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化　學　工　業 と　電　力

菊　　池　　眞　　一

は　し　が　き

　日本ではないものずくしであるなかに，充分あるとい

つてよいのは人間と室氣と水とそれに石茨石である。こ

一の乏しい資源でどうして8・000萬人の人口を養い得るで

あろうか。これに野する答はあまり多くない。水力電氣

を起し石炭と右友石をもつてガーバイトをつくり・これ

からtfニロソなどの合成繊維，その他の有機藥品をつく

り，まk石茨窒索肥料として食糧を増産する。室氣から

は窒素を分離し，水を電氣分解して得た水素とともにア

ソモニアを合成し，硫酸と化合させて硫安をつくり，こ

れも肥料にする。ざつとこんな所を誰しも考えることだ

ろう。

日本の電力と分布

ことができないのは，既開獲電力に比して未開獲電力は

1建設費が高くついて得られる電力が割高になることであ

る。

　この電氣を水力および火力による割合と電氣事業用お

よび自家用との比について示すとつぎの第2表の通りで

ある。

　　　第2表　わが國電力の火力影よぴ水力電氣

年　　次

昭和24年（1949）

　　25　　　（1950）

　　26　　　（1951）

事業用および自家用の比
　　（軍位106kWh）

臨韓用1自家用
測火力「訓例火力同

ll羅1購鑑iil：羅：1灘’

3曳002、鴇432［41超4｝i竃524，名7716295

　日本の電力は日本の持つているエネルギt・一の中では誇

るに足る資源であつて，アメリカ，ソ連，ドイツ，カナ

ダなどについでいると思われる。まず日本の獲電量は第

第1表　日本の護電量（輩位106kWh）

年次摩翻年’x陵騒
昭和12年1937

345678 1938

1939

ユ940

1941

1942

1943

27，179

29，349

29，896

31，510

33，969

33，719

34，835

昭和19年1944．
012345（02222222 1945

ユ946

1947

1948

1949

ユ950

1951

33，100

21，000

28，149

30，365

32，208

39，907

44β90

47・，729

　すなわち火力獲電は季節によつて攣化し，渇水期にば

その依存性が大きくなるものであるが不均して，水力の

1割から1割5分を占めていると考えてよい。

　いまこれらの電氣が日本にいかに分布し一gいるかはつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノぎの第2圖から明瞭である。

　圖からわかるように水力獲電所は頑島縣の猪苗代湖お

よび老の附近。信濃川流域，富山縣，上越，木曾川流域

’なε主として本州中部に集まつている。これに鍬して火

力獲電所は東京横濱地方；阪瀞地方，北九州地方，三池

附近などで前二者は大都會の中心，後二者は炭田および

工業申心地にある。

　電源地である猪苗代方面，上越方面から京濱地方，富

山方面から阪紳地方などには電力鹸逡幹線が通ってい

1表のように職後一時低下した状態を腕して
　　コ　
職時中の最大獲電量を3割近く上も廻わつて

いる頼もしい駄況である。　　　　　　　　！

　しかもなお日本の水力は今緩開獲の飴地が

多いのである。既開獲650萬kWに封し推

定包藏水力は1，970萬kWにおよぶので現

獲電量の約2倍を新に開護することができ

る。電力300億kWhのエネルギPは石炭
4，000萬tに匹敵するというから，わが國め

1石炭年琵4，000萬tに比して非常に有望であ

ることがわかる。しかし完全な手離しに喜ぶ

町壷

蓬
9ぞ／ぎ＼

産業用　　　．　　’　　　非産業用
第1圖　産業周石炭荷渡實績割當（195ヱ年上雫期）
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　　　　　　　　　　　　　　第2圖　目本の電力綱

