
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイト

ことを特徴とする溶銑の脱硫剤。
【請求項２】
　ＣａＯ／ＭｇＯが１以上５以下であることを特徴とする請求項１に記載の溶銑の脱硫剤
。
【請求項３】
　

【請求項４】
　前記脱酸成分はＡｌ源であることを特徴とする請求項 に記載の溶銑の脱硫剤。
【請求項５】
　

【請求項６】
　請求項１ の脱硫剤を溶銑に添加して溶銑を脱硫することを特徴とする溶
銑の脱硫方法。
【請求項７】
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からなるか
、または、前記ドロマイトおよび他のＣａＯ源からなる

ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトおよび脱酸
剤からなるか、または、前記ドロマイトおよび他のＣａＯ源および脱酸剤からなることを
特徴とする溶銑の脱硫剤。

３

ＣａＯ／ＭｇＯが１以上５以下であることを特徴とする請求項３または請求項４に記載
の溶銑の脱硫剤。

または請求項２



　溶銑を予め脱酸することを特徴とする請求項６に記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項８】
　 ことを特徴
とする溶銑の脱硫方法。
【請求項９】
　ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトと、他のＣ
ａＯ源および脱酸成分のうち少なくとも１種と 脱硫剤を溶銑に添加して溶銑を脱
硫するに際し、脱硫剤を構成する原料を混合または混合粉砕して溶銑に添加することを特
徴とする溶銑の脱硫方法。
【請求項１０】
　ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトと、他のＣ
ａＯ源および脱酸成分のうち少なくとも１種と 脱硫剤を溶銑に添加して溶銑を脱
硫するに際し、脱硫剤を構成する原料を同時に添加するか、またはこれら原料を順に添加
することを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【請求項１１】
　前記脱硫剤の成分として脱酸成分を含む場合に、当該脱酸成分を他の成分を投入後に追
加投入することを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項１２】
　ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトと、他のＣ
ａＯ源および脱酸成分の少なくとも１種とを含む脱硫剤を溶銑に添加して溶銑を脱硫する
に際し、脱硫剤を構成する原料のうち、他のＣａＯ源、および脱酸成分のうち１種類以上
の一部または全部を予め溶銑に添加しておき、その後脱硫剤の残部を溶銑に添加すること
を特徴とする溶銑の脱硫方法。
【請求項１３】
　前記脱酸成分はＡｌ源であることを特徴とする請求項 から請求項１２のいずれか１項
に記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項１４】
　容器内の溶銑を機械攪拌法により攪拌しながら溶銑中に脱硫剤を添加することを特徴と
する請求項６から請求項１３のいずれか１項に記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項１５】
　インジェクションにより容器内の溶銑中に脱硫剤を添加することを特徴とする請求項６
から請求項１３のいずれか１項に記載の溶銑の脱硫方法。
【請求項１６】
　容器内の溶銑中に脱硫剤を置き入れ添加または上置き添加することを特徴とする請求項
６から請求項１３のいずれか１項に記載の溶銑の脱硫方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、溶銑の脱硫剤および脱硫方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高炉から出銑された溶銑には、通常、鋼の品質に悪影響を及ぼす硫黄（Ｓ）が高濃度で含
まれており、要求される品質に応じて、種々の溶銑予備処理および溶鋼脱硫が行われてい
る。溶銑の炉外脱硫には、安価な石灰を主成分とする脱硫剤が多く用いられており、この
場合の脱硫反応は以下に示される反応式に従って進行する。
ＣａＯ＋Ｓ→ＣａＳ＋Ｏ　　…（１）
【０００３】
こうした脱硫反応は塩基度が高いほど有利であるため、螢石やアルミナ系造滓剤等が石灰
の滓化促進用に用いられており、例えば、９５ｍａｓｓ％ＣａＯ－５ｍａｓｓ％ＣａＦ２

