe-O-CO-CO2系状態図をFig.2に，そ
れぞれ示した。予備還元においては到達還元率が50，60，
70%のペレットを作製することを目的とした。到達還元
率の違いは，予備還元における最終段階の保持時間を10，

40，70�minと変化させることで制御した。Fig.3に予備還元
ペレットの断面観察結果とそれぞれの到達還元率を示す。
ペレットの還元率は式（1）を用いて算出した。70�min保持
条件において酸性ペレット（RD＝70%）よりも還元速度が
遅かったオリビンペレット（RD＝65%）を除いて，全ての
ペレットで所定の還元率に到達していた。

Table�1. �Chemical� composition,� basicity� and� amount� of� slag�
formers�of�the�iron�ore�pellets.

Component (wt-%) Olivine Acid
Fetot 66.8 65.4
FeO 0.4 1.4
MgO 1.3 0.16
Al2O3 0.36 0.29
SiO2 1.84 5.27
CaO 0.41 0.49
K2O 0.019 0.111
Na2O 0.039 0.052

S 0.001 0.01
Slag formers (wt-%) 3.97 6.37

CaO/SiO2 0.22 0.09

Fig.�1. �Gas�atmosphere�and� temperature�profiles�presented�as�a�
function�of�time�in�the�pre-reduction�stage.

Fig.�2. �Reducing�conditions� in� the�experiments� shown� in�a�Fe-
O-CO-CO2 phase diagram16).

Fig.�3. �Cross-sectional�view�of�pre-reduced�pellets�and�the�RDs�
(%).
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   （1）
2・2　軟化実験
Fig.4に示す融着帯シミュレーター（Cohesive Zone 

Simulator：CZS）をペレット軟化実験に用いた。CZSは昇
温パターンが制御可能な赤外線イメージ加熱炉を備えて
いる。その最高加熱速度は16.7�K/s（1000℃/min）に達す
る。またCZSは所定の圧力で試料を加圧するための，圧縮
空気による加圧装置を備えている。試料を加圧するための
力の伝達は，坩堝上面カバーと接触している黒鉛棒を介し
て行われる。黒鉛棒内部の先端にR型熱電対を設置し，極
力試料近傍において温度測定を行った。熱電対による試料
層内部の温度測定誤差は±3℃である。試料は内径30 mm
高さ40 mmの黒鉛坩堝内に装入した。坩堝底部は溶融物
を滴下させるための直径3 mmの孔を複数有している。実
験終了時に不活性雰囲気中で急冷するため，坩堝は冷却
チャンバーへ素早く降下させることができ，その冷却速度
は1000℃/minに達する。この急冷操作によって，試料の微
細組織を保持することが可能である。本実験は2�l/minの
N2気流中の不活性雰囲気下で行った。試料ペレットと黒
鉛坩堝が直接接触することを防ぐため，薄い鉄板を試料ペ
レットの上部と下部に設置した。さらに鉄板が黒鉛坩堝と
直接接触することを避けるために，その間にアルミナ製耐
火物を設置した。本実験における坩堝内の試料の設置状況
について，Fig.5に図示した。試料に付加する荷重は融着帯
の条件を模擬して100 kPaとした。CZSによる実験の昇温
パターンをFig.6に示した。試料は900℃まで急速昇温した
後，試料内温度を安定化するためその温度で5 min保持し
た。その後所定の温度まで0.167�K/s（10℃/min）で昇温を
行った。軟化実験における最高温度は，酸性ペレットでは
1200℃，オリビンフラックスペレットでは1350℃とした。
これらの温度は，ARUL試験において試料軟化と圧力損失
の増大が確認された温度から決定した 10）。実験試料は軟化
試験後速やかに急冷し，微細組織観察に供した。

