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北海道大学工学部研究報告

第110号（昭和57年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineeting，

　Hokkaido　Univeysity，　No．　IIO　（1982）

二重電極電解槽による塩化物溶融塩からの溶融
　　　　　　　　　　　アルミニウムの電解採取

石川達雄i　近田昭一一
　　　　　　（昭和57年6月15日受理）

ElectrowiRning　ef　Liquid　AlumiRum　from　Chloride

　　　　　Meits　by　using　a　Bipolar　Eiectrode　Cell

Tatsuo　lsHIKAwA　and　Shoichi　KONDA
　　　　　　（Received　June　15，　1982）

Abstract

　　　Experimental　studies　on　electrowinning　of　liquid　aluminum　frorn　aluminum　chloride

melts　using　bipolar　electrode　cells　have　been　carried　out　for　several　years　in　our　labor－

atry　in　order　to　develop　a　new　process　for　energy　saving．

　　　This　paper　describes　the　outline　of　this　research　and　development　courses　including

cell　design，　construction　of　electrolytic　apparatus　and　operationa｝　technjques．

　　　Typical　data　on　recent　electrolysis　are　as　follows．　Funnel－type　oC　graphite　bipolar

electrode　10　unit　cell，　electrolyte　：　NaCl－MgC12　（3　：　1）　coRtaining　few　O／o　AIC13，　temper－

ature：　75e℃±iO℃，　applied　current　to　end　electrodes：　7e　A　（ca．1　A／cm2），　cell　efl｝ci－

ency：　88－900／e，　net　electrolysis　duration：5　hours，　average　bath　voltage　per　unit　cell：

2．6－2．8　V，　aluminum　produced：　876　g，　purity：　99．980／o，　electrolytic　energy　demand：　about

le，OOO　kwehr．／ton－Al．

　　　It　was　also　found　for　further　saving　of　energy　that　concentration　of　aluminum

chloride　in　the　rnelt　should　be　maintained　at　the　lowest　level　posible　desirably，　below　3

mol．　％　during　electrolysis．

1．緒 言

　電力単価の面で宿命的ハンデーを余儀なくされている我が国において，電力多消費型産業の代

表といわれるアルミ＝一ウム製錬業界は，現行のホール・エルー法における所要電力節約の努力を

懸命に続け，この方法による電力原単位低減の技術的限界値，12，300kw・hr／t－Al％こ次第に近

づきつつある。この点においては，おそらく世界一の操業成績を上げているといえる。しかしな

がら，昨今の諸外山と我が国との電力単価の差は決定的に大きく，全く対抗できない所まで追い

込まれている。一．．一一一方，園内需要は益々増大する傾向を強めているが，安価なアルミニウム地金を

輸入すれば事足れりというものではなく，需要に対して安定な供給ができる地力だけは有してい
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なければならない。このような国家的見地からすれば，現在ほど省電力型のアルミニウム新製錬