の組成を有する脱硫剤が広く使用されている。しかしながら、ＣａＦ２ 等の造滓剤は一般
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請求項３から請求項５のいずれかの脱硫剤を溶銑に添加して溶銑を脱硫する

からなる

からなる

９



に高価であり、こうした造滓剤の配合率を増やすことは脱硫剤コストの増大につながる。
さらに造滓剤の配合率を高めた場合には、脱硫剤中の石灰濃度が低下して反応効果が低減
することが懸念される。また、近年フッ素の環境への影響が懸念されており、フッ素を含
有する蛍石を添加しないフラックスの使用が望まれている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、蛍石等の造滓剤を使用することなく
安価に溶銑を脱硫することができる脱硫剤およびそれを用いた脱硫方法を提供することを
目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明は、以下の（１）から（１６）を提供する。
　（１）ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイト

ことを特徴とする溶銑の脱
硫剤。
ことを特徴とする溶銑の脱硫剤。
【０００６】
　（２）上記（１）において、 ことを特徴とする溶
銑の脱硫剤。
【０００７】
　

【０００８】
　

【０００９】
　

【００１０】
　（６）上記（１） の脱硫剤を溶銑に添加して溶銑を脱硫することを特徴と
する溶銑の脱硫方法。
【００１１】
（７）上記（６）において、溶銑を予め脱酸することを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００１２】
　（８）上記 ことを
特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００１３】
　（９）ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトと、
他のＣａＯ源および脱酸成分のうち少なくとも１種と 脱硫剤を溶銑に添加して溶
銑を脱硫するに際し、脱硫剤を構成する原料を混合または混合粉砕して溶銑に添加するこ
とを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００１４】
　（１０）ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトと
、他のＣａＯ源および脱酸成分のうち少なくとも１種 脱硫剤を溶銑に添加して
溶銑を脱硫するに際し、脱硫剤を構成する原料を同時に添加するか、またはこれら原料を
順に添加することを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００１５】
（１１）上記（９）または（１０）において、前記脱硫剤の成分として脱酸成分を含む場
合に、当該脱酸成分を他の成分を投入後に追加投入することを特徴とする溶銑の脱硫方法
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から
なるか、または、前記ドロマイトおよび他のＣａＯ源からなる

ＣａＯ／ＭｇＯが１以上５以下である

（３）ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトおよ
び脱酸剤からなるか、または、前記ドロマイトおよび他のＣａＯ源および脱酸剤からなる
ことを特徴とする溶銑の脱硫剤。