3.  結果

ペレット試料の収縮率（%）は，軟化実験中に測定され
た垂直方向の変異量（mm）から計算した。ペレットの熱膨
張量は，ペレット試料の代わりに高さ約10 mmの焼成ヘ
マタイトブリケットを1350℃まで昇温する別実験によっ
て測定した。この結果を用いて，ペレットを用いた軟化実
験における熱膨張の影響を差し引いた。熱膨張の測定結果
は変動していたため，この影響により軟化実験の結果に多
少誤差を含んでいるものと考えれる。本実験は不活性雰囲
気中で行ったため，試料収縮は還元反応に伴う酸素除去の
影響を受けない。微細組織の観察は光学顕微鏡およびEDS

（Energy-Dispersive�X-ray�Spectroscopy）を 備 え たFESEM
（Field Emission Scanning Electron Microscope）によって行っ
た。試料の主要組織の解析は光学顕微鏡で行い，各相の組
成分析にはFESEMを用いた。実験前の予備還元試料およ
び軟化実験による変形後の試料の微細組織を解析するこ
とによって，軟化に伴う構造の変化についての調査を行っ
た。
3・1　酸性ペレット

1100℃において予備還元を行ったRD＝60%の酸性ペ
レットの外周部と中心部の光学顕微鏡写真をFig.7に示す。
各相の同定にはFESEM-EDSを用いた。予備還元ペレット
外周部は顕著な多孔質構造を有しており，主な構成相は金
属鉄（Fe0）とファイヤライトスラグ相（Fe2SiO4）であった。

Fig.�4.��A�schematic�layout�of�the�cohesive�zone�simulator.

Fig.�5.��Illustration�of�the�sample�packing�in�the�crucible.

Fig.�6.��Heating�profile�of�the�softening�experiments.
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予備還元ペレット中心部も多孔質構造で，主な構成相はウ
スタイト（FeO）とファイヤライトであった。ウスタイト粒
子同士は互いに結合し，部分的に均一な組織を構成してい
た。スラグ相はウスタイト周辺に存在した。中心部におい
て金属鉄は小さな相として観察された。酸性ペレットの軟
化は収縮率曲線Fig.8に示したように1100℃付近から開始
し，1150℃においてその軟化は急速に進行した。予備還元
率が50，60，70%と異なるペレット試料間で，それらの収
縮率曲線に明らかな違いは認められなかった。最も高い予
備還元率（70%）を有するペレットでは，他の二種類のペ

レットと比較して急速に軟化が進行する段階に到達するま
での時間がわずかに短かった。最も低い予備還元率（50%）
のペレットは，1200℃において最大の収縮率を示した。

1200℃において軟化変形した後の酸性ペレットの外周
部と中心部の光学顕微鏡写真をFig.9に示す。軟化変形後
の酸性ペレット内部では，ウスタイト相は互いに分離し50 
µm以下の粒子状に分散して存在していた。ウスタイト粒
子はスラグ相によって覆われていた。ファイヤライトスラ
グはペレット外周部に多く見られた。

1200℃において軟化変形した後の酸性ペレットの
FESEM-EDS像をFig.10に示す。酸性ペレットのFESEM解
析から，ウスタイト相はほぼ単相で存在し，ファイヤライ
トスラグは0.5～2.0wt％のCaOと0.5～1.5wt％のMgOを
固溶していることがわかった。FESEM解析による酸性ペ
レットの相同定において，1100℃予備還元後と1200℃軟化
変形後に明らかな差異は認められなかった。
3・2　オリビンペレット

1100℃において予備還元を行ったRD＝60%のオリビン
ペレットの外周部と中心部の光学顕微鏡写真をFig.11に示
す。FESEM-EDSを相同定に用いた。ペレット外周部は顕
著な多孔質構造を有しており，主な構成相は金属鉄，ウス
タイト相およびファイヤライトスラグ相であった。オリビ
ンの粒子は予備還元ペレットの組織中に溶けずに残存して
いた。ペレット中心部の主な構成相は均一なウスタイトで

Fig.�7. �The�LOM�images�of�the�periphery�part�(a)�and�the�core�
part� (b)� in� the� pre-reduced� (1100°C)� acid� pellet� (RD�=�
60%).�E�=�epoxy,�S�=�slag�(fayalite),�Fe0�=�metallic�iron,�
P�=�pore,�W�=�wüstite.

