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2. 自溶炉の歴史

　硫化銅鉱の酸化熱をフルに活用するため、燃
料を殆ど必要としないか、溶鉱炉、反射炉、電
気炉に比べて燃料消費量が非常に少ない溶錬法
である、自溶炉法は吹き込むガスの違いにより、
Outokumpu 方式と INCO 方式に分けられる。今
日、世界の銅溶錬法の主流となった自溶炉法のう
ち、その大勢を占めるのが Outokumpu 方式自溶
炉であり、1949年、Finland、Outokumpu	Oy の
Harjavalta 製錬所において建設されたのを嚆矢とす
る。

　本邦においては、古河鉱業株式会社（現、古河
機械金属株式会社）がOutokumpu の技術を導入し
て、昭和31年１月に足尾製錬所に建設したのが最
初であり、これは Harjavalta に続く世界における
第２号炉である。以来、更に改善が重ねられ、小坂、
佐賀関、東予、玉野の各製錬所に導入された結果、
今日では日本の銅の約７割が自溶炉法で生産され
るに至った。世界では、22製錬所で 23基の銅溶
錬のための自溶炉が稼働している。

3. 自溶炉法の概要

　図−１に硫化銅から電気銅に至るまでの主要な
製錬工程を示した。その各工程における反応式は
下記の通りである。

［溶錬工程］

2CuFeS2 →	Cu2S	+	FeS	+	FeS2
FeS2	+	O2	→	FeS ＋ SO2
2FeS	+	3O2	→	2FeO	+	2SO2
2FeO	+	SiO2	→	2FeO・SiO2

［製銅工程］

［造カン期］

2FeS ＋ 3O2	→	2FeO＋２SO2
xFeO＋ ySiO2	→	xFeO・ySiO2

［造銅期］

Cu2S	+	O2	→ Cu2O	+	SO2
Cu2S ＋ 2Cu2O	→	6Cu	+	SO2

［電解精製］

［アノード反応］
Cu	→	Cu2+	+	2e-

［カソード反応］
Cu2+	+2e-	→	Cu

1. まえがき

　このテキストは、通商産業省（当時）が金属鉱業事業団（当時）に委託して実施した平成３年度金属
鉱業経営資源活用対策事業の一環として、日本鉱業協会と産銅各社の協力を得て、技術者研修用に映像（ビ
デオ、スライド）と共に製作されたものです。

　独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に無断で複製品を製作すること、技術者研修以外の目
的に使用することを禁止します。
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図１　硫化銅製錬の主な工程
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　自溶炉は硫化銅をマットに転換する溶錬工程で
用いられる一方式であり、導入されてからの歴史
は短いが、その優れた特性により世界の主流とな
っている。

　図−２、図−３に二方式の自溶炉の概要を模式
的に示した。Outokumpu 方式では、乾燥した銅精
鉱をリアクション・シャフトの頂部から加熱した
空気、または加熱した酸素富化空気と共に吹き込

むのが、構造上の特徴となっている。一方、INCO
方式では炉の左右両端から水平に鉱石を吹き込む
構造になっており、オフ・ガスは炉の中央から排
出される。

　一方、炉の生産性が高く、排ガス中の SO2%が
高いため硫酸製造が容易な近代的製錬法として、
更にＭＩ炉（図−４）とNoranda 炉が登場している。
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図− 2　Outokumpu 方式自溶炉の切断図

図−３　INCO 方式自溶炉の切断図



4. 自溶炉の技術的特徴

　製鉄と異なり、銅溶錬における銅硫化物の酸化
は発熱反応であり、その反応熱は従来の溶鉱炉法
などにおいてもある程度は利用されている。自溶
炉はこの反応熱の利用を徹底的に行うものであり、
硫化鉱物の酸化によって得られる熱を、マットと
スラグの溶融に活用する。これを達成するため、
Outokumpu 方式では加熱した空気、または加熱し
た酸素富化空気を、INCO 方式では純酸素をそれ
ぞれ酸化剤として吹き込む。その結果、外部から
投入する燃料量が減少するのに伴い燃焼ガスの発
生が抑えられ、窒素の持ち込みが減るためそれに
伴って排出される熱と粉塵の量が減少する。また、
排ガス中の二酸化硫黄の濃度が高められる結果、
硫酸製造の効率が上昇し、硫黄の回収率・固定率
の上昇が図られる。