（４）上記（３）において、前記脱酸成分はＡｌ源であることを特徴とする溶銑の脱硫
剤。

（５）上記（３）または（４）において、ＣａＯ／ＭｇＯが１以上５以下であることを
特徴とする溶銑の脱硫剤。

または（２）

（３）～（５）のいずれかの脱硫剤を溶銑に添加して溶銑を脱硫する

からなる

とからなる



。
【００１６】
（１２）ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトと、
他のＣａＯ源および脱酸成分の少なくとも１種とを含む脱硫剤を溶銑に添加して溶銑を脱
硫するに際し、脱硫剤を構成する原料のうち、他のＣａＯ源、および脱酸成分のうち１種
類以上の一部または全部を予め溶銑に添加しておき、その後脱硫剤の残部を溶銑に添加す
ることを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００１７】
　（１３）上記（９）から（１２）のいずれかにおいて、前記脱酸成分はＡｌ源であるこ
とを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００１８】
（１４）上記（６）から（１３）のいずれかにおいて、容器内の溶銑を機械攪拌法により
攪拌しながら溶銑中に脱硫剤を添加することを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００１９】
（１５）上記（６）から（１３）のいずれかにおいて、インジェクションにより容器内の
溶銑中に脱硫剤を添加することを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００２０】
（１６）上記（６）から（１３）のいずれかにおいて、容器内の溶銑中に脱硫剤を置き入
れ添加または上置き添加することを特徴とする溶銑の脱硫方法。
【００２１】
本発明によれば、脱硫剤を、ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを
含むドロマイトを主成分とすることにより、蛍石等の造滓剤を使用することなく安価に溶
銑を脱硫することができる。
【００２２】
すなわち、ＣａＯが極めて微細に存在しているため、蛍石等の造滓剤を使用することなく
高い脱硫率を得ることができ、かつドロマイト自体が安価であるため、安価に溶銑を脱硫
することができる。
【００２３】
また、本発明の脱硫剤は、上述したように本質的に蛍石のようなＦ含有物質を用いずに溶
銑を脱硫することができるので、脱硫処理後のスラグ中のＦ含有量を少なくすることがで
き、Ｆによる環境への悪影響を低減することができる。
【００２４】
さらに、Ａｌ源等の脱酸成分を含むことにより、還元反応である脱硫反応を促進すること
ができる。なお、ここで脱酸成分とは、溶銑の脱酸に寄与する成分をいう。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について具体的に説明する。
本発明の溶銑の脱硫剤は、ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比率でＣａＯ、ＭｇＯを含
むドロマイトを主成分とする。
【００２６】
図１はドロマイトと、ＣａＯ源（石灰）とＭｇＯ源（ブルーサイト）とを混合した場合と
での、ＣａＯとＭｇＯの存在イメージを比較したものである。この図に示すように、ドロ
マイトはＣａＯとＭｇＯの固溶体であるため、ＭｇＯとＣａＯとが極めて微細な状態で共
存しており、脱硫機能を有するＣａＯが極めて微細に存在しているため、その反応性が高
く極めて高い脱硫効果を示す。これに対してドロマイトと同様の比率でＣａＯ源である石
灰とＭｇＯ源であるブルーサイトとを共存させても、ＣａＯの粒子径がドロマイト中のＣ
ａＯよりも極めて大きいものにならざるを得ず、ドロマイトにおける高い脱硫機能は得る
ことができない。このように、ドロマイトは極めて高い脱硫効果を示すことから、ドロマ