Fig.�8. �Contraction-%�curves�of�the�acid�pellets�in�the�softening�
experiments.

Fig.�9. �The�LOM�images�of�the�periphery�part�(a)�and�the�core�
part� (b)� in� the� pre-reduced� (1200°C)� acid� pellet� (RD�=�
60%).�E�=�epoxy,�S�=�slag�(fayalite),�Fe0�=�metallic�iron,�
P�=�pore,�W�=�wüstite.
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あり部分的にスラグ相が観察された。ペレット中心部にお
いて小さな金属鉄がFig.11に示すように観察された。
収縮率曲線Fig.12に示したように，オリビンペレットの

軟化は収縮率曲線1150℃付近から開始し，その後1350℃
まで一定の軟化速度を示した。最も高い予備還元率（65%）
を有するペレットは，他の二種類のペレット（50%，60%）
と比較して僅かに小さな軟化速度を示した。最も低い予備
還元率（50%）のペレットは，1350℃において最大の収縮
率を示した。
Fig.13に示すように1350℃において軟化変形した後のオ

リビンペレットの多孔質な外周部は，金属鉄とファイヤラ
イトスラグで覆われたウスタイトによって構成されてい
た。ペレットの中心部はスラグに覆われた丸みを帯びたウ
スタイト粒子によって構成されており，そのウスタイト粒
子のサイズは約50～100 µmであった。スラグ相の存在量
は中心部よりも周辺部の方が多くなっていた。またペレッ
ト中心部は顕著な多孔質構造を有していた。

1350℃において軟化変形した後のオリビンペレットの

Fig.�10. �An� FESEM-EDS� image� of� the� core� part� in� softened�
acid�pellet�(1200°C).

Fig.�11. �The�LOM�images�of�the�periphery�part�(a)�and�the�core�
part� (b)� in� the� pre-reduced� (1100°C)� olivine� fluxed�
pellet�(RD�=�60%).�E�=�epoxy,�S�=�slag�(fayalite),�Fe0�=�
metallic�iron,�P�=�pore,�W�=�wüstite,�O�=�olivine.

Fig.�12. �Contraction-%�curves�of�the�olivine�fluxed�pellets�in�the�
softening�experiments.

Fig.�13. �The�LOM�images�of�the�periphery�part�(a)�and�the�core�
part� (b)� in� the� pre-reduced� (1350°C)� olivine� fluxed�
pellet�(RD�=�60%).�E�=�epoxy,�S�=�slag�(fayalite),�Fe0�=�
metallic�iron,�P�=�pore,�W�=�wüstite.
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FESEM-EDS像をFig.14に示す。ペレット中心部のファイ
ヤライトスラグは約4 wt％のMgOと5 wt%のCaOを固溶
しており，ウスタイトは約1 wt％のMgOを固溶していた。
これら成分の固溶量は，ペレット中心部において約20箇所
の地点を無作為に分析して決定した。各成分の固溶量は，
気孔率が高くウスタイトの存在量が少ない周辺部で高く
なっていた。

4.  考察

本報告における結果は，不活性雰囲気条件下で著しく異
なる化学的性質を持つ鉄鉱石ペレットが，異なる軟化挙動
を示すということを示唆している。酸性ペレットは1150℃
において急速に軟化し，1200℃では約40％の収縮率に到達
していた。同様の酸性ペレットをMASSIM programによる
ARULを用いた工業的充填層還元軟化試験における調査で
は，1140℃における急速な軟化とともに著しい圧力損失が
観測されている 10）。このMASSIM programという実験条件
は，本研究においてペレットの予備還元に用いた “Iron 1” 
と1100℃までは全く同様の条件であるため，比較が可能で
ある。酸性ペレットにおける軟化挙動と圧力損失挙動の明
らかな関連性は，圧力損失がペレットの初期の変形によっ
て引き起こされているということを示唆している。本実験
において，オリビンペレットは1150℃から徐々に軟化し，
1350℃で約30％の収縮率に到達した。MASSIM programに
よるARULを用いたオリビンペレットに関する調査では，
軟化は段階的に生じ，明らかな圧力損失は1252℃で検知さ
れている 11）。ペレットの軟化挙動に及ぼす還元率と化学組
成の影響については，さらに議論を行う。
4・1　還元率の影響

