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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属層と、該金属層上のスラグ層とを含む溶融浴を収容する、側壁と屋根を含む冶金容器
内で金属酸化物から金属および金属合金を製造する方法において、
遷移領域を形成するために前記溶融浴の表面の上方の空間内に溶融金属とスラグとを放出
させる段階と、
前記溶融浴の表面の上方の前記空間内に予備加熱される酸素含有ガスを注入する段階と、
前記溶融浴から前記遷移領域に放出される反応ガスを再燃焼させる段階とを、前記方法が
含み、
前記遷移領域を形成するための前記段階が、前記溶融浴の上方から、窒素を含む前記搬送
ガスとともに前記固体炭素質材料および／または前記金属酸化物である固体材料を一つま
たは複数の羽口を通して前記溶融浴中に注入することを含み、
前記固体材料を注入する各羽口が、下方に傾斜しかつ前記容器の側壁を通して伸長してい
て、および
前記固体材料および搬送ガスが十分な運動量をもって注入され、前記固体材料および搬送
ガスが前記金属層に注入し、かつ前記溶融金属および前記スラグを前記溶融浴の表面の上
方の前記空間内に放出させて前記遷移領域を形成できることからなる、金属および金属合
金を製造する方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法において、前記搬送ガスおよび前記固体炭素質材料および／または
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前記金属酸化物を注入する前記段階が、少なくとも前記炭素質材料が前記溶融浴の前記溶
融金属層に侵入することをさらに含む金属および金属合金を製造する方法。
【請求項３】
請求項１に記載の方法において、前記溶融浴の表面の上方の前記空間内に噴水状態で溶融
金属が放出せしめられるように、十分な運動量で前記搬送ガスと固体材料が前記溶融浴中
に注入されることを含む金属および金属合金を製造する方法。
【請求項４】
請求項１から請求項３までのいづれか１項に記載の方法において、前記金属酸化物が、鉱
石および／または部分的に還元された鉱石である金属および金属合金を製造する方法。
【請求項５】
請求項１から請求項４までのいづれか１項に記載の方法において、前記金属酸化物が予備
加熱される金属および金属合金を製造する方法。
【請求項６】
請求項１から請求項５までのいづれか１項に記載の方法において、前記その他の固体材料
が前記搬送ガスとともに注入される金属および金属合金を製造する方法。
【請求項７】
請求項６に記載の方法において、前記その他の固体材料がフラックスおよび／またはスラ
グの形成剤である金属および金属合金を製造する方法。
【請求項８】
請求項７に記載の方法において、前記搬送ガスが前記容器から放出される廃棄プロセスガ
スを含む金属および金属合金を製造する方法。
【請求項９】
請求項８に記載の方法において、前記容器から放出される廃棄プロセスガスが前記容器に
移される金属酸化物を部分的に還元するために使用される金属および金属合金を製造する
方法。
【請求項１０】
請求項１に記載の方法において、前記酸素含有ガスが空気である金属および金属合金を製
造する方法。
【請求項１１】
請求項１から請求項１０までのいづれか１項に記載の方法において、前記炭素質材料と前
記金属酸化物を同一の羽口を通して注入することを含む金属および金属合金を製造する方
法。
【請求項１２】
請求項１から請求項１１までのいづれか１項に記載の方法において、前記炭素質材料と前
記金属酸化物を、別の羽口を通して注入することを含む金属および金属合金を製造する方
法。
【請求項１３】
請求項１に記載の方法において、前記搬送ガスと共に前記炭素質材料と前記金属酸化物と
を、前記各羽口の出口の端部が前記溶融浴中に浸漬されるように取付けられた、一つまた
は複数の前記羽口を通して注入することを含む金属および金属合金を製造する方法。
【請求項１４】
請求項１から請求項１３までのいづれか１項に記載の方法において、前記搬送ガスと前記
固体材料とを、前記各羽口の出口の端部が前記溶融浴中に浸漬されるように取付けられた
一つまたは複数の前記羽口を通して注入することを含む金属および金属合金を製造する方
法。
【発明の詳細な説明】
本発明は、溶融浴を収容する冶金容器において鉱石および部分的に還元された鉱石のよう
な金属酸化物から金属および金属合金、特に、全面的ではないが鉄および鉄合金を製造す
る方法に関する。
鉄鉱石から溶融鉄を製造する周知の方法は、一般に、ＨＩ精錬法として述べられ、