法の開発が切望される時期はないのである。

　著者らは，数年来，塩化アルミニウムを数モル％含む，700～800℃の塩化物系溶融塩の電解2）に

より，アルミ＝ウムを溶融状態で採取する方法に関して実験的な研究を重ねてきた。その間に電

解槽形状の改善，周辺技術の改良などの種々の変遷を経て，特に二重電極電解槽を用いることに

より，実験室的小規模電解槽においてさえも，電力原単位9，000～10，000kw・hr／t－A1の値が得

られ，大幅な省電力が可能であることを実証してきた。この方法は，1973年に米国アルコア社が

発表した塩化物電解法3｝と原理的には同じであるけれども，アルコア社のそれは，生産性の増大と

操炉管理の省力化をねらったものといえ，我国が焦眉の急としている省電力型指向とは，若干，

その開発理念を異にしている。

　本報は，我が国独自の省電力型アルミ＝ウム新製画法を目ざして開発を進めてきた，漏斗積層

型二重電極電解槽の構造について解説し，太学の実験室内では許容限度に近い，70A，10区画の

電解槽の運転結果と共に，二重電極電解槽の基本的設計指針，及び，最適操業条件の探索を続け

てきた経過についてまとめたものである。

2．漏斗積層型二重電極電解槽

　2．1　漏斗積層型二重電極電解槽とは

　アルカリ金属塩化物，またはアルカリ土類金属塩化物の，通常は混合溶融塩を溶媒塩として，

これに塩化アルミ＝ウムを数モル％含有させ，炭素質電極間で電解すると，アノードにおいては

塩素発生反応が，カソードにおいてはアルミニウムの析出反応が進行する。ここで，同一通電量

に伴うこれら両反応生成物の容積比に注目すると，前者の発生塩素気体容量が極めて大きく，ま

た，その溶融塩との比重差に注目すると，両反応生成物は，本来分離する特性を持っている。漏

斗積層型二重電極電解槽は，これらの点に着ffして考案したものである。即ち，1個の漏斗状電極

の内面を二重電極（Bipolar　Electrode）のカソードとして機能させると，生成したアルミニウム

は中心孔に向って集合しながら降下し，一方，その外面をアノードとして機能させると，発生す

る大容量の塩素気体は，円周方向に拡がりながら上昇することになる。従って，中心孔と周辺間

隙を有する漏斗状電極を適当な間隔を保持して積み重ね，端子電極間の電場内に置くならば，三々

ALCOA　B［POLAR　CELL

1．耀1〕
SAPPORO　BIPOLAR　CELL

5

’：鼠尾縄E

t：；meits／　1f．

　　　聾
anode

Fig．1二重電極電解槽の模式断面図（水平積履タイ

　　　プ，傾斜積層タイプ）
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の電極は或る条件のもとで二重電極として作動し，周辺部には塩素ガスの揚力効果による溶融塩

の上昇流が，中心孔には逆に下降流が形成される。Fig．1に，漏斗積層型電解槽の模式断面図を，

アルコア社提案のものと対比して示した。

　アルコア社の水平積層タイプ，本営の傾斜積層タイプのいずれの場合にも，中心降下孔なら

びに周辺上昇間隙の断面積は，いずれも下部の電極ほど順次小さくする必要があり，生成塩素ガ

ス上昇時の揚力効果を利用して，電解浴が槽内を循環し，各電極間への塩化アルミニウム原料の

均等にして充分な補給の行なえる事が特徴である。しかし，Fig．1の模式図からもわかるように，

水平積層タイプでは，各電極間から降下する生成アルミニウム粒子と発生塩素ガス気泡とが，浴

上昇路において向流関係にあって，この部分における逆反応進行の可能性が懸念されるのである。

これに対して，当研究室で開発した漏斗積層型電解槽においては，電極面を傾斜させることによっ

て，塩素ガス気泡の上昇路と生成金属粒子の

降下路を分離し，上記の可能性を極力回避す

ると共に，電解浴の循環がより効果的に行わ

れるのである。

　2．2　二重電極形状とその変遷

　当面の二重電極電解槽においては，電解に

よって生成する反応生成物の分離丁令，及び

前節で述べたような電解浴の槽内均一流動な

どを考慮した，適切サイズの流路空隙の確保

が必要である。

　最初に採用した二重電極形状は，Fig．2に示

すようなアルミナシース付フランジ切込型の

電極である。即ち，漏斗状のグラファイト製

二重電極は，カソードとして機能する内面，

アノードとして機能する外面共に，水平から

30．の傾きを有し，カソード機能面近傍の外周

部は，厚さ5mm，内径78　mmの再結晶アル

ミナ管により規制され，下部のアノード機能

面外周はアルミナシース管のそれより大きく，

所謂フランジ部を形成している。このフラン

ジ部分の外周は腔内壁面にほぼ接し，その周

辺部には，等間隔6ケ所に深さ3mmの溝が

切り込まれている。なお，切込溝幅は，最小

基本幅を3mmとして上位置の電極ほど等差

級数的に大きくなり，10区画の電極を積層さ

せた場合には，最上位の端子アノードにおい

て30mmになる。一方，中心孔径は全電極と

も同一であり，外径15mm，内径10　mmの再

結晶アルミナ管を設置してある。また，アル

ミナシース上面には，高さ5mmの3ケ所の

：“，tr

’塾

瀦

CORE　OF　ELECTROLYTIC　CELL

　　　　　　　for　IT＝50　A．
gr叩罐e　b’ρ0’or　e’ectrode

quartz　tube
vesset

糊。

SSA℃S　σ如π置’ηα

sheath

2一；cm

Fig．2　二重電極積層部の断面（シース積層，切込

　　　フランジ）
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　　　　ランジ型二重電極類
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突起部が等間隔に存在し，上位電極の支持，電極