1100℃で予備還元を行ったペレット試料は，多孔質な金
属鉄殻と未還元の酸化物の核によって構成されていた。金
属鉄殻の厚みと未還元酸化物核の組成は，それぞれ還元率

とペレットの化学組成によって決定される。本研究におけ
る高炉を模擬した条件下において，予備還元率50～70%の
酸性ペレット間，および予備還元率50～65%のオリビン
ペレット間の比較では，軟化挙動に明らかな違いは認めら
れなかった。単球ペレットの収縮挙動を測定するための本
手法は非常に鋭敏であり，例えば1 mmの収縮は10％の収
縮率に相当する。それゆえ，本研究では収縮率曲線間の僅
かな差異は無視することとした。熱膨張またはペレットの
膨れは各ペレット間で僅かに異なるため，結果に多少の影
響を与えた可能性がある。これらはFig.8と12において収
縮率曲線の変動を引き起こす。両方の種類のペレットとも
に，最も還元率の低いペレットが最大の収縮率を示した。
Fig.7と11から，予備還元ペレットの金属鉄殻が分散した
粒子で構成された層によって成ることが示された。高い
還元率を有するペレットは，高い金属化率を示し，二価鉄
（Fe2+）の含有量も少ない。この結果は，還元率の高いペレッ
トはペレットの軟化に対して顕著な影響を及ぼさないと
いうことを示唆している。前述したように，個々のペレッ
トにおいてその軟化挙動は常に僅かに異なるため，ペレッ
トの還元率が軟化挙動に及ぼす影響について本結果から
確認できなかったことについて留意する必要がある。加え
て，ペレットの予備還元は荷重がかからない条件で行われ
ており，これは金属鉄殻の構造に影響を与える可能性があ
ることに注意する必要がある。最も低い還元率を有するペ
レットが最も大きい収縮率を示す理由は，そのペレットが
大きな変形を許容する未還元酸化物核を有することによっ
て説明が可能である。本実験条件は他の研究者による軟化
溶融試験とは異なるため，それらの結果を完全に比較する
ことはできない。最も重要な相違点は，不活性雰囲気か還
元性雰囲気か，黒鉛坩堝と接触しているか否か，などの軟
化条件と予備還元条件であり，これらの違いは還元率が軟
化挙動に及ぼす影響の比較を困難にしている。軟化温度に
関しては幾分かの類似性を見出すことができる。Nogueira 
and Fruehanによる研究 7）では，還元率が60-80％と異なる
ペレット間で軟化挙動に僅かな差異が検出されたと報告し
ている。彼らの研究における高いSiO2濃度（3-5 wt-%）の
ペレットの軟化挙動と，本研究における酸性ペレット（5.27�
wt-% SiO2）の収縮挙動は類似の傾向を示した。
4・2　化学組成の影響
本研究結果は，ペレットの未還元酸化物核が軟化挙動
において重要な役割を果たしていることを示唆している。
FESEM-EDSによる解析において，軟化したペレットの核
は主にウスタイトとファイヤライトスラグによって構成
されていることが示された。ファイヤライトスラグは，酸
性ペレットでは約0.5～2 wt-%のCaOと0.5～1.5�wt-%の
MgOを，オリビンペレットでは4 wt-%のMgOと5 wt-%の
CaOをそれぞれ固溶している。さらに，オリビンペレット
中のウスタイト相は1 wt-%のMgOを固溶している。これ