イトを主成分とする脱硫剤で溶銑を脱硫することにより、蛍石等の造滓剤を使用すること
なく高い脱硫率を得ることができる。また、ドロマイト自体が安価であるため、安価に溶
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銑を脱硫することができる。
【００２７】
本発明においてドロマイトは、生ドロマイト（鉱物としてのドロマイト）、生ドロマイト
を焼成して得られる焼成ドロマイト、およびこれらの混合物のいずれも含む概念である。
ドロマイトとしては、特に反応性に優れた軽焼ドロマイト（生ドロマイトを１０００～１
３００℃で加熱焼成したもの）が好ましい。鉱物としてのドロマイトは、理論組成はＣａ
Ｍｇ（ＣＯ 3） 2  であるが、産出地によってＣａＯおよびＭｇＯ含有量が大きく異なり、
ＣａＯ／ＭｇＯ組成比として、１．０～２．１の範囲を示す。ドロマイトは空気中または
ＣＯ２ 中では下記の通り２段階でＣＯ２ を分解放出し、それ以上の加熱によって、ＣａＯ
結晶とＭｇＯ結晶の混合物となる。
ＣａＭｇ（ＣＯ 3） 2  　→　ＣａＣＯ 3  ＋  ＭｇＯ  ＋  ＣＯ 2（７３０～８１０℃）
ＣａＣＯ 3  　→　ＣａＯ  ＋  ＣＯ 2 　 　 （８９０～９３０℃）
例えば栃木県産のドロマイトは、ＣａＯ：６３～６６ｍａｓｓ％およびＭｇＯ：３０～３
５ｍａｓｓ％程度含有している。
【００２８】
本発明の脱硫剤は全部がドロマイトであってもよいし、ドロマイトの他に、他のＣａＯ源
を含んでもよい。他のＣａＯ源としては、石灰、炭酸カルシウム、水酸化カルシウムが例
示される。
【００２９】
本発明の脱硫剤のＣａＯ／ＭｇＯ比は、１以上５以下であることが好ましい。ＣａＯ／Ｍ
ｇＯ比が１未満では脱硫には実質的に寄与しないＭｇＯが過剰となってしまい、ＣａＯ／
ＭｇＯ比が５を超えるとドロマイトの効果が低減する。
【００３０】
また、本発明の脱硫剤は、さらに、脱酸成分を含むことが好ましい。脱酸成分を含むこと
により、還元反応である脱硫反応を促進することができる。したがって、溶銑の酸化度が
高い場合に極めて有効である。脱酸成分の量は、脱硫処理の前段階の処理の種類、脱硫処
理の方法等によってその適正な量が変化するので、これらに応じて適宜設定すればよい。
【００３１】
脱酸成分としては、Ａｌ源が好ましい。Ａｌ源は特に限定されないが、金属Ａｌ量が２５
ｍａｓｓ％以上のものが好ましい。Ａｌ源としては、安価に入手できることからアルミニ
ウムドロス粉末が好ましい。もちろん、金属アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニ
ウム融液をガスでアトマイズして得られるアトマイズ粉末や、アルミニウム合金を研磨、
切削する際に発生する切削粉等、他のＡｌ源であってもよい。
【００３２】
本発明の脱硫剤は、上述したように本質的に蛍石のようなＦ含有物質を用いずに溶銑を脱
硫することができるので、脱硫処理後のスラグ中のＦ含有量を少なくすることができ、Ｆ
による環境への悪影響を低減することができる。また、主成分であるドロマイト、および
選択的に用いられる他のＣａＯ源、脱酸成分として実質的にＦを含有しないものを選択す
れば、脱硫剤自体を実質的にＦフリーとすることができ、Ｆによる環境への悪影響を防止
することができる。また、Ａｌ源としては不可避的にＦが含有されるものもあるが、その
ようなＡｌ源を用いる場合にも、脱硫処理後のスラグ中のＦ含有量が０．１ｍａｓｓ％以
下になるように、その量を規定することが可能であり、環境への悪影響を回避することが
できる。脱硫処理後のスラグ中のＦ含有量を０．１ｍａｓｓ％以下にするためのＡｌ源中
のＦ含有量は、Ａｌ源添加量、脱硫剤投入量、他スラグの混入等の条件により異なるが、
０．１５ｍａｓｓ％以下であることが好ましい。
【００３３】
次に、このような脱硫剤を用いた溶銑の脱硫方法について説明する。
上記脱硫剤による溶銑の脱硫処理は、取鍋、トピードカーおよび鋳床等の容器内に保持さ
れた溶銑に上記脱硫剤を添加することにより行う。このような脱硫処理が適用される溶銑