　る。たとえば北陸地方は90萬kW．の電力の中で60萬

’kWを關西に邊つている。最近この邊電線は邊電損失を

＼少くするため世界第二の高Wt　27・5萬Vにて敷設中であ

　るという。

化畢工業の電力使用量

　電燈，電氣鐵道などは電氣を澤山使用するように思わ

れるが，實際には化學工業こそ最も多量に電力を使用す

る工業である。1937年における世界各國の電氣化學お

よび電氣冶金工業の電力使用傘を見るとつぎの第3表の

通りである。各業種別石炭使用割合は第1圖にしめす。

第3表各國の電氣化學および電氣冶金

　　　　工業の電力使用割合

名1綱ドイツ険ダi躰厚スイ7，一

生産研究

國

護電量109kWh
電i氣化學および

　　　冶金工業
　使用量　〃

　同上比牽％
　年亥

i・4・・21　2S・9

13．3

　9．5

1936

5．9

20．4

1936

27，6

2．7

gr8

1937

27，1

6．2

223
1936

16．6

2．2

13．5

1936

11．6

3．0

25．5

1936

第4表　わが國における電力使用分布

　　　（昭聯25年1iv3月）

部門陣到部門1膝
電燈用
小口電力
化學工業
硫　　　安

力一バイドおよび
　石友窒i素

245％
20．0

15．7

5．6

3．4

窯業用
電氣鐵道
金厩工業
檀　　　用

O．9Y。

5．8

6．1

8．4

　　　　　　　　　　　　　　この表はやや古いか

　　　　　　　　　　　　　ら最近における日本の

　　　　　　　　　　　　　統計を見ると第4表の

　　　　　　　　　　　　　通りである。

　　　　　　　　　　　　　　この表によれぱ硫

　　　　　　　　　　　　　妥，カeバイド，窯業，

　　　　　　　　　　　　　などを化學工業の中に

　’Si　　　　　　　　　　　入れうることは當然と

　　　　　　　　　　　　　して金属工業も合せる

　　　　　　　　　　　　　と約31％に尭よび，

　　　　　　　　　　　　　他の大口清費に比ぺて

　　　　　　　　　　　　　はなはだ多く清費する

　　　　　　　　　　　　　ことがわかる。職前ば

　　　　　　　　　　　　　電燈用がわずか7～8

　　　　　　　　　　　　　％であつたから，最近

　　　　　　　　　　　　　の25％はいちじるし

　　　　　　　　　　　　　い高牽と云わねばなら

　　　　　　　　　　　　　ない。檀用とは盗電

や，種々の損失が含まれていてこの項の多いことは憂う

べき現象であろう。

　このように化學工業は電力を多量に使うばかりでな

く，多くの場合その使用量はi書夜を通して攣化が少い。

たとえばカーバイド用の櫨のようなものは，夜でも電氣

を消して温度を低下させることはいちじるしい損失にな　、

る。ストライキ中であつても時々電力を切るが，おお

むね保持用電力はこれを残して櫨の火を落さぬようにす

るのはこのためである。化學工業が多量に電氣を使用す

る例としては北陸の電力中30萬kWを同地方において

使用することを先にのべたが，魚津の日本カーバイドと

富山の日産化學の二肚でおおむね10萬kWとこの三

分の一を消費するのをもつて知れよう。またアルミニウ

ムの製造はなかんずく電力を潰費する工業であつて，ア

ルミニウム1t當り2萬kWhの電力を要するといわ

れる。もし年に斗0萬tのアルミニウムをつくるとすれ

ば（これは職争中最も多量につくつた時の割合であるp＞

2x109kWhの電氣を要し，これめみで日本の総電力の

5％を必要とする。

　日本の電氣は蜷水期と渇水期，まナこ一一・日の中のピーダ

のはなはだしいことが特徴であつて，この特徴は以上の

理由から化學工業にとつははなはだ不都合である。化學・

工業は安償な電力を常に一・定に多量に必要とするのに，

最近の事情はこれを許さず渇水期には電力のためだけで

操1をze分にも落さ慮な駄獣態にある．從つて化

學工場は常に他に煩わされることのない電力を得るtcめ

に水力獲電所または火力螢電所を同祉で建設することが

多かつkが，職争以來電力が統制になつてこの秩序が嵐

壌してしまつたげしかし最近また化學工業のために自家

獲電所を建設する傾向が生じている。
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化墨工業の種類と電力使用の程度