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ｉ　溶融浴中に固体の炭素質材料および搬送（キャリアー）ガスを注入する底部羽口と、
ii　溶融浴の表面の上から溶融浴中に予備加熱および／または部分的に還元される鉄鉱石
でもよい鉄鉱石を注入する上部羽口と、
iii　溶融浴から放出されるＣＯ、Ｈ2のような反応ガスを再燃焼ないし後燃焼するために
溶融浴の表面の上の空間中に空気を注入する上部羽口とを
備える精錬還元容器内に溶融する鉄およびスラグの浴を形成することに基づく。
ＨＩ精錬法によると、炭素質材料は、還元剤およびエネルギ源として作用する。
ＨＩ精錬法の重要な特徴は、溶融浴からの反応ガスと、上部吹込み高温空気と、再燃焼か
らの反応ガスとに混合する溶融金属およびスラグの上昇した後に降下する小滴ないし飛沫
が存在する溶融浴表面の上方のガス空間における遷移領域を形成することである。遷移領
域の目的は、溶融浴からの反応ガスを再燃焼することによって放出される熱の溶融浴への
伝達を容易にすることである。ＨＩ精錬法によると、遷移領域は、溶融金属およびスラグ
の小滴および飛沫を溶融浴から放出させる溶融浴中への炭素質材料および搬送ガスの強烈
な底部注入によって形成される。
ＨＩ精錬法の最近の発展は、テクノロジカル　リソーシズ　プロプレイアタリ　リミテッ
ド（Technological Resources Pty Limited）の名義で「冶金反応容器内の反応を強化す
る方法」という名称のオーストラリア国特許出願４８９３８／９３に記載される。このオ
ーストラリア国特許出願は、独国特許出願４２３４９７４による１９９２年１０月１６日
の優先権日を請求している。
このオーストラリア特許出願は、遷移領域が溶融鉄およびスラグの飛沫および小滴の「噴
水」によって限定されるように、ＨＩ精錬法の熱伝達効率における改善が炭素質材料およ
び搬送ガスの底部注入を制御することによって得られることを記載する。このオーストラ
リア特許出願の特許明細書の５、６頁にまたがる文節は、
「本発明は、溶鉱の小部分が浴の下方の羽口を経て導入されるガスの量によって噴水のよ
うに浴から噴出されて、溶鉱小部分が容器壁に当るか、または溶鉱自体が他の溶鉱小部分
に衝突するか、または自由ジェットの形状で浴上に吹付けられる酸化ガスによって吸い込
まれるときにのみ停止される液滴と、飛沫と、自由弾道上の溶鉱の大きい粒子との形状に
おいてガス空間内を溶鉱のこれ等の小部分が移動すれば、冶金反応容器内の反応が増大さ
れることの発見にも基づく。」
ことを記載する。
本発明の目的は、噴水状遷移領域を発生する代りの方法を提供することである。
本発明によると、溶融浴を収容する冶金容器内の金属酸化物から金属および金属合金を製
造する方法が提供され、この溶融浴は、金属層と、この金属層上のスラグ層とを有し、該
方法は、
ｉ．搬送ガスおよび固体炭素質材料および／または金属酸化物および／またはその他の固
体材料が遷移領域を形成するために溶融浴の表面より上の空間内に溶融金属を放出させる
ように、溶融浴に接触する容器の側部の部分を経て、および／または溶融浴の上方から、
搬送ガスおよび固体炭素質材料および／または金属酸化物および／またはその他の固体材
料を溶融浴中へ注入し、
ii．遷移領域内に溶融浴から放出される反応ガスを再燃焼するために溶融浴表面より上の
空間内へ酸素含有ガスを注入する
段階によって特徴づけられる。
用語の「遷移領域」は、上昇した後降下する溶融金属の小滴ないし飛沫が存在する溶融浴
の上方の領域を意味するようにここでは理解される。
本発明は、溶融浴に接触する冶金容器の側部の部分を経て、および／または溶融浴の表面
の上方から、搬送ガスおよび炭素質材料および／または金属酸化物および／またはその他
の固体材料を溶融浴中に注入することにより、性能の損失なしに技術的処理の利点を伴っ
て、ＨＩ精錬法において遷移領域を形成することが可能であることを実現することに基づ
いている。
結果として、本発明は、遷移領域を形成するために炭素質材料および搬送ガスの底部注入
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の使用と、該底部注入に関連する技術的処理の困難さとを回避することを可能にする。１
つの技術的処理の困難さは、底部羽口が休止の際に溶融浴から離れて回転可能なように、
底部羽口の使用が冶金容器を軸線のまわりに回転するように装着することを不可欠にする
ことである。更に、底部羽口が省略されれば、一層簡単で一層丈夫な炉底部構造が可能で
ある。
また、本発明は、段階（ｉ）が炭素質材料を注入することを含む場合において、提案され