Fig.�14. �An�FESEM-EDS�image�of�the�core�part�in�of�softened�
olivine�fluxed�pellet�(1350°C).
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らの結果は，オリビンペレットの優れた高温特性と，酸性
ペレットの高温における不安定性を示している。同様の
挙動が酸性ペレットとオリビンペレットを用いたBorinder 
and Bi3）の研究においても見られる。彼らは，オリビンペ
レットの優れた特性は，被還元性の高さとMgO含有量の
多さが，スラグ成分およびウスタイトの溶融温度を上昇さ
せたことに起因すると考えている。酸性ペレットの劣質な
軟化特性は，早い段階で軟化するためである。彼らはまた，
CaO添加ペレットの軟化溶融特性についての調査を行い，
スラグ相の高融点化が高い被還元性と溶け落ち温度の上昇
を示すことを明らかにした。CaO添加ペレットの良質な高
温特性は，優れた被還元性と低いSiO2濃度に起因するもの
と考えられる。50%収縮率を示す温度は，酸性ペレットが
最も低く，CaO添加ペレットが最も高くなった 3,6）。
軟化のメカニズムを明らかにするために，本研究に用い

たペレットの鉱物相組成を状態図によって議論する。CaO
とMgO濃度一定条件下において，FactSage�V6.4を用いた
FToxidデータベース 12）によるFeO-SiO2-CaO-MgO 4元系状
態図の計算を行った。SiO2，MgO，CaO量はTable 1に示し
たペレットの化学組成から決定した。本計算において，予
備還元ペレットに含まれる鉄は全てウスタイト（FeO）で
存在すると仮定した。還元率がペレットの軟化挙動に対し
て顕著な影響を見せなかったことから，成分の分離が軟化
挙動に及ぼす影響は無視できるものとした。アルカリ成分
やアルミナはこの系の固相線温度および液相線温度をわず
かに低下させる効果 1,9）を有しているが，本系においてその
量は少ないため無視をしたことに留意する必要がある。計
算したFeO-SiO2-CaO-MgO 4元系状態図をFig.15とFig.16
に示した。液相生成量と温度の関係についてもFactSageを
用いて計算を行い，その結果をFig.17に示した。

4・3　酸性ペレットの鉱物相組成の影響
1100℃で予備還元した酸性ペレットは，予備還元時の

混合原料間反応の結果，金属鉄，ウスタイトおよびファイ
ヤライトで構成されている。Fig.15中の黒の破線は，FeO-
SiO2-CaO-MgO 4元系（0.5�wt-%�CaO，0.15�wt-%�MgOで一
定）においてSiO2を5.27�wt-%（0.0527）含有した酸性ペレッ
トを示している。この状態図から，初期融液を生成するの
は見かけの固相線温度である1162℃となる。Fig.15から
1162℃から1187℃までは，ファイヤライトスラグは溶融し
オリビン相が溶解していることがわかる。酸性ペレット中
の酸化物融液割合％は1162℃までに急速に20%まで上昇
していることがFig.17からわかる。これはウスタイトがス
ラグ相に多く固溶していることを示唆している。Fig.15か

Fig.�15. �A� FactSage� computed� FeO-SiO2-CaO-MgO diagram 
with the composition of the acid pellet marked with a 
dashed�vertical�line.�AMonoxide�=�(Fe,�Mg)O,�AOlivine�
=�(Fe,�Mg,�Ca)2SiO4

Fig.�16. �A� Factsage� computed� FeO-SiO2-CaO-MgO diagram 
with�the�composition�of�the�olivine�fluxed�pellet�marked�
with� a� dashed� vertical� line.�AMonoxide�=� (Fe,�Mg)O,�
AOlivine�=�(Fe,�Mg,�Ca)2SiO4