間距離の維持を兼ね，塩素気泡の排出路を提供し

ている。Photo．1に積層完了時の切込フランジ型

電極類の写真を示す。

　Fig．3は，各電極間からの塩素気泡の排出系路に

関して，上述のフランジ部分の改良変遷を模式的

に示したものである。（A）～（C）までの切込溝方

式においては，その形状に種々工夫をこらしても，

溝部分における流動抵抗のために，各電極間から

のスムーズな気泡排出に最後まで難点が残った。

そこで，最終的には，（D）のような所謂ピラミッ

ド型フランジ形状に到ったのである。

　即ち，フランジ部に特定幅の切込溝を付す代り

に，

Fig．　4 二重電極積層部の断面（三脚型積層，電極周

辺切除）

t麹
f’／／”

sc㍉　　　　　　．ン眠…

絆、二轍訟ノ　
ttt・t：・・

Photo．2　積層完了時の三脚積

　　　　層型二重電極類

4

　　フランジ部分を平滑にし，その外径を下位から上位に向って順次小さくして，槽内壁との問

に，前述の切込溝の総計断面積に等しい空隙部を確保したものである。この改良によって，極間

からの塩素気泡はフランジ周辺全体から排出され，周辺空隙部を遅滞なく上昇し，電解浴のスムー

ズな循環が計られた。

　一方，各二重電極の積層方式にも大きな進展があった。それは電極面積規制に利用してぎたア

ルミナシースからの脱却であって，前記のフランジ外径部分まで電極機能面が拡大されることに

なり，印加電流値の増大を可能にした。Fig．4に示したように，各電極は，それを貫ぬく3mm径

のアルミナ管を軸に，極間規制用の6mm径のアルミナ管を配して積層するという三脚積層方式

に到った。現在では，更に3mm径のアルミナ管のみによって極間の規制も行いうるように改良

されている。以上の変更は，再結晶アルミナシースの焼成可能サイズの制限から解放されると共
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に，電極積層方式を変更することなしに，そのまま大型化が可能である事を意味する。なお，図