の成分等は特に限定されず、どのような溶銑にも適用することが可能である。また、上記
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脱硫剤がドロマイトのみで構成されている場合には、ドロマイトをそのまま添加すればよ
い。ドロマイトと、他のＣａＯ源を含む場合には、これらを混合または混合粉砕して溶銑
に添加することが好ましい。また、ドロマイトと他のＣａＯ源を混合せずに同時に添加し
てもよいし、これらを順に添加してもよい。
【００３４】
溶銑の酸化度が高い場合には、脱硫剤を添加する前に予め脱酸しておくことが好ましい。
また、上述したように脱硫剤に脱酸成分を含有させることにより、脱硫と同時に脱酸を進
行させることができる。
【００３５】
ドロマイトまたはドロマイト＋他のＣａＯ源に、Ａｌ源等の脱酸成分を添加する場合にも
、これらを混合または混合粉砕して溶銑に添加することができるし、また、これらを混合
せずに同時に添加してもよいし、これらを順に添加してもよい。さらに、脱硫剤を構成す
る原料のうち、他のＣａＯ源および脱酸成分のうち１種類以上の一部または全部を予め溶
銑に添加しておき、その後脱硫剤の残部を溶銑に添加することもできる。さらにまた、脱
酸成分を添加する場合には、他の成分を投入後に追加投入するようにしてもよい。
【００３６】
さらに、脱硫剤を添加して脱硫反応を生じさせる手法も特に限定されず、脱硫剤を溶銑直
上から投入してインペラー等で機械攪拌する方法、溶銑中に脱硫剤をインジェクションす
る方法、溶銑上に脱硫剤を上置きする方法、予め容器内に精錬剤を入れておきその後容器
内に溶銑を装入する入れ置き法、鋳床において溶銑に精錬剤を添加する方法等、種々の方
法を採用することができる。これらの中では機械攪拌法およびインジェクション法が好ま
しい。
【００３７】
また、脱硫剤は、塊状、粒状、粉末状いずれの形態、粒度でも適用可能であるが、その使
用容器やプロセス、脱硫方法などに応じて最適な形状、粒度を選択することができる。例
えば、機械攪拌法での溶銑直上からの大量添加の場合においては、飛散等による歩留まり
ロスを低減するためにも、操業的や経済的に最適な程度の粒度以上のものを用いることが
好ましい。一方、インジェクション法での使用の際には、ノズル詰まりの問題が生じない
程度の粉状化を行うことが必要となる。ただし、これら原料の粒径はこれらの反応性を支
配する重要な因子でありるから、各原料の１次粒子が１ｍｍ以下であることが好ましい。
また、溶銑の酸素濃度や処理前の溶銑上のスラグの有無などにより、脱酸成分となるアル
ミニウムドロスや金属アルミニウム等のＡｌ源、および石灰等を上記脱硫剤と別個に添加
することが有効な場合もある。
【００３８】
次に、本発明の脱硫剤を用いた溶銑の脱硫方法の好ましい例について具体的に説明する。
まず、機械攪拌式脱硫設備を用いて本発明の脱硫剤により溶銑脱硫を行う場合について説
明する。図２はこのような機械攪拌式脱硫装置により溶銑を脱硫している状態を示す模式
図である。
【００３９】
台車１１に搭載された溶銑鍋１２に溶銑１３が収納されている。この溶銑鍋１２を、イン
ペラー撹拌式脱硫装置１４の耐火物製の羽根（インペラー）１６が所定の位置になるよう
に配置する。インペラー撹拌式脱硫装置１４は、インペラー１６の他に、インペラーを回
転するための油圧モーター１５、秤量ホッパー１７、これに収納された脱硫剤１８を切り
出すロータリーフィーダー１９を備えている。また、集塵を行うための集塵フード２１を
備えており、処理時にこの集塵フード２１を下降させて使用する。また、図示しないが精
錬剤用とは別に副原料等の秤量ホッパーや投入口も設けられている。
【００４０】
このようなインペラー撹拌式脱硫装置１４においては、まず、インペラー１６を下降させ
て溶銑１３に浸漬し、浸漬と同時に油圧モーター１５を駆動させてインペラー１６を回転
させ、徐々に回転数を上げる。これと並行して排気装置を運転して発生ダストを吸引する