るような羽口を介する注入が溶融浴、特に、溶融浴の金属層の炭素質材料による貫通を保
証するという望ましい目的を達成する効果的な手段であることを実現することに基づく。
段階（ｉ）は、遷移領域を形成するように、溶融浴を貫通して溶融浴表面より上の空間内
に溶融金属を放出させるのに十分な運動量を伴って、容器の側部の部分を経て、または溶
融浴の表面の上方から、搬送ガスおよび炭素質材料および／または金属酸化物および／ま
たはその他の固体材料を注入することを含むことが好ましい。
段階（ｉ）は、溶融浴の表面の上方の空間内に溶融金属を噴水状の態様で放出させるよう
に、搬送ガスおよび炭素質材料および／または金属酸化物および／またはその他の固体材
料を溶融浴中に注入することを含むことが好ましい。
炭素質材料は、固体、液体または気体の形状における任意の好適な炭素質材料でもよい。
金属酸化物は、任意の好適な形状でもよい。例えば、金属酸化物は、鉱石および／または
部分的に還元された鉱石の形状でもよい。鉱石の予還元の程度は、比較的低度（例えばＦ
ｅＯまで）から比較的高度（７０～９０％の金属化）までの範囲でもよい。
金属酸化物は、予備加熱されてもよい。
その他の固体材料は、例として、フラックスまたはスラグの形成剤のような任意の好適な
材料でもよい。
搬送ガスは、任意の好適な搬送ガスでもよい。
搬送ガスは、酸素欠乏ガスであることが好ましい。
搬送ガスは、窒素を含むことが好ましい。
搬送ガスは、例として、後で容器の移される金属酸化物を部分的に還元するために使用さ
れた容器から放出される廃棄プロセスガスでもよい。
酸素含有ガスは、これに制限されないが空気または酸素富化空気のような任意の好適なガ
スでもよい。
酸素含有ガスは、空気であることが好ましい。
空気が予備加熱されることは、特に好ましい。
本発明によると、
ｉ．溶融浴を収容するための冶金容器を備え、該容器が、基底と、側壁と、屋根と、ガス
出口とを有し、更に、
ii．溶融浴の上方の容器の空間内へ酸素含有ガスを注入する第１羽口と、
iii．遷移領域を形成するために溶融浴の表面より上の空間内に溶融金属を放出させるよ
うに、搬送ガスおよび固体炭素質材料および／または金属酸化物および／またはその他の
固体材料を該溶融浴中に注入するための該溶融浴の上方のまたは該溶融浴に接触する前記
容器の側部の部分における第２羽口とを備え、
金属酸化物から金属および金属合金を製造する装置も提供される。
用語の「羽口」は、固体および／または気体を冶金容器内へ注入する任意の装置を含むよ
うにここでは理解される。
第２羽口の出口端部は、溶融浴の表面より上に設置されてもよく、または溶融浴中に浸漬
されてもよい。
搬送ガスおよび炭素質材料および／または金属酸化物および／またはその他の固体材料が
溶融浴中の溶融金属およびスラグを噴水状の態様で溶融浴から放出可能なように、搬送ガ
スおよび炭素質材料および／または金属酸化物および／またはその他の固体材料を溶融浴
中に方向づけるように第２羽口が設置されることは、特に好ましい。
羽口は、任意の好適な形状でもよい。
全く必須のことではないが、羽口が水冷されることは、好ましい。
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本発明は、例として添付図面を参照して更に説明され、ここに、
図１は、本発明の方法の一実施例を実施するための本発明による冶金容器の一実施例の垂
直断面図であり、
図２は、本発明の方法の実施例を実施するための本発明による冶金容器の他の実施例の垂
直断面図である。
以下の説明は、溶融鉄を製造するために鉄鉱石を精錬することに関係していて、本発明は
、この適用に制限されず、任意の好適な金属の鉱石および／または精鉱に適用可能である
ことが理解される。
図面は、単純化された概略的な形状であるが、本発明による鉄鉱石を精錬する装置の広い
範囲の可能な実施例である２つの実施例を示す。
図面を参照すると、各装置は、金属シェルと、溶融鉄およびスラグの浴９を保持するよう
に構成される耐火材料の内張りとを有する冶金容器３を備えている。各容器３は、底部４
と、円筒形側壁６と、屋根２０と、ガス出口８とを有している。
図１の装置は、使用の際に羽口５の開口端部が溶融浴９の表面より上の短い距離にある位
置まで容器３内を延びるように配置される容器３の側壁６内の単一の羽口５を備えている
。図２の装置は、容器３の側壁６において直径方向に対向する２本の羽口５を備えている
。この実施例では、羽口５の開口端部は、側壁６の内側面にほぼ一致する。図１に示され
る配置によるように、羽口の開口端部は、溶融浴９の表面より上の短い距離にある。これ