中に示したように，上位積層の電極ほど外径を減少させると共に，中心孔径を上位ほど増大させ

て，よりスムーズな電解浴の流動が計られ，さらに，電極外周の下端部と中心孔上端部の傾斜を

大にして，電極間からの塩素気泡の排出，ならびに生成アルミニウム粒子の落下を促進させる構

造になっている。Photo－2に積層完了時の三脚型二：重電極類の写真を示す。

　2．3　二重電極電解槽の等価回路41

　当面の溶融塩電解浴中，グラファイト電極間の反応系における印加電流と端子電圧間には，所

謂活性化分極あるいは濃度分極は無視しうる程度であって，塩化アルミニウムの分解電駈を切片

とし，極間の浴抵抗を勾配とする直線関係，即ち，オームの法則が成立する。従って，作動状態

に対応する溶融塩の比抵抗，電極面積，ならびに極間距離が与えられるならば，槽電圧の分割が

可能となり，Fig．5に示すような等価回路が成り立つことになる。

　図中右側に示したように，電流と電圧との関係は，槽電圧Vcの大小によって，以下の三領域に

分けることがで・きる。1）R領域（Vc＜V，）：槽電圧V。が塩化アルミニウムの分解電圧V。より小

さいので，電解浴中の不純物濃度に依存する残余電流のみが観測される領域である。2）S領域（Vd〈

V，＜n・Vd）：n白面の二重電極電解槽であっても，槽電圧V，が分解電圧のn倍（n・Vd）に達しな

い間は，最上位の端子アノード，及び最下位の端子カソードだけが電解に関与するシングル作動

領域である。3）M領域（n・VdくV，）：全ての二重電極が作動するマルチ領域に相嶺するが，端子

電極に印加した電流ITのうち，（n－1）個の二重電極を通過した有効電流IEが（n－1）区画で電解

反応に関与し，それらを迂園した短絡電流1、は，上下の端子電極面でのみ反応に関与することが

出来る。従って，端子電極間に印如した電流ITは，二重電極通過時にIEとIsとに分流されてい

ることになるQIT＝難十ls

　睡中，R，（＝Rし、＋　Ri．c）は，槽電圧Vc測定端子闘の導体内，及び電極との接触抵抗，　R．Eは，前

記IEなる有効電流が流れる小路における，工重電極間の浴抵抗，　Rsは，短絡電流Isが流れる回

路における，端子電極間短絡の浴抵抗である。また，Isの回路には，分解電圧Vdに相当する掻向

き電池と，Siなる片開きゲートが，1，．の退路には，　n個のVdに網当する逆向き電池とS2なる

ゲートが直列に入ることになる。

　上記三領域のうち，S領域，及びM領域のそれぞれにおいて，観測しうる槽電圧V．と印加電

流ITとの間には，図中箱枠で沁んだ藏線関係を表わす式が成立する。しかしながら，与えられた

EQUtVALENT　　CtRCUi丁　　OF　　81POしAR　　CELL
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Fig．5　二重電極竃解槽の等価回路
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二重電極電解槽について知りたいのは，有効電流IEの大きさ，或いは，短絡電流Isの大きさであ