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。インペラー１６の回転数が上がり定常回転数に達したらロータリーフィーダー１９を駆
動させて所定量の脱硫剤を溶銑に供給する。
【００４１】
この際の脱硫剤の形状は、塊状、粒状、粉末状いずれの形態、粒度においても使用可能で
あるが、粉末状の脱硫剤を使用する場合には、添加の際の飛散ロスを防ぐためには微粒に
しすぎないことが好ましい。一方、塊状、粒状の脱硫剤を使用する際には、輸送・投入の
際には崩壊せず溶銑中にて崩壊する強度のものが好ましい。溶銑中で崩壊しないものは反
応面積が小さく反応性が悪いので好ましくない。さらに、Ａｌ源等の脱酸成分を添加する
場合には、脱硫処理前の取鍋内溶銑上のスラグの有無や量、溶銑中酸素濃度等に応じて、
脱硫剤添加の前に副原料投入口から、脱酸成分、例えばアルミニウムドロスや金属アルミ
ニウム等のＡｌ源を別途添加することが有効な場合もある。
【００４２】
脱硫剤の供給終了後、所定時間の攪拌が終了した時点でインペラー１６の回転数減少させ
ながらインペラー１６を上昇させる。スラグが浮上して溶銑表面を覆い、静止した状態で
溶銑の脱硫処理は終了となる。
【００４３】
次に、インジェクション方式を用いて本発明の脱硫剤により溶銑脱硫を行う場合について
説明する。図３はこのようなインジェクション方式により溶銑を脱硫している状態を示す
模式図である。
【００４４】
容器３１内には溶銑３２が収容されており、この溶銑３２にインジェクション用のランス
３４が垂直に挿入されている。そして、図示しないディスペンサーによってこのランス３
４を介して本発明の脱硫剤３３をアルゴンガスや窒素ガス等の不活性ガスとともに溶銑３
２の深部にインジェクションする。これにより脱硫剤３３が湯面まで上昇する間および湯
面上にて脱硫反応が生じ、溶銑３２の脱硫反応が進行する。容器３１としては取鍋でもト
ピードカーでも構わない。
【００４５】
インジェクションを行う場合には、脱硫剤の形状は粒状または粉状が望ましく、粒度とし
てはノズル詰まりの問題が生じない程度に粉状化を行っておく必要がある。また、Ａｌ源
を含有する場合には、脱硫処理前の取鍋内溶銑上のスラグの有無や量、溶銑中酸素濃度等
に応じて、容器３１内の溶銑３２に予め脱酸成分、例えばＡｌドロスや金属Ａｌ等のＡｌ
源を別途添加することが有効な場合もある。脱酸成分を添加した後、アルゴンガスや窒素
ガスなどの不活性ガスで短時間バブリングを行い、添加したＡｌ源等の脱酸成分を溶銑に
溶解した状態にしておいてもよい。また、脱酸成分は溶銑が入る前の容器に予め入れ置き
しておいてもよい。
【００４６】
所定量の脱硫剤のインジェクションが終了したら脱硫剤の吹き込みを停止し、ランスを上
昇させる。スラグが浮上して溶銑表面を覆い、静止した状態で溶銑の脱硫処理は終了とな
る。
【００４７】
本発明の脱硫剤を用いた溶銑の脱硫処理は、ドロマイト中にＣａＯが極めて微細に存在し
ているため、その微細ＣａＯ自体が脱硫反応を生じさせるものであり、反応を効率良く行
わせるためには、容器や脱硫方法、溶銑状態に応じ、脱硫剤の組成ばかりでなく、脱硫剤
の形状・粒度や添加方法、添加速度を制御し、場合に応じて最適な条件を選択することが
求められる。
【００４８】
【実施例】
（実施例１）
本発明例および比較例の脱硫剤を用いて鍋内の１５０トンの溶銑を機械攪拌設備を用いて
脱硫した。処理溶銑は、高炉から出銑した後、高炉鋳床及び受銑容器である溶銑鍋の２段
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階で脱珪処理を行ったものを用いた。溶銑組成は、事前脱珪により［Ｓｉ］＝０．０５～
０．１０ｍａｓｓ％であり、［Ｃ］＝４．３～４．６ｍａｓｓ％、［Ｍｎ］＝０．２２～
０．４１ｍａｓｓ％、［Ｐ］＝０．１０～０．１３ｍａｓｓ％であり、処理前［Ｓ］＝０
．０４０～０．０４２ｍａｓｓ％であった。溶銑温度は、１３３０～１４３０℃であった