　一方、自溶炉の欠点としてはスラグ中の銅品位
が下がり難いことが挙げられ、錬カン炉でスラグ
を再処理することにより銅品位を下げたり、自溶
炉にゼーダーベルグ型電極を取り付けた“自電炉”
を採用して、対応する必要がある。

5. 世界における自溶炉法の普及

　1949年に最初の自溶炉が Finland の Harjavalta
製錬所に建設されて以来、今日までに世界中で35
基のOutokumpu 式自溶炉が設置された。このうち
ニッケルやパイライト用のものと、既に休止した
炉を除くと、22の銅製錬所で 23基の自溶炉が稼
働している（佐賀関製錬所では２基稼働中）。これ
らの稼動中の銅製錬用の自溶炉の一覧表を表−１
に掲げると共に、それらの位置を図−５に示した。

6. 日本における自溶炉操業の改善

　古河鉱業が 1949 年に Finland で操業が始まっ
たばかりで、まだ技術的に未完成であった自溶炉
を、世界で最初に足尾鉱業所に導入し、操業を開
始したのが1955年であった。

　それ以来古河鉱業では、鉱石の乾燥方式、炉体
の構造、炉体の冷却方法、精鉱バーナーの構造、
錬カン炉などに改善を加え、自溶炉方式が将来の
銅製錬に最適であることを実証した。

　日本の他の銅製錬所は、溶鉱炉を採用していた
が、1970 年頃の日本の銅需要の増大に対処して
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図−４　ＭＩ炉による連続製銅



表−１　世界の銅製錬のための自溶炉一覧表

番号	 名称・国名	 会社名	 処理能力	 操業開始年
	 	 	 (T/D)
1.	 Harjavalta,	Finland	 Outokumpu	Oy	 1,440	 1949
2.	 Baia	Mare,	Romania	 Comb.	Chimico	Metalurg.																																									1956
3.	 Kosaka,	Japan	 Dowa	Mining	Co.Ltd.	 1,200	 1967
4.	 Saganoseki,	Japan	 Nippon	Mining	Co.Ltd.	 1,800	 1970
5.	 Toyo,	Japan	 Sumitomo	Metal	Mine	Co.Ltd.	 1,600	 1971
6.	 Ghatsila,	India	 Hinustan	Copper	Ltd.																																															1971
7.	 Tamano,	Japan	 Hibi	Kyodo	Smelting	 1,900	 1972
8.	 Hamburg,	Germany	 Norddeutsche	Affinerie	 1,900	 1972
9.	 Samsun,	Turkey	 Blach	Sea	Copper	Works	 800	 1973
10.	 Saganoseki,	Japan	 Nippon	Mining	Co.Ltd.	 1,800	 1973
11.	 Khetri,	India	 Hinustan	Copper	Ltd.																																															1974
12.	 Huelva,	Spain	 Rio	Tinto	Minera	 1,300	 1975
13.	 Playas,	USA	 Phelps	Dodge	Corp.	 2,200	 1976
14.	 Glogow,	Poland	 K.G-H,	Miedzi	 1,900	 1978
15.	 Onsan,	South	Korea	 Korea	Mining	&	Smelting	 1,000	 1979
16.	 Norilsk,	CIS	 Norilskii	G-M.	Kombinat																																												1981
17.	 Camacari,	Brazil	 Caraiba	Metals	S.A.																																																	1982
18.	 Isabel,	Philippines	 Pasar	 1,800	 1983
19.	 Guixi,	China	 Jianxi	Copper	Corp.	 1,250	 1985
20.	 El	Tajo,	Mexico	 Mexicana	de	Cobre	S.A.	 2,500	 1986
21.	 Chuquicamata,	Chile	 Codelco-Chile	 2,062	 1988
22.	 San	Manuel,	USA	 Magma	Copper	Co.	 2,700	 1988
23.	 Olympic	Dam,	Aus.	 Roxby	Mgt	Services	 336	 1988

