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１．
はじめに
当社，
（株）神戸製鋼所は，1960年代の尼崎製鉄合併以降，鋳物用銑鉄の供給メーカーとし
て，
日本鋳物業界の発展に微力ながら貢献してきた．特に，高純度銑鉄であるEP銑は，商品開
発から実用化に至るまで，銑鉄商社である
（株）福田博商店と共に進めてきた．
その成果として，
高純度銑鉄は今や，微量元素の含有による品質劣化が進む鋼屑に対抗する貴重な鉄源とし
て，
日本の鋳鉄鋳物業界に幅広く浸透している．
本報告では，鋳物用新材料として開発，実用化したEP銑について，過去，学会や会誌等で報
告した内容を中心に報告する．

高純度銑の明確な定義は特に定め

表1に1970年代からの鋳鉄鋳物業界及び当社銑鉄の動向を整理した．

られていないが，一般的には燐などの

ら低周波誘導電気炉を経て高周波誘導電気炉へ移行するにともない，銑鉄の配合率が30％か

不純物が多い高炉銑に酸素吹錬工程

ら15％程度まで低下し，代わりに安価な鋼屑配合率が上昇した．

を加えて不純物を低減した銑鉄を意味
1），
銑鉄の必要性

する．

をPRすると共に，顧客ニーズに応じた安価な低Si銑や，付加価値を高めるためにバナジウムを

また，
日本に輸入される非合金銑鉄は，

添加した耐摩耗鋳鉄用銑鉄などを開発，
販売した．

通関統計上，燐の含有量が全重量の

製鉄所の既存設備を利用し，酸素精錬により純度を高めた高純度銑鉄は，1970年代後半に
開発され

2），
球状黒鉛鋳鉄用銑鉄として販売が開始された．当社では，1980年代前半に脱P，

脱S処理を施したSP銑を開発し，販売がスタートしたが，
白銑化及びガスによる巣発生などの形

消費比率︵％︶

1970年代後半から1990年代前半にかけて，鋳物製造における原料溶解方法が，
キュポラか

その間，銑鉄供給メーカーは，
バージン黒鉛の有効性を実験で検証するなど

神戸製綱の高純度銑鉄

３．高純度銑の動向

２．EP銑の開発経緯
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日本鋳物業

については，後述す
・スクラップ配合が上昇、銑鉄配合率が ・スクラップ、輸入銑対抗として、
るとして，当社は，顧
1970年代 30％を切る
安価な低Si普通銑（FE銑）
を開発
・可鍛鋳鉄から球状黒鉛鋳鉄へ移行進む ・
後半
（新日鐡が高純度銑を開発）
客のニーズに合わ
・キュポラから低周波炉溶解に移行
せて，1 9 9 0 年 代 前
・珪素鋼板の高燐化が進行
・耐摩耗鋳鉄用としてFV銑を開発
・スクラップの成分汚染対策、
半に防錆処理銑を， 1980年代 ・銑鉄配合率が20％を切る
・省エネ＆小規模溶解の高周波電気炉の 高級鋳鉄用として、脱P、Sの
前半
2000年代後半にハ
導入が始まる
高純度銑（SP銑）
を開発
イサルファー銑を開
・表面処理鋼板比率が上昇
・低C銑の試作、
マザーメタル（母材）の
発している．
1980年代 ・電気炉の亜鉛問題が顕在化
・自動車用鋳鉄の生産比率が50％越える 検討、試作
後半
防 錆 処 理 銑は，
・鋳鉄の薄肉化、
ネットシェイプ化が進行
電気炉溶解におけ
・銑鉄配合率が15％を切る
を開発
る水 分に対 する安
1990年代 ・母合金迅速再溶解システムの検討が ・Si添加の高純度銑（EP銑）
・防錆処理技術を開発
前半
全 性を向 上 するた
進む
め，赤錆の発生を抑
・凝固解析の研究と実用化が進む
・EP銑の溶解性向上効果の発表
制した型銑製造技
1990年代 ・鋳造材料のエコマテリアル化の検討が ・LCAによるエコマテリアル化新材料
後半
術を開発し，実用化
進む
としての検証
した銑鉄である.
・銑鉄配合率が10％強で推移
・低P,低AIのEP銑開発
型銑製造過程にお
2000年代 ・スクラップのMnなど成分問題が顕在化 ・EP銑の鋳物品質効果の発表
・中国など海外の鋳鉄生産が台頭、
①機械特性効果（引張り、延性、疲労）
前半
いて，離型した型銑
日本への輸入が進む
②引け巣低減効果
を高 温で保 持 する
・銑鉄配合率が10％を切る
・ハイサルファーEP銑（EPHS）の開発
ことにより，赤錆が進
2000年代 ・コークスに代わる木質バイオマスの
・EPHS銑加硫効果の発表
研究が進む
後半
行しにくい黒錆を発
・凍結鋳造法の実用化が進む
生させるノウハウを
取得し 3），神戸製鉄所に防錆処理設備を稼動させ，現在も必要とする鋳物工場に供給している．
ハイサルファー銑は，電気炉溶解法におけるS分の適量添加について，硫化鉄添加の欠点で
あるS歩留まりのばらつきを100％改善できる新原料として，開発している. 4）