Fig.�17. �A�FactSage� computed� evolution� of� liquid� oxide� phase�
as a function of temperature12).
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ら1187℃以上でこのスラグはマグネシオウスタイトと共
存することがわかる。FESEMを用いた解析において，ほと
んどの純ウスタイト相は酸性ペレットの核の部分に存在し
ていることが確認されている。Fig.17に1187℃から1300℃
まで，マグネシオウスタイトが溶解するにつれて，スラグ
融液割合はわずかに増加している様子が示されている。
1300℃以上では，溶融スラグ割合%は再び急激に増加し，
1348℃で本系のスラグは液相線温度に到達する。
実験における酸性ペレットの急速な軟化は，スラグ相の

固相線温度（1162℃）に近い1150℃において生じていた。
微量なアルカリ成分がわずかに固相線温度と液相線温度
を低下させる効果を有する可能性があるため，ペレットの
軟化温度とスラグの固相線温度に違いが生じたと推察さ
れる。1100℃における予備還元ペレットと1200℃において
軟化した後のペレット間の最も顕著な構造の変化は，Fig.9
に示すようにウスタイトがスラグに覆われた50 µm以下
の分散した粒子へと変わった点である。このことは，生成
したスラグ相はウスタイトを多く固溶していることを示
唆している。この結果は，酸性ペレットの固相線温度への
到達は，ウスタイトを多量に固溶する溶融ファイヤライト
スラグを生成するため，軟化挙動に重要な影響を及ぼす
ことを示している。スラグに取り囲まれた単球ウスタイト
（＜50 µm）は，荷重条件下においてペレットの変形を妨げ
る効果は持たない。酸性ペレットの急激な軟化は，実験温
度1200℃では収縮率を40%に到達させる。仮に，計算した
FeO-SiO2-CaO-MgO 4元系状態図と純FeO-SiO2系状態図を
比較すれば，フラックスであるCaOが初期融液生成温度を
低下させているのが確認できるであろう。本研究において
計算したFeO-SiO2系からの初期スラグ生成温度はFig.15に
示すように1162℃であるが，純FeO-SiO2系状態図において
SiO2濃度が5.27�wt-%の場合の初期スラグ生成温度はおよ
そ1190℃ 17）である。
4・4　オリビンペレットの鉱物相組成の影響

1100℃で予備還元したオリビンペレットは，金属鉄，ウ
スタイト，オリビン粒子およびファイヤライトで構成され
ている。Fig.11に示した通り1100℃でオリビン粒子は溶解
していない。Fig.16に示したFactSageによる状態図では固
相線温度は1169℃である。ファイヤライトスラグの溶け落
ちとオリビン相の溶解は，Fig.17によるとスラグ融液割合
が5%まで増加する1169-1205℃の温度範囲で生じる。オリ
ビン粒子の溶解はファイヤライトスラグおよびウスタイト
へ溶け込むMgOを生成し，これによりそれらの相の固相
線温度および液相線温度を上昇させる。MgOが本系の相に
及ぼす影響についてはFig.16から読み取ることができる。
温度範囲1205-1310℃においては，マグネシオウスタイト
のスラグに対する溶解が生じ，スラグ融液割合%は緩やか
に増加する。1310℃以上においては，スラグ融液の生成速
度は増加し，1427℃で本系は液相線温度に到達する。