る。

　この両者の値について，以前は，実験を通じて得られるS領域，M領域の二つの直線関係から

算出していたが，後に，S領域の短絡抵抗RSsの値と，　M領域におけるその値RMsが異なること

が判明し，現在は，M領域で得られる直線関係のみの解析5）により求めている。また，電流印加

用端子と電圧測定用端子とを個別にそれぞれの端子電極から取り出すことにより，導体内抵抗R，

の寄与分を含まぬ兵団EE　VBを測定できるように改良した。このようにして算出した有効電流IE，

及び短絡電流lsの値を用いて，次節に述べる二重電極電解槽に特有の槽効率を算定しうるのであ

る。

　2．4　二重電極電解槽の槽効率6）

　元来，二重電極電解槽とは，n個の電解槽を直列結合したものとみなす事ができる。従って，与

えられた二重電極電解槽の理想的反応量としては，印加電流のn倍を基準に考えがちであろう。

しかしながら，前節で述べたように，二重電極電解槽において，実質的に反応に関与する電流の

総和は，（n－1）1，＋ITに他ならない。従って，各電極面における電流効率がたとえ100％であって

も，印加電流ITのn倍にはなり得ない。そこで，二重電極電解槽においては，槽効率ηCL（Cell

醸C忽cy）なる考え方が必要になり，その定義は次式で与えられる。

　　　　　　　　opcL＝（（n－i）IE＋IT）／n　e　IT　×loo

　この槽効率77c　Lは，二重電極電解槽内の電極面における電流効率を評価する際には，必ず考慮に

入れるべきパラメーターであって，電解実験により得られる総括電流効率OPG・R（印加電流のn倍基

準）は，正味の電流効率ηNTと槽効率OPc　E．との積の形で与えられることになる。

　　　　　　　　77N’r　×　77cL　＝　77GR

　2．5　その他周辺技術の変遷

（1）塩化アルミ＝ウムの供給方式

　2－2節で述べた電極形状の変遷は，同一電解槽容器に対して，当初の印加電流50Aから70　A通

電を可能にした。ここで，10区画の電解槽を構成すると，約700　A相当の原料が必要となり，通

常5時間の電解実験に約5kgの塩化アルミニウムを要することになる。このため，1kg／hrの定

速供給装置が必要となり，さらに，浴中濃度を一定に保持するためには，電流効率の如何に応じ

て供給速度を変化しうる性能が要求されることになる。従来の小型電解槽（10～20A）の場合に

は，密閉容器中の固体状塩化アルミ＝ウムを臥篭炉により直接昇華2＞させて，気体状で電解槽内へ

供給する方式であったが，密閉容器の大型化による取扱いの困難性，ならびに，昇華の進行につ

れて蓄積する残滅のための伝熱量低下の問題などを避けて，Fig．6に示すような可変供給装置を開

発し，ボイラー内低温高濃度溶融塩からの間接蒸発方式を採用することとなった。

　図上部のホッパー内に所要量の固体塩化アルミニウムを充填しておき，任意の定速供給が可能

な振動付ロータリーフィーダーによって，最下部のボイラー内に落下させる。ボイラー本体は，容

量21の丸底フラスコを加工したものであって，約350℃に加熱されている。フィーダーを通して

供給された塩化アルミ＝ウムは，予め添加してある10～20grの塩化ナFリウムと共に，ボイラー

内で低温混合溶融塩となり，來雑物が捕捉された後，沸騰状態5）の溶融塩から揮発して，N2キャ

リアーガスと共に電解槽内に導入されることになる。

　ところで，最終的にこの振動”一位ー型供給方式を採用するまでに，種々の改良，方式の変更

を重ねて来たが，その解決に長期間を要した最大の問題点は，フィーダー部とボイラーとの接続
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部分における逆昇華防止対策であった。この部分では，常温で圃体の塩化アルミニウムが下部の

ボイラー内で加熱溶融され揮発する温度になる間に，塩化アルミニウム輸送ガラス管内において，

かなり急激な温度勾配が生じているため，適当な温度に加熱された部分に，逆昇華した塩化アル

ミニウムが固化し，ガラス管内壁を狭める結果，以後の原料供給が不可能になってしまう。この

部分の購造変更は，予想外に困難を極めたが，系全体の密封性を高め，キャリアーガスの採用と

相異って最適管径の確定により一応の解決をみた。しかし，長期間におたる連続運転の際には，

致命的駐留になりかねない重要部分の一つである。

（2）　塩素ガスの排出設備

　当面の電解槽から放出される気体には，アノードで生成する高温の塩素ばかりでなく，電解浴

からの蒸発気体1》飛沫同伴する電解浴成分，前述のキャリアーガス等が含まれ，これらは，槽上

部を負圧保持して系外へ排出しようとする際に，同時に吸引される空気によって稀釈され，冷却

されることになる。これらの混合気体を滞りなく排出させるための諸設備の概要をFig．7に示す。

　電解槽蓋部の排出臼に接続された一嘗コンデンサーは，100　mlの丸底フラスコ数個を連結した

ものであり，冷却過程における容器壁との衝突により，凝縮した塩化アルミ＝ウムとそのアルカ

リ複塩化合物，或いは，分解生成物であろう酸素食有物等の粒子の一部を捕集する。大部分は，

次の段階にあるアクリル製のセパレーター内で分離される。塩素ガス成分は10％NaOH水溶液中

に吸収され，残存気体はアスピレーターから放出される。

　以上の排出系設備に関しても，同伴物質による管内閉塞，副いぱ，過剰吸収による塩素吸収液

の能力低下など，多くの障害を体験し，種々の改良変更に努めた結果，Fig．7の諸設備の採用によっ

て，2．51のNaOH吸収液を15分間隔で交換しながら化学分析により塩素量を求め，アノード電

流効率の経時変化を追跡しうるまでになった。しかし，長期間の連続電解時，及びスケールアッ

プの際には，特に排出系閉塞が，なお問題として残るところである。
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8