0.04％以下であるか否かで分類されて
いることから，
Ｐ≦0.04％が高純度銑であ
ると，統計上では整理されている．

図1

高純度銑の国内消費比率

状不良から，鋳物工場で使用しにくい問題があった．1990年代に入り，高純度銑の形状改善が

そこで，図1に，通関統計の輸入データ及び国内銑の統計資料を基に2007年に調査した結

進み，
当社では，
その形状改善に加え，溶解性に優れ，且つ多配合に適した成分組成に調整し

果を示す 5）．国内で流通している高純度銑の比率は1997年頃20％弱であったが，
その後徐々

た高純度銑鉄，即ちEP銑を開発した．該銑鉄は脱P処理により，Mn,Ti,Cr,V等の酸化しやすい

に上昇して2002年以降は30％強で推移している．
その後の統計データは諸事情から収集できて

微量元素を除去し，加珪処理により，N,Oなどのガス成分を減少させると共に，加珪量の調整に

いないが，
当社の高純度銑比率は，2006年以降も上昇しており，最近では，鋳物用銑鉄販売量

より，低融点の共晶組成に合わせているのが特徴である．
これらのアクションによるEP銑の効果

の60％を高純度銑が占めている．
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EP銑のC及びSi値は低融点の共晶組成に調整しているため，過共晶組成になっている普通
銑に比べ，溶解時の溶け落ち温度が低くなり，電力原単位の低減や溶解時間の短縮が図れる．
また，鋼屑から高純度銑へ切り替えた場合，不純物の量が減少し，黒鉛組織や鉄の基地組織に
良い影響を与える．

微量元素含有総量︵％︶

普通銑又は鋼屑からEP銑へ切り替えた時の鋳物ユーザーに及ぼす効果を図2に示す．

微量元素含有総量︵％︶

４．EP銑の鋳鉄ユーザーに及ぼす効果

図3

FC材の微量元素量

図5に，
ねずみ鋳鉄の比較硬さと成熟度
帰線よりも成熟度が高い位置にあるのに対

FCDの微量元素量

図5
図5

FCの強度と硬さの関係
FCの強度と硬さの関係

図6

FCDの伸び比較

80
成熟度

の関係を示す．高純度銑50％は，従来の回

図4

75
70

し，普通銑50％および鋼屑80％は，従来の
回帰線上にプロットされる．すなわち，高純

65

度銑を用いると同じ硬さでも引張強さが大
きくなることがわかる．
図6に，
ダクタイル鋳鉄の伸び比較を示
す．高純度銑50%の伸びがＡ，
Ｂともに最も
図2

EP銑の鋳物ユーザーに及ぼす効果

良い．いずれの試料でもAに対しBの伸び

1990年代後半から2000年代前半にかけて，
当社は，
ラボ実験等によって図2に示すような効
果を検証してきた．
その中で2001年の学会にて発表した内容を紹介する 6）7）．
実験には，
当社の高純度銑，普通銑，及び鋼材を材料として使用した．
その成分を表2に示す．

合著しい低下になっている．
また高純度銑
と普通銑については，伸びの低下に大差は

伸び
︵％︶

はいずれも低下しているが，鋼屑80％の場

なかった．
図7に，組織に占めるパーライトの面積
率と伸びの関係を示す．高純度銑における
伸びの優位性は，組織にパーライトが少な
いことが原因と推定される．

伸び
︵％︶

実験水準としては，
３例を設定して機械特性を比較した．原料配合は①高純度銑鉄50%＋鋼
屑50%，②高純度銑鉄20%＋鋼屑80%，③普通銑鉄50%＋鋼屑50%の３通りを溶製し鋳造した．
鋳型は，
フラン砂によるY型ブロックを用い，Y型ブロックの平行部より上下２本（上：Ｂ，下：Ａ）
の
引張試験片を採取し機械試験に供した．接種後の溶湯成分値の不純物を黒鉛化促進元素

図7 パーライト率と伸びの関係

（A l , B i , C o , C u , N i ），黒鉛化阻害元素（C r , M o , T i , V ），及びパーライト促進元素
（C u , C r , N i , A s , M o , V , S n ）
に分類し，図3及び図4に示す．
これらの不純物元素の合計
は，普通銑50％において高値を示した．高純度銑50％と鋼屑80％溶湯の不純物量は，
ほぼ同レ
ベルとなっている．
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５．LCAによるエコマテリアル検証