　化學工業はさきに述べたように電力をはなはだ多量に

使用する工業であるが，その使用状況にもはいろいろな

程度がある。これをその程度に從つて分類すると，

　1・化學反懸のエネルギーとして電氣を使うもの。最

事多量の電力を使用し，多くは直流を使用する。例，ア

ルミニゥム21，000kWh／l　t　AI，硫安（水の電解），電解

ソーダ3，000kWh／1　t　NaOH

　2．高温を保持するエネルギPとして使用し，多く交

流を使う。例，ab　一・　Sイド3・100　kWh／l　tカーバイド・

石友窒索，熔成苦土燐肥1，000kWh／l　t燐肥6

　3．液の蒸獲に必要なるエネルギPを供給する。7eと

えば職後諸方でやつteように開放式で海水を濃縮すれば

食懸1t當り20，000　kWhでも足りないが，最近は加屡

式製盤法などによつて3，000kWh位にて足りるように

なつfe。

　4・原料に電氣を澤山使用してある屯の。化學工業に

おいてeat　NaOH，や盤素やゴ懸酸を使用することははな

だ多い。たとえばビスコPズ人絹1001bs當りNaOH

（97％）871bsを使用するが，これにはさきにのべkよ

うに多量の電力を必要とする。

　5．機械的エネルギρを電力にて供給するもの。この

場合は比較的電力を使わない。麗搾，搬邊のためのモー

タe，塵縮機，室氣調臨冷凍などに主として交流を使

用する。

　化學工業においてはもちろん電力のみがPEk－・一つの因子

ではない。石炭，輸邊，水，勢働九その他の原料，市

場への距離などが問題になるであろう。しかし電力の割

合が大きい工業においては獲電所の近くに工場をおくこ

とが塑ましいのはいうまでもないことで，電源地方から

京潰または阪碑地方までくる間には3割近くの邊電損失

があると吟うことである。第3圖には日本の硫酸工場

317．

　硫安工場，力一パイド工場などの位置を示したが，認島

　新潟地庵，’富山地匠，京濱，阪神，北九州，三池地方な

　ど1こ工場が集まつている状況は水力または火力獲電所の

　所在地（第3圖）とよく一致している。

　　化壌工業においては電力が原料の一つになる場合が多

　いから，安便に得ることが必須條件で最近の値上げまで

　はkWh當り60銭位の安償な電力であつte。しばらく

’前までは夜間の電力などはもつと安便に得られたが，最　　’

　近はそのような便宜がなくなつたようである。

最近の化畢工業の趨勢

　職援いずれの分野も同じことであるが一時全く方向を

失い，多くの重化學工業は賠償の封象となり，室襲の痛’

手を蒙むり，生産はものによつて10分の1に庵低下し

てしまつte。電力も獲電所の設備の低下からいちじるし

く減つていたが，工業の衰微は更にはなはだしく，アル

ミニウムなどいちじるしく電力を消費する工業が全く停

第5表　わが國の人造肥料その他無機

　　化合物生産高（軍位萬t）

品目名 1r雛盤副昭魏4年1昭和26年

厳灘響厳灘

24（

156（

384（

　5．6

120（昭和16年）

36（昭和12年）

　　　〃

23．4（

〃

〃

〃
）

123

42．7

34．9

116

258

　3．3

　8．7

20．7

14．6

　159

　48．5

　39．2

　150．5

378．9

　5．7　’

　15．9

　22．7

　33．4

　3．3　　’