図−５　世界における銅製錬のための Outokumpu 式自溶炉の分布



増産するに当たり、古河鉱業の協力を得て自溶炉
に転換した。

　その際にも、各社それぞれの技術を付加して特
徴のある自溶炉が出現し、その後発生した「エネ
ルギー危機」にも各社燃料転換などの改善を加え
て、合理化を行っている。それらの概要を製錬所
別に説明する。

6.1 同和鉱業小坂鉱業所

　秋田県北部地区は日本で最大の黒鉱鉱床地帯で
あるが、黒鉱から得られる銅精鉱は通常の銅精鉱
に比べて鉛、亜鉛その他の不純物が多く含まれて
いる。これらの元素は製錬工程では煙灰に濃縮さ
れ、煙灰の発生量も多くなる。1967 年に自溶炉
の操業開始当時は自溶炉煙灰は全量自溶炉へ繰り
返していたが、廃熱ボイラでダストトラブルの原

因となったので、煙灰を回転炉で処理し粗鉛と銅
カワに分離し、銅カワは転炉で処理するようにし
た。しかし自溶炉煙灰中の銅品位が高いので銅カ
ワの量が多くなり、これを処理する転炉の負担が
大きくなった。

　そこで 1975 年に湿式煙灰処理工場を建設し
た。この工場では自溶炉煙灰のみならず転炉煙灰
やその他硫酸工場で発生する殿物なども同時に処
理して、硫化銅、硫酸鉛、水酸化亜鉛などに分離し、
それぞれの金属の回収を容易にした。その操業系
統図は図−６である。

　これにより、処理が困難とされていた黒鉱の自
溶炉法での処理を完成させたと言える。

　その後さらにこの湿式処理工場で、黒鉱から産
出する鉛精鉱も同時に処理するように改善されて
いる。

図−６　小坂鉱業所の湿式煙灰処理操業系統図



6.2 日本鉱業佐賀関製錬所

　1966 年の時点で佐賀関製錬所は溶鉱炉と
転炉による酸素製錬法によって銅鉱石処理能力
20,000T/M となっていた。しかし国内での銅需
要の増大が見込まれ、また鉱石入手の見通しを得
られたので、鉱石処理能力を 40,000T/M にする
必要に迫られ各種製錬法の検討を行った結果、自
溶炉が最適と判断し、しかもそれまでの自溶炉は
鉱石処理能力が 10,000 〜 15,000T/M 程度の炉
であったものを、一挙に１炉で 40,000T/M 処理
することとなった。

　自溶炉のアップテイク出口の 1300℃の排ガス
を 350℃まで冷却する廃熱ボイラは熱回収と同時
にその後の硫酸製造のためにも重要である。排ガ
ス量に応じた容量のボイラが必要となるが、排ガ
ス量を出来るかぎり少なくし、コンパクトなボイ
ラとするために採られた対策は、高温熱風と酸素
富化である。

(1) 高温熱風

　自溶炉は鉱石の酸化熱を有効に利用出来るが、
通常の銅精鉱（Cu	25%,	Fe	26%,	S	28%) では
カワ組成を 50%にするには熱不足となるために
炉内で補助燃料を燃焼させる必要があり、その分
だけ排ガス量が増加する。図−７に示すように、
送風の温度を 500℃から 1,000℃にすることに
より排ガス量を約 20%減少させることが出来る。
1000℃の熱風を得るために、重油専焼−蓄熱式熱
風炉を設置した。