ギー等のインプットと，そのアウトプットである製品や二酸化炭素等の廃棄物との物質収支を

8）9）

当社と共にEP銑を開発した
（株）福田博商店は，Cを含んだ銑鉄はCを必要とする鋳鉄用原
料として使用し，Cをほとんど含まない鋼屑は鉄鋼原料として使用することが理に適っていると考
え，神鋼リサーチ
（株）
と共同で，LCAという手法を用いてその効果を検証している．
その中で，EP銑の多配合による製品歩留まりの改善効果についても定量的に算出している．
以下に，
その内容を一部紹介する．
現状の鋳鉄製造プロセスと今回の改善プロセスを図8，及び図9に示す．両プロセスの違い
は，鋳鉄製造の材料選択にある．現状は，鉄鋼業界の加工工程で発生する鋼屑が主原料に
なっており，改善プロセスは主原料を高炉で生産される銑鉄で賄い，鋼屑は全て転炉や電炉へ
リターンし，鋼として再生するプロセスである．鋳鉄と鋼は同じ業態系で，鋼屑のリサイクルはゼロ
サムの系内循環によって成立している．鋼屑を鋳鉄の主原料にするのはリサイクルであり，鋼屑
を鋼に再生するのは材質的にリユースである．循環再生の視点から見ると，
リユースの方が，
は
るかに循環負荷が少ない．

石

高

炉

炭
など

転
鋳物銑

の主原料を銑鉄に，鋼屑を鋼にリユースすることで，
これだけの資源が節約できることを示し
ている．
これからのものづくりは,このように資源の消費が少なくて済む生産プロセスを指向す
べきものであり，結果として二酸化炭素も減少し，地球環境への負荷も軽減できる．
次に,この改善プロセスのように，主原料を鋼屑からEP銑に替えて歩留まり向上を果たし，
大幅なコストダウンを達成した鋳物工場について紹介する.この工場は元来鋼屑を主原料と
しており，鋼屑の品質劣化にともなうひけ等，突発的な不良の発生に苦慮し，配合や方案の
変更等で対処していたが，作業
性等も考えて主原料をEP銑に

表3

LCAによるシステムのマテリアルフロー

切り替えた.その結果,押し湯に

（単位：10 3トン / 年）

とに加え，不良率も1.5%低減で

炉
加工／組立

電気炉

き，製 品 歩 留まりは6 3 . 7％から

製 品

75％に向上した．1チャージ当り
の溶解時間も短縮でき,14%の

誘導炉
キュポラ

図8

トン，石炭△204,430トン，石灰石△201,290トン，CO 2も△808,340トン減少できる．
これは，鋳鉄

し，無押し湯方案に改善したこ

加工屑

鋳物

表3にLCAによる計算結果を示すが，鉄鉱石等の資源は各々１年間で鉄鉱石△79,290

ひけが見当たらないことを発見
老廃屑

鉄鉱石

計算して，定量的にどのように改善されたかを計る手法の一つである．

生 産 性 向 上 が 図れた.その結
果,1カ月の製品550tを生産する
システム境界

ために863t溶解していたのが

現状プロセス

737tで済み,3時間の時間外操
業をゼロにすることができた.更

老廃屑
鉄鉱石
石

高

炉

転

炭
など

鋳物銑

に，加炭材,FeSi等副資材の使

炉
加工／組立

電気炉

製 品

用減，及び電力消費量の低減
も図れた．

加工屑
誘導炉
キュポラ

仮に，全国の鋳物工場がEP
銑の多 配 合により1 0％近い歩
留まりの向上が果たせたとした

鋳物

図9

システム境界

改善プロセス

改善プロセスにおける鋳鉄の主原料となる銑鉄は，
このプロセスに耐え得る特性，すなわちコ
ストパフォーマンスや品質力を備えていなければならず，
その目的に沿って開発したのがEP銑で

ら，表3の欄外に示すように，溶
解に要する石炭（電力含む）の
低減が更に進み，二酸化炭素
も減少させることができる．

ある．
このように，
ある同一系内での主原料転換は，資源の生産性，環境負荷，
コスト，品質等に多
大の影響を及ぼす．
そこで，
この二つのプロセスを，LCA（ライフサイクルアセスメント）
によって資
源の生産性や環境負荷について比較検討した．
LCAとは，
あるシステムの境界を設定し，
システム内の材料の選択や工程改善等のイノベーショ
ンを図ることによって，資源の採集から製品の販売，更にはリサイクルや廃棄までの資源やエネル
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６．おわりに
EP銑のかかる特性は今まで述べてきた如く,鋳物工場の経営に大いに貢献しており，
絶対的信頼を得ている.よって，近い将来,EP銑を主原料とする鋳鉄製造の合理化,自動
化,更には無人化へとその可能性を追求していきたい.
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