　29
　3．4
（昭和25年）

　　　　　●硫宴！　0刀一パイド　ム研酸

第4圖　日本の主要工揚の分布

止しteee係亀あつて工業的需要に比してあま

つていteo’ ｱの頃家庭において電熱の利用が

普及し，’また沿岸地方にて自給製塞が盛にな

り，3本の電極を樽に投入して加熱濃縮する

方式が行われた。しかし，これはいかにも無

計書であつて輸入睡が安便に入るようになる

と，全く捨teり，わずかに合理化して蒸氣加　　X

駆式で3，000　kWh／1　t　NaCl位の電力潰費に

とどめてようやく外盤と太刀打ちできる程度

で餓喘を保つている。專責公肚はこの方法で

幅島縣小名濱に相當規模の製璽工場を建設す

る豫定である。

　わが國は職後まず肥料工業に主力をそそい

で硫安，カーバイド，石茨窒索などはいちじる

しく復興した。硫安の原料である水素を得る
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　　　方法については水電解法と石炭法，の二つがあるが1場

　　　所によつて電力の安い地方では電解法，石炭の安い地芳

　　　では石炭法をとつてV9る。肥料の生琵はかくして職前に

　　　接近し，またはこれを上廻わるようになつナこ（第5表）。

　　　　アメリカ♂こおける硫安の生ffl　；1949年において108萬

　　　Ibsであつてわが國よりはるかに少いけれども，この國

　　　においては液薩アソモニアを直接耕地に入れて肥料とす

　　　るような大規模な方法をとつているから比較にならぬ。

　　　　わが國は火山躍であるし硫黄の資源は昇較的豊富であ

　　　つたが，近年硫黄資源の一づめ硫化鑛が低品位になりか

　　　つ不足してきた。世界各國もまte大小にかかわらず硫黄

　　　の不足に苦しんでいるので，硫酸を硫安や過燐酸石荻な

　　　どに使用することがもつたいないと考えられるようにな

二　　つた。一方日本ではこの籔十年田に硫安を多く使って土

ご　　壌が酸性になつたので，これを導けるためにも石友りよ

　　　うな盤基性のものを使用して中和するか，尿素を用いる

　　　か，硫酸を用いない肥料に替えるかということが間題に

　　…なつてきた。これらの原因は第5表における尿素の量を

　　　璽し，また鰹安（盤化アンモニア）硝安（硝酸アソモニ

　　　ア）などの肥料が衣第に塘す結果をよんだ。過燐酸石友

　　　の代りに燐鑛石と蛇紋岩を電氣櫨で焼或してつくる熔成

　　　苦土燐肥などが使われることになつたのもこの一つのあ

　　　らわれであつて，この肥料はアメリカで1946年頃から，

　　　わが國では昭和24年位からはじまつたものであるが漸

〆　次増して行くようである。

　　　　肥料についで板ガラス，セメンbなどに力をそそいで

　　　一これら亀職前の生産量に達しte。これらについで人造繊

　　　維および合成繊維の製造が盛んになってきte。後者はビ

　　　ニロン，アミラソ，オe…ロンなどであつて，今後さらに

　　　いちじるしい進歩を見るごとであろうが，これらは間接

　　　に電氣を使用するNaOHなどを使うもので，直接には

　　　大き嬬力を要しないものである・額工業など確氣

　　　調節などに電力を要する程度で，比較的電力を要しない

　　　種類に圏している。

　　　　　　　　　　　アルミ＝ウム工業

　　　　アルミニウみ工業は最も電力の潰費の多い工業である

　　　から，アルミニウムを輸出するのは電力を輸出すること

　　　になるといわれるほどである。アルミニウムめ原料であ

　　　るボーキサイドは蘭印，マレーの方から輸入するが，ア

　　　ルミニウム1t當りボーキサイド5tを要し，この便格