(2) 酸素富化

　送風の酸素濃度を高めると排ガスを減少できる
ことも上図に示す通りである。

　佐賀関製錬所では、既に 2,500Nm3/h の酸素発
生装置をもって酸素製錬法を行っていたので、そ
の酸素を自溶炉の送風の酸素富化に用いた。

　このような特徴を持った大型自溶炉が 1970 年
に世界で初めて操業を開始し、その後の世界の大
型自溶炉建設の先鞭をつけた。

　1982 年には既設の自溶炉２基、転炉６基体制
のままで、酸素製造設備 3,700Nm3/h を付加し
て既設分と合わせて 6,200Nm3/h の酸素を使用
して、産銅能力を 30万ﾄﾝ /Y に引き上げることに
成功している。この場合自溶炉と次工程の転炉の
処理能力とのバランスがとれることが必要となる。
転炉の負荷を軽減させるためには自溶炉から出る
カワの銅品位を高めればよいが、従来の常識では
50%前後がカラミへの銅のロスの点から適当であ
るとされていた。それを60%まで高めてもロスへ
の影響が出ない技術を開発し、転炉の操業時間を
あまり増加させないで増産が可能になった。更に
1991 年には排ガス処理設備などの増強や、転炉
操業方法の改善などで年産能力を33万ﾄﾝに引き上
げることに成功している。

6.3 住友金属鉱山東予製錬所

　1971 年にスタートした東予製錬所は、自溶炉
にオンライン・コンピュータ・コントロールが適
用された最初の製錬所である。

　制御システムの主体はカワ品位制御、カラミ
組成制御、溶体温度制御である。カワ品位制御
は装入精鉱量に対する送風量で行うもので、カワ
の分析品位をインプットすると、目標カワ品位に
なるように風量が自動的に設定される。カラミ中
の Fe と SiO2 の分析値をインプットすると、目標
Fe/SiO2 になるように添加するフラックス量が変
化する。カワの湿度の測定値をインプットすると、
目標のカワ湿度になるようにシャフトで燃焼させ
ている重油量とそれに必要な送風量が設定される
ようになっている（図−８参照）。

　この他に 1986 年にシステムを更新する際に、
自溶炉の装入停止・操業再開から通常操業に至る
主要計器操作を自動化するシステムも追加されて
いる。

図−７　送風条件と排ガス量の関係



　主な制御項目はカワ温度とカワとカラミの組成
である。
（　　　　物質の流れ；・・・電子制御信号）

図−８　Outkumpu 方式自溶炉に対する自動制御システム

　図− 9は、このようなコンピュータ・コントロ
ールによって炉操業が安定した実績を示している。

図−９　オンライン・コンピュータ・コントロールの代表的結果



6.4 日比共同製錬玉野製錬所

　1972 年に操業を開始した玉野製錬所は、三井
金属鉱業、古河鉱業、日鉄鉱業の共同で設立され
たもので、自電炉方式を採用している。

　自電炉の構造は図−１０に示すように、通常の
自溶炉のアップテイク部のダストトラブルの軽減
と、廃熱ボイラ入口温度を低下させてボイラ内で
のダストトラブル軽減を狙って、水冷式ジャケッ
トのアップテイクとした。この方式を採用すると
自溶炉のセットラー部がアップテイクからのバッ
ククリーニングと落下固体ダストにより冷却され
ることになる。この対策としてセットラー部を電
極による抵抗加熱を行うことにし、通常の自溶炉
が持っている錬カン炉をセットラーで兼用させる
方式である。

　1982 年になって、アップテイクの水冷ジャケ
ットをボイラ化することに成功しそれまでの操業
に比べて１時間当たり 3〜 3.5 ﾄﾝの蒸気回収量が
増加している。オイルショック以後重油価格が高
騰したために、安価な固体燃料への転換を始めた
が、炭材の使用量が増えるに従い炉況が以前と異
なる様相を呈してきたのでその状況を把握するた
めにセットラー内部の CO濃度を測定し、炭材の
量によって CO濃度をコントロール出来ることを
見つけ、それによってカラミへの銅ロスが低下さ
せることが出来ただけでなく、セットラー加熱用
の電気を低減出来ることが判った。更に 1987 年
12月から電気炉を完全に停止しても操業に影響が
無いようになった。それらの推移を示したのが図
−１１である。