3．70A，10区画電解槽による溶融アルミニウムの電解採取8）

　3．1　実験装置

　Fig．8に電解槽本体と加熱炉の模式図を示す。電解槽は，肉厚5mm，内径約10　cm，全長1m

の透明石英管を全く加工せずにそのまま容器として用い，槽底部における電解浴の封印は，温度

勾配を利用して，充填固体塩と電解浴自身の凝固凍結塩9）によっている。最下位の端子付カソード

は生成アルミニウムの捕集容器を兼ね，その底部には，凝固凍結塩を貫通して，電流印加用のニッ

ケル導体（10mrnφ）がネジ込みされている。最上位の端子付アノードからの導体は，溶融塩中

浸漬部が径18mmのグラファイト製，気相部は径10　mmのニッケル捧から成っており，両者と

も石英管により被覆状態にある。な：お，二重電極形状，原料供給系，及び塩素ガス排出系につい

ては前章ですでに述べた通りである。

　加熱炉は，一部切欠きした計26個の耐火レンガを円柱状にくり抜き，その内面に抵抗線を配し

た自家製電気炉4丁目ックから成り，その外側を脱着可能な保温壁で取り囲む。この切欠部を通

して，電解進行中の腸内観察10）が可能となっている。

　3．2実験方法
　Fig．8に示した電解槽及び加熱炉の組立ては，実験前日に行い，底部に充填した固体塩ならびに

電解槽内の乾燥を兼ねて，設定温度を約400℃に保ちながら終夜予熱を行う。当日早朝実験温度に

昇温し，所定組成の混合溶媒塩を槽内に添加して，約4．5kgの溶媒塩浴を調製する。溶媒塩とし

ては，NaCl，　KCI，　MgCl、の三種類の塩化物を使用したが，いずれも市販特級試薬を用い，　NaCl

～KCI系については，120℃以上の温度で1昼夜以上乾燥し，等モル混合物として，750℃に昇温

してある電解槽内に添加して溶融する。一方，NaCl～MgC12系については，その強い吸湿性のた

めに，開封直後のMgC12試薬を所定量のNaC1と共に，別の石英容器内で溶融し，電解槽に注ぎ

込む。なお，カリウム塩を含む電解浴では，少しでもカリウムを電析させると，グラファイトカ
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　以上の電解実験で得られた測定値ならびに解析値の一例を，

Fig．9，　Fig．10に示す。前者はシース付電極で，後者は三脚積層型電極で得られた結果である。図

中の白：丸印が測定点であるが，印加電流ITと槽電圧Vcの関係は，　Vc≒20　Vを境にして大きく傾

きの異なる二つの直線関係を示している事がわかる。まず，電流密度の小さい第1の領域では，

約2Vの塩化アルミニウムの分解電圧Vdを切片とした，傾きの極めて大きい直線となっている。

これは，前述の等価回路の項で説明したシングル領域（Vd＜V，〈n・Vd）に相当する。即ち，本実験

では，10区画の二重電極電解槽を組んでいたにもかかわらず，この段階においては，最上位の端子

アノードと最下位の端子カソードのみが電解に関与しているに過ぎない。従って，端子電極間の

距離は非常に大きいため，その間の浴抵抗Rs、も大きくなり傾きはより大である。一方，急に傾き

が緩くなる第2の領域は，それぞれの二重電極が作動するマルチ領域（n・VdくV，）に相当する。

ソード面が層間化合物形成のため崩壊11）してしまうので，

前章で述べた定常供給ボイラー始動以前に，特殊なボイ

ラーを使用して，電解浴全体に必要量の塩化アルミニウ

ムを予め供給する必要があった。その後，電解原料供給

系及び排出系の装備を行い，充分な予備電解精製により

不純物の除去を計り，通常電解に先立って，当面の槽特

性を把握するために，定電流的に槽電圧Vcと印加電流1。

との関係を測定する。Photo．3に全ての周辺装置の装備

を終えた電解槽全景を示す。

　通常電解は，前述のシース付電極の場合は50　A，三脚

積層型電極の場合は70Aの一定電流を5時間通電し，3

分毎の槽電圧測定を主体として，随時，浴中塩化アルミ

ニウム濃度確定用の電解浴試料の採取，塩素吸収溶液の

交換などを行う。また，槽電圧の大小，及び槽内観察結

果を基に，塩化アルミニウムの供給速度をコントロール

して，浴中濃度の安定化を計る。

　電解終了後は，電解槽底部を加熱して封印凍結塩を融

解し，電解浴を排出させた後事冷状態におき，翌日解体

して水洗しながら各部の点検を行う。Photo．4及びPhoto．

5に解体後の三脚積層型電極と捕集容器内に蓄積したアル

ミニウム形状の写真を示す。これらの生成アルミニウム

重量から総括電流効率ηGRを算出し，前日に測定したVc

～IT関係の解析と合せて槽の諸特性値を求める。70　A，

5時間の電解を行った場合，電解条件の如何によって通常

は，700～900grの金属アルミニウムが得られる。また，

化学分析により吸収塩素量から求めたアノード電流効率

は，排出系のトラブルがなけれぽ，カソード電流効率で

ある金属Alの重量測定の結果とよい一致を示す。なお，

電解温度は，750℃の一定温度条件で行った。

　3．3実験結果ならびに考察

　　　　　　　　　　NaCl～KCI（1：1）系について，
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この領域においては，個々の二重電極は，