　　　は約3萬圓である。このほか同じくAllt當りボイラ

　　　e…用炭10t，苛性ソ伊ダ0・75t，ガス用炭1・5t，螢石

　　　O・15　t，電極O・65　t，これに電力約21，000kWhを要す

一　ノ　る。アルミニウム工業では電力は最重要原料であるから

　　　できる限り安便であることが望ましい。わが國のアルi

　　　ニウム生産高は職孚中急激に壇加し昭和18年には14・1

　　　萬tまでになり職後全く低下していたが最近また庵り返

t

1

生謹碑究
えし，4工場で昨年の生産高3萬tである。アヌリカぱ

職後アルミニウムを滅謹していたが，昨年は一學に150

萬tに塘産した。このようにナメリカの職時艦制と李時

髄制の攣化に從つてそのアルミニウム生産量にいちじる

しい差があるので，日本のアルミニウム工業も昨年不足

であつたと思うと今年はたちまち過剰になつて困るとい

うように影響をうけやすい。

　アルミニウムの製造反懸はつぎの通りである。

　　　　AI20，　十3　C→2　A1十3　CO…………（1）

　　　　π｛ちボ（36y（54）（鐵覆1ま）

　すなわちボーキサイドから不純物であるSio2，　Fe203

をのぞいてつくつたアルミナを原料として，これを電氣

櫨申で電極炭素によつて渥元してアルミニウムを生じる奮

ものであるが，電極は式より示されるようにアルミナ1

tに封して36〕kg位消耗するものである。この反懸の

遊離エネルギF攣化を考えると

　　　　A1203→2　Al十3／202………………（2）

　　　　3／2　02十3　C→3CO　………………（3）

の二反懸に分けられるが，前者は4F螂＝152，000　ca1，

後者は∠　F＝　－97，500　calであつて差引54，500　calを電

力によつて供給しなければならぬ。なおこの反懸は熔融

駄態で行われるが1，000℃近くに常に加熱しなければな

らないのでこのために消費する電力も大きい。アルミ＝

ウムの反懸は（1）の通りであるがアルミナのみでは電導

性が悪いので人造氷晶石3NaF・AIF3を少量加えるのが

普通である。これはアルミナと共に混合物の融黙を低下

するのにも役立つものである。かくして（2）の分解電屡

は可逆的に2．2Vであるが實際櫨の爾極には直流の4・8

V位を負荷している。

　逼常アルミニウム工場にては大電塵の交流を750V

に低下し，水銀整流機にて直流に攣じ，750Vを130燈

．位に直列につなぎ，電流は32，00Q♂A位通過させる。目

本輕金圏のように直流稜電機を併用している所もある。

カーバイドおよび石友窒棄

　力一バイドおよび石友窒素も電力を多量に使用する工

業である。まずカーバイドについていえば，石友石を焼

いて生石友をつくり，これを無煙炭，まナこはコ←クスと’

電氣櫨申にて焙焼してカーベイドとするものであつてつ．

ぎの式の通りである。

　　　　Caq十3　C＝CaC2十CO……………（4）
　　　　生石友　無煙炭　力一バイド
　　　　（56）　　　　（36）　　　　　　（64）

　この反懸における炭素は無煙炭で他から供給するので

あるから，アルミニウムの場合とことなり電極は理論的

にいえば浴耗しないはずであるが，實際には1｛のヵ汽

バイド當り30kg位滑耗するといわれる。電氣盤の最高「

温部は2，500～2・600℃である。軍櫨は三相交流△結線

を普通とし，電極と熔融髄の間にア’クが飛んで加熱さ

・　∴t4　。ニニ瞥∵∵’。・

｛

瞬
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れる櫨の大きさは種々あつて9・000kVA位が普通であ