図− 10　自電炉構造図

図− 11　自電炉電気炉投入電力、炭材への代替率の推移



6.5 酸素の利用

　日本の自溶炉に酸素富化空気を使用する例は佐
賀関製錬所が 1970 年より実施しているが、重油
価格の高騰に対処した合理化を検討する際に、酸
素富化がクローズアップされてきた。古河鉱業
の藤井氏の論文によれば、一般的に大型発電所
での発電効率は 35%程度であるから１㍑の重油
で 4.27kwh の電力が得られる。また低圧式大型
空気分離機では 1Nm3 の酸素を発生させるのに
0.55kwh の電力を必要とする。したがって重油１
㍑で 7.7Nm3 の酸素が得られることになる。この
酸素を自溶炉に使用すると普通空気を使用した場
合と比べて、自溶炉出口の 1300℃の排ガス中の
窒素の持ち去る熱エネルギー減少分は

　7.7x0.79/0.21x0.34x1300	＝	12,800kcal

となる。一方、自溶炉で直接重油を燃焼させた場
合の有効熱量は経験上１㍑当たり 5,500kcal であ
ることが判明しているので、重油→電力→酸素ル
ートの方が 2.3 倍（12,800/5,500	＝	2.3）省
エネルギーになる。

　しかし酸素使用の限度は反応シャフトで使用す
る重油が零になる点でそれ以上の使用は熱過剰と
なるが、それは処理鉱石の成分によって異なって
くる。

　鉱石１ﾄﾝを酸化させるのに必要な酸素量（Nm3）
を風鉱比と称しているが、各種風鉱比の原料を処
理する場合の酸素濃度とシャフトでの必要重油量
の関係を示したのが図−１２である。普通の鉱石
を処理する場合はせいぜい30〜 40%程度が限度
と考えられる。

　酸素使用の効果は単に重油の代替だけが目的で
はない。排ガス処理能力に余裕が出来た分だけ鉱
石処理量を増加させることが可能となる点である。

　排ガス中の SO2 濃度が上昇するので硫酸工場の
転化器以降の増設が必要となるが、自溶炉、廃熱
ボイラ、除塵装置、洗浄装置がそのままで増産が
可能となるメリットは大きい。しかしそれも後工
程の転炉、精製炉の処理能力とのバランスが必要
となってくる。

　各社共酸素を使用し、自溶炉の処理能力を上げ
ると共に、カワ品位も60%程度まで上げて転炉の
負荷を軽減したり、各種の操業改善を加えて基本
設備の増設をしないで増産を達成している。

　1975 年における日本の自溶炉の粗銅生産能力
が 1990 年の時点での送風の酸素濃度を高めて能
力を増加させている実態を表−２に明らかにした。

図 -12　酸素濃度と必要重油量・風鉱比の関係
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（出典：日本鉱業協会編製錬操業成績より） 

表2-自溶炉溶錬能力と酸素濃度 



6.6 環境対策

　環境対策については万全を期し、各社共次のよ
うな処置をとっている。

①ダブルコンタクト式転化器の採用

　自溶炉の採用により、高濃度の安定した SO2 ガ
スが得られるので、硫酸工場の転化器はダブルコ
ンタクト方式の採用が可能となり、吸収塔の排ガ
ス中の SO2 濃度を大幅に低下させることが出来た。

②タップ時の漏煙対策

　カワおよびカラミのタップ時に発生するガスの
集煙装置を完備し、転炉の漏煙対策の二重フード
のガス等と共に排煙脱硫設備で洗浄している。

③流カン水の浄化

　カラミは水流中で粒状化するが、排水中に微細
なカラミが持ち出されないように濾過装置をつけ
ている。

④廃酸の処理

　硫酸工場で発生する廃酸は中和し石膏等にして
いる。

⑤排水処理設備

　重金属等を溶解し流出する可能性のある水は全
て集め、排水処理設備で処理した後に初めて工場
外に出すようにしている。

　以上のような対策により、日本の銅製錬所は世
界で最もクリーンな製錬所と言えるようになって
いる。
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