有効電流IEの大きさに従って電解に関与す

るので，規定した電極問距離に見合った極

間抵抗RMEによる電圧上昇となるので傾き

は緩くなる。なお，電流密度のより大きい

領域において，測定点が直線からずれてく

る傾向を示すのは，野中の電解浴循環路に

滞留する塩素ガス気泡の：量がだんだん増大

してくるためと思われる。

　これらのIT～Vc関係から得られた種々の

解析学を図中に示してある。シース積層型，

及び三脚積層型両者における電解条件，特

に，図中の上部に槽電圧の経過を示してあ

るように，塩化アルミ＝ウム濃度の時間経

過がかなり異なるので，これらの対比だけ

で両者の長短を判定するのは難しいけれど

も，アルミナシースの存在は正味の電流効

率ηNTの向上に，三脚積層：方式は浴電圧VB

の低下に有効といえよう。

　二重電極の積層方式の変遷について，2－2

節で詳述したように，将来のスケールアッ

プを可能にする方式は，三脚積層方式であ

る。この：方式を採用しながら，シース積層

方式と同様の高い正味電流効率ηNTを得る

ためには，新たに，電流効率に対する電解
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L2

浴溶媒塩の効果についての検討が必要となった。幸い当研究室においては，以前にシングル電解

槽を使用した，電流効率に対する溶媒塩種類の効果12）について検討したデータが蓄積されている。

Fig．11に電流効率に対するNaC1～MgC12系の溶媒塩組成依存性を示す。図中にその時の実験条件

を示しているが，シングル電解槽において得られる電流効率は，二重電極電解槽における正味電

流効率ηNTに相当することになる。図から明らかなように，溶媒塩湖にアルカリ土類金属塩化物MgCi2

を含有する場合には，電流効率の増大に顕著な効果を示し，浴の電導度13）などの観点から，本実

験に採用した25モル％MgC12含有組成でぱ，ηNTが93～95％にもなっている。一方，　NaCl～KCl

（1：1）系浴でのηNTは，約85～86％程度である。

　そこで，NaCl～MgC12（3：1）系溶媒塩を使用して，三脚積層方式に対する正味電流効率ηNT

向上についての検討を行った。5時間という短時間の結果を基に論ずるのは多少早計ではあるけ

れども，この際の電解実験においては，1区画当りの浴電圧VBが低下し，総括電流効率ηGRとし

て76％の値が得られた。これは，9，800kw・hr／t－Alなる電力原単位に相i給し，現行のホール・エル

ー法による現時点での最高到達値13，500kw・hr／t－Al程度と比較して，大幅な電力消費量の低減

を達成したことになる。

　いずれにしても，省電力の観点から最も重要なことは，電導性が良く高い電流効率を与える溶
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媒塩を用い，適正な電極形状を有する二重電極電解槽を構築すると共に，実際の操業に際しては，

電導度の低下，及び高い蒸気圧による排出系の閉塞事故等を避けて，塩化アルミニウム濃度を可

能な限り低レベルに維持することが必要である。

4．結 晶

　塩化アルミ＝ウムを含有する塩化物溶融塩の電解により，アルミニウムを採取する方法は，二

重電極電解槽を使用し，適正な運転管理のもとにはじめて省電力型の新製錬法になりうる。その

ためには，2－3節で述べた等価園路と，二重電極電解槽の設計ならびに操業運転管理に不可欠な槽

効率を確実に把握し，電解槽の設計段階から，これらの困子を十分考慮に入れて製作する必要が

ある。また，その製作に当っては，現行のホール・エルー法と比較して，電解槽の各部分の寸法

を極めて正確に規定する必要があろう。適確に規定して設計された電解槽は，運転管理が容易で，

操業成績をかなり正確に予測できることになる。

　ところで，本研究に用いた二重電極は，漏斗状，即ち，丸型形状のものである。しかし，工業

規模の電解槽においては，より大型になるために，その製作上の規制から角型（平板）形状のも

のが指向されている。また，槽壁材料についても，本実験に用いたような不浸透性の石英材質を

そのまま用いることは，強度，及び経済上の面からも不可能であって，レンガ材質の浴浸透性の

材料を使用せざるを得ない。これら電極形状，或いは，電解槽構成材料の違いによっても，新た

な問題を生ずることが予想される。

　いずれにしても，これらの諸問題が一つ一つ解決され，上述の高温塩化物電解法が，次代のア

ルミ＝ウム製錬法として完成するまで，本研究室における実験的研究は継続されるであろう。
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