るが25，000kAAのものなども計甕されている・大型の

方が熱損失少く有利であり，’ ｳらに密閉式櫨が計豊され

tいるけれど屯，日本の繍輔にあつて嘩水期こ電

力を制限される關係上必ずしも大盤が便和といえな・

　Lい6

　　カPパイドから石友窒素をつくるには，力一バイドを

糖し，’ ｱれ膣化窯に充填して窒素を吹込めばよい・

　　　　C・C・＋N・＝9・9N・＋9…’””…（5）

　　　　　（64）．石瀦素

　　この反鷹は聾熱反鷹であつて，最初1，000「’位に加熱

　でて反懸を進行せしめると・南とは反懸熱によつて保t『

一れるはずであるが，通常電極を挿入して加熱している。

　また室氣を液化分離して窒素を取るのに電力を必要とす

　二る。

　　　　　　　　　永の電解（硫安）

　　水の電解は化學的にいえば誠に簡軍である。

　　　　　H20（i）．・H2（9）十1／202（9）………（6）

　　この分解には理論的には1，22Vを必要とするが實際

　甘こは2．OV位の端子電塵をかけている。電導性を持たせ

．るには15％位のNaOH水溶液にする。極は鐵である

　が，ニッケル鍍して水素過電歴を低下せしめて現在の

ツ．OVをさちに低下するようにつとめている。直流は水，

　銀塾流機まナこは廻韓攣流機を用いる所も多い。．500Vの

　、直流に250槽位を直列にして負荷し，4，000A位の電流

　・を通過させる。

　　　　　　　　　　電解ソーダ

　NaOHの製造にはアンモニアソpダ法にょってNa2

　　　　　　　　　“
～
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．319

C．（）、をつくり，これをCa（OH）2にて苛性化する方法と

ew法がある．さら1・解法にも畷法と水雛施

る。わが國において1軟第に解法ヵ1多くなり・その中

でも製晶の純度の良い水銀法が占める割合が多くなつて

いる。この反懸はつぎの式の通りである。

　　NaCl　。　Na（アマルガム）十1／2　Cl　2……・・…・…（7）

　　（58）　　一　　　　　　　　　　　　　　　（35）

　　N。（アマルガム）＋H，0　・N・OH＋1／2　H・……（8）

（7）式1こてアマ・げム離・．2・6％として珪論分解電

膝3．226Vであるが實際には4・2～4・3V位を負荷して

いる。隔膜法はこれよりやや低目で4・OV位である。多

くの場合電解ソーダは規模が小さく6・000A・300V位

の廻軸攣流機を用いるが，水銀整流機を用いてもよい。

薪しい型の水銀整洗機イグナイトロソなどを使用してい

る工場もある．綴法にお・）ては最近v・ろいうな改皐が

行われているがその改良はナ・とlt－e　t“廻難楓塔式轍

法などで，主として解禾速度（（8）式の反懸）を促進し

て電流密度を増すためのものである。

蘇化學工業にはこの他耀解精錬・黒錯・解鐵

過マンガン酸カリ，電鍍，電壕などいろいろある。また一

化學工業に電力を懸用することもはなはだ多いが・これ

らは他目にゆずり，ここには最も多量に電氣を使用する

化學r￥tcついてその電力飾噸況eのぺるにとどめ

t。．電氣化學工業が電氣を實諺量1ご使用し・しか蟷．

に＿糧供給されることが望ましいことの認識を深め℃

いf。だければ幸である。電氣化學をよ決して電力をむti　ec

しない。それ所か室氣，水，石友石など日本にありあま

るものから，われわれの食糧に必要な肥料を供鈴するか　　．

らである．臨の分綱を績し下さつナ・綴濟安定本部一

資源委員會黒澤俊一氏に感謝馨さげる・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1952・5・19）

　　tNAA．svvVVV“：A－－VV－M

☆

　　　　　　　　表　紙　観　明

山梨縣腰川魏所柿元ダムN…5ブPt・ク（監査
廊の見えるところ）のコγクy　r’ brr設状況・

　爲虞の中央右側に見えるアPチダム形の部分と左側に、

見えるバッートレスダム状の部分は，いずれも少量のコソ

クリt－’トで水位を高めるために設けたもので，工事再開

によ原りこわし，新しくコンクリートを打込禍ので一：一：

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

☆ ☆ ☆
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