。本発明例の脱硫剤としては、平均粒径０．６ｍｍの軽焼ドロマイト（６３．９ｍａｓｓ
％ＣａＯ、３２．６ｍａｓｓ％ＭｇＯ）、石灰粉末を適当なＣａＯ／ＭｇＯ比になるよう
に配合し、粉末粒子の最大径が１ｍｍになるように調製した。また、一部については、脱
酸成分として平均粒径０．３ｍｍのアルミニウムドロス（７０．１ｍａｓｓ％Ａｌ－３．
０ｍａｓｓ％Ｍｇ）粉末をＡｌ濃度として２．５ｍａｓｓ％相当になるように配合した。
比較例の脱硫剤としては、石灰のみを配合したもの、およびドロマイト組成で石灰および
ブルーサイトを配合したものを用いた。なお、アルミニウムドロスとしては、Ｆ含有量は
０．１５ｍａｓｓ％程度のものを使用した。脱硫剤の原単位は、比較例のＮｏ．２を除い
て、アルミニウムドロス相当分を差し引いて４．５Ｋｇ／Ｔ一定とした。脱硫剤の組成（
ＣａＯ／ＭｇＯおよびＡｌ濃度）、脱硫剤原単位、および脱硫率の結果を表１に示す。
【００４９】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
表１に示すように、本発明例は、石灰単体でかつ原単位が２倍以上の比較例Ｎｏ．２より
も高い脱硫率が得られることが確認された。また、比較例Ｎｏ．３と本発明例Ｎｏ．４と
を比較すると、ＣａＯ／ＭｇＯ比率が同じにもかかわらず、ＣａＯ源およびＭｇＯ源とし
て石灰およびブルーサイトを用いた比較例Ｎｏ．３の脱硫率が４５％であったのに対し、
軽焼ドロマイトを用いた本発明例Ｎｏ．４の脱硫率が７８％と高い値となった。
【００５１】
また、本発明例のうちアルミニウムドロスを配合しないものの中では軽焼ドロマイト単独
のＮｏ．４が最も脱硫率が高かった。軽焼ドロマイトに石灰を加えていくほどドロマイト
の脱硫効果が小さくなるため、脱硫率が低下していき、Ｎｏ．６のＣａＯ／ＭｇＯ＝５．
０では脱硫率が７０％以下であった。このことからＣａＯ／ＭｇＯが５．０以下が好まし
いことが確認された。また、軽焼ドロマイトにアルミニウムドロスを加えたＮｏ．７は、
さらなる脱硫率の向上が認められた。これら脱硫処理後のスラグ中のＦは、すべての場合
において、０．１ｍａｓｓ％以下であり、Ａｌ源中から持ち込まれるＦ含有量を考慮して
も、スラグ中のＦ濃度を十分に低減できることが確認された。
【００５２】
【発明の効果】
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以上説明したように、本発明によれば、脱硫剤を、ＣａＯ／ＭｇＯが１．０～２．１の比
率でＣａＯ、ＭｇＯを含むドロマイトを主成分とすることにより、ドロマイト中にＣａＯ
が極めて微細に存在しているため、蛍石等の造滓剤を使用することなく安価に溶銑を脱硫
することができる。
【００５３】
また、本発明の脱硫剤は、上述したように本質的に蛍石のようなＦ含有物質を用いずに溶
銑を脱硫することができるので、脱硫処理後のスラグ中のＦ含有量を少なくすることがで
き、Ｆによる環境への悪影響を低減することができる。
【００５４】
さらに、脱酸成分を含むことにより、還元反応である脱硫反応を促進することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ドロマイトと石灰＋ブルーサイト混合の場合とでＣａＯ、ＭｇＯ存在イメージを
比較して示す図。
【図２】本発明の脱硫剤を用いて機械攪拌式脱硫装置により溶銑を脱硫している状態を示
す模式図。
【図３】本発明の脱硫剤を用いてインジェクション方式により溶銑を脱硫している状態を
示す模式図。
【符号の説明】
１２；溶銑鍋
１３，３２；溶銑
１４；インペラー撹拌式脱硫装置
１６；羽根（インペラー）
１７；秤量ホッパー
１８，３３；脱硫剤
１９；ロータリーフィーダー
３１；容器
３４；インジェクション用ランス
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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