は、本発明の必須の特徴ではなく、開口端部は、溶融浴９中に浸漬されてもよいことが認
められる。
両者の実施例において、羽口５は、溶融浴９の表面に向って下方に傾斜する。
更に図面を参照すると、各装置は、屋根２０を貫通して容器３内にほぼ垂直に延びる羽口
１０を更に備えている。
本発明の方法の一実施例によると、運転条件は、石炭および鉄鉱石が窒素のような好適な
搬送ガスに同伴され、そして、溶融浴９を貫通するのに十分な運動量を伴って、溶融浴面
の上方の容器３内の空間１４に遷移領域１１を形成するために溶融鉄およびスラグの飛沫
および小滴を溶融浴９の表面から上方へ噴水状の態様で放出させるように、溶融鉄および
スラグを含む溶融浴９内に羽口５を経て石炭および鉄鉱石が注入されるように選択される
。
更に、高温空気または酸素富化空気のような好適な酸素含有ガスは、溶融浴９から空間１
４内に放出されそうでなければガス出口８を経て容器３から排出されるＣＯおよびＨ2の
ような反応ガスを再燃焼する目的のために、容器３内に上部羽口１０を経て注入される。
遷移領域１１の形成に影響を与える幾つかの要素が存在し、これ等は、例として、
ｉ．羽口５の直径と、
ii．溶融浴９の表面に対する羽口５の位置（角度を含む）と、
iii．羽口５を経て注入される石炭／鉱石／搬送ガス／その他の固体材料の流れの運動量
と、
iv．羽口５の数および容器３の寸法と
を含む。
項目（ii）に関して、図１、図２に示される好適実施例の関係では、羽口５は、遷移領域
１１を形成するために溶融鉄およびスラグの飛沫および小滴を噴水のように形成するため
に溶融浴９から放出させるのに必要なように、使用の際に羽口５を経て注入される石炭／
鉱石／搬送ガスの流れが溶融浴９を貫通可能なように、注入の角度および上述のその他の
要素が定められれば、溶融金属浴９の好適な基準面の上方または下方の任意の位置におい
て容器３の側壁６内に配置されてもよい。１つの好適な基準面は、溶融浴９の静止レベル
、即ち、容器３内への材料の注入に先立つ溶融浴のレベルでもよい。如何なる特定の寸法
にも制限されることを望まないが、代表的には、側部羽口５の開口端部は、溶融浴９の基
準面の上方０．５ｍから下方０．５ｍまでの範囲内でもよい。
項目（iii）に関して、羽口５を経て注入される石灰／鉱石／搬送ガスの流れの運動量は
、流れの速度と、流れの固体負荷と、遷移領域１１の所要の寸法とを含むが、これに制限
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されない幾つかの要素に依存する。
任意の所与の状態において、運転条件の最適の組は、上述の（およびその他の関連する）
要素の考察によって定められてもよい。
上述で論議したように、本発明の方法および装置は、再燃焼がＨＩ精錬法のように溶融浴
の上方のガス空間内で達成される浴精錬法に関連する技術的処理を簡単にすることを可能
にすると出願人は信じている。
更に、本発明の方法および装置は、比較的大きい直径の羽口５の使用を可能にし、これは
、閉塞の危険を最小限にして、羽口５を経て一層広い寸法範囲の石炭および／または鉱石
を注入することを可能にする本発明の付加的な利点を与えることを、出願人は信じている
。
多くの変更は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく図面を参照して上述で説明
された方法および装置の実施例に対して実施可能である。
例として、上述の好適実施例は、円筒形容器３を備えているが、本発明は、それに制限さ
れず、加圧または非加圧の容器の任意の好適な形状でもよいことが容易に認められる。
更に、好適実施例は、十分な運動量を与えるために石炭／鉱石／搬送ガスの使用に基づい
ているが、本発明は、そのように制限されず、好適な搬送ガスによる石炭または鉱石の別
個の使用へ広げられる。
更に、前に指摘されたように、好適実施例の羽口５は、羽口５の開口端部が溶融浴の表面
の上方にあるように設置されるが、本発明は、そのように制限されず、羽口５の開口端部
が溶融浴９中に浸漬される配置にも広げられる。
更に、好適実施例の羽口５は、容器３の側部６内に設置されるが、本発明は、羽口５が屋
根２０を貫通して容器内へ延びるように配置される配置へ広げられる。
最後に、図面に示される酸素含有ガスの注入のための羽口１０は、ほぼ垂直の方向付けで
屋根２０を貫通して延びるが、本発明は、そのように制限されず、羽口１０は、溶融浴９
から放出される反応ガスを効率的に再燃焼するように任意の好適な位置に設置されてもよ
い。
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