本実験においてオリビンペレットの軟化は1150℃から
開始され，1350℃まで徐々に軟化する挙動を継続した。初
期融液生成温度である固相線温度に到達した際の，急激な
軟化は確認されなかった。この結果は，ウスタイトはスラ
グに対して多量に溶解せず，低融点のファイヤライトを生
成しないということを示唆している。Fig.17からオリビン
ペレットにおけるスラグ融液割合%は，酸性ペレットと
比較して明らかに低く抑えられているということがわか
る。計算されたオリビンペレットのスラグ融液割合%は
1340℃において20%を超過し，本実験においてペレットの
収縮率は30-35%に到達している。これは，酸性ペレットの
スラグ融液割合%が1200℃において20%を超過し，収縮率
が40%を示したことと良い相関を示していると言える。ス
ラグに取り囲まれたウスタイト粒子のサイズは1350℃に
おいて，およそ50-100 µmである。オリビンペレットの緩
やかな軟化は，スラグ相中SiO2量の少なさとCaOとMgO
というフラックスに起因すると考えられる。
4・5　軟化挙動を改善するための方策
オリビンペレットの優れた高温特性と，酸性ペレットの
劣質な特性から，SiO2量とCaOやMgOというフラックス
がペレットの軟化特性に重要な役割を果たすことが示唆さ
れた。SiO2量が多ければ，多くのスラグを生成し，多くの
ウスタイトがスラグ中に溶解することとなる。粒状組織へ
のウスタイト相の溶解および分離は荷重下における構造の
変形を引き起こす原因であると考えられる。酸性ペレット
の場合，スラグ固相線温度に到達すると初期軟化が開始す
る。オリビンペレットの優れた軟化特性は，SiO2量含有量
の少なさによるスラグ生成量の減少効果と，MgOフラック
スによるウスタイトの溶解抑制効果が，フラックス量の多
さによって強く発現したことに起因すると考えられる。し
かしながら，SiO2とフラックス間で生じている現象を明ら
かにするためには，数多くの他の成分やそれら成分との各
種反応などについてさらなる検討が必要である。
本研究における熱力学的計算は，鉄鉱石ペレット内に
一般的に含有されるFeO-SiO2相の固相線・液相線温度に
及ぼすフラックスの影響を検討するために有用な方法で
あったと言える。フラックスの添加量増加はウスタイトの
溶融温度を上昇させるということについて注意する必要
がある。計算状態図からウスタイトの溶解による軟化挙動
を予測することは不可能なので，フラックス添加量の最適
化をするためにはSiO2成分の効果をさらに調査する必要
がある。例えば，Fig.15に示したFactSageを用いて計算し
たFeO-SiO2-CaO-MgO 4元系状態図において，酸性ペレッ
トのSiO2量を2-3 wt-%減少させると本系における固相線
温度は低下してしまい，これは望ましくない傾向だと言え
る。しかしながら，スラグ相の量も減少しており，これは
ウスタイトの溶解量を減少させるため，軟化特性を向上さ
せていると考えられる。この効果を明らかにするためには
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更なる検討が必要となる。おそらくペレットの構造に急
速な軟化を生じさせないための最適なSiO2量が存在する
と考えられる。初期軟化の観点から考えると，最適組成は
SiO2とフラックス量を調整することによっておそらく決定
することができる。計算されたスラグ融液割合%と実験か
ら得られたペレット収縮率%の間には理にかなった関連
性が見られた。このことはペレット中の液相スラグ量の割
合が軟化挙動に対して重要な役割を持つということを示唆
している。SiO2とフラックス量は，鉄鉱石ペレットの液相
スラグの発生に影響を有している。

5.  結言

不活性雰囲気条件下において，予備還元を行った酸性ペ
レットとオリビンペレットの軟化挙動について調査を行っ
た本研究から，以下に示す結論を得た。
1． 還元率50-70%の酸性ペレットおよび還元率50-65%の
オリビンペレットにおいて予備還元率が及ぼす軟化特
性に対する明らかな影響は認められなかった。しかしな
がら，最も高い収縮率を示したのはどちらの種類のペ
レットにおいて最も還元率が低い（50%）条件であった。

2． 酸性ペレットは1150℃において急激に軟化し1200℃に
おいて40%の収縮率に到達した。オリビンペレットは
1150℃において徐々に軟化を開始し1350℃において30-
35%の収縮率に到達した。

3． ペレットの軟化はスラグ相へのウスタイトの溶解に
よって生じるため，未還元酸化物核の組成は軟化特性に
重要な役割を有する。

4． 多量のSiO2は，粒状に分散したウスタイト相のスラグ
相への溶解を引き起こすため，早期の軟化を生じる。

5． ウスタイトの溶融による早期の軟化は，SiO2量の減少と
適切な量なフラックス（CaO，MgO）の添加によって抑
制できる可能性がある。
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