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研究成果の概要（和文）：本研究では、溶融塩電解法を用いた単体ホウ素生産プロセスを目的として、1123 K、
溶融NaCl-CaCl2-CaO-B2O3浴中におけるホウ素の電解還元挙動の検討を行った。Mo板、Ni板を用い、それぞれの
板において種々の電位で定電位電解を行った。その結果、単体ホウ素生成に関する証拠は得られなかった。Mo板
の場合、－0.8 Vより卑な電位、Ni板の場合、－1.2 Vより卑な電位でCaB6が生成した。また、Mo板、Ni板共に、
電解後の板表面にホウ化物(MoB、Ni3Bなど)が生じていた。

研究成果の概要（英文）：The electrochemical reduction behavior of boron in a molten 
NaCl-CaCl2-CaO-B2O3 bath at 1123 K was investigated for the production process of elemental boron 
using the molten salt electrolysis method. Potentiostatic electrolysis was carried out at various 
potentials on Mo or Ni plates. CaB6 was formed at potentials more negative than -0.8 V in the case 
of Mo plates and at potentials more negative than -1.2 V in the case of Ni plates. For both Mo and 
Ni plates, borides (MoB, Ni3B, etc.) were formed on the surface of the plate after electrolysis.

研究分野： 溶融塩電解

キーワード： 溶融塩電解　ホウ素　ホウ素化合物　塩化物浴
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究により、Caを含有した溶融塩浴では、CaB6が生じ、製品の純度を下げるリスクがあることから、高純度の
単体ホウ素を得ることが難しいということが分かった。一方、本方法を用いると貴な電位では金属表面をホウ化
できること、卑な電位ではCaB6の生成が可能であることが分かり、これらの反応は、ホウ素生産以外の分野への
応用が期待される。溶融塩電解法で単体ホウ素を得るためには、Caを含まない浴を用い、ホウ化が生じないよう
な電極材料を用いることが理想的であると考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
ホウ素は周期表の 5 番目の元素である。ホウ素化合物である硼砂は古くから知られ、ガラスの

原料や塗料として用いられてきた。一方、単体としてホウ素を得る方法は限られ、高純度単体ホ
ウ素を得るためにはコストとエネルギーが必要である。よって、ホウ素化合物の多くは、単体ホ
ウ素を経ずに生産されている。単体ホウ素は、半導体のドーパント材や還元剤、金属表面のホウ
化など様々な用途があり、高純度ホウ素は、ジボラン(B2H6)もしくはテトラボラン(B4H10)を経由
して製造されている。単体ホウ素の製造法の研究は、長年にわたり実施されており、Humphry 
Davy が単離に成功した 1807 年以降現在に至るまで、溶融塩電解法、金属還元法、水素還元法、
ホウ素化合物の分解などにより多くの研究が行われている[1]。 
溶融塩電解法による単体ホウ素の生産プロセスは 1 世紀近く研究されている。他の方法と比

較し、溶融塩電解法では、高純度品が得られる、大量生産を考えた場合にコストが抑えられる、
マグネシウムもしくはアルミニウム等による汚染がないといった特徴がある[1]。溶融塩電解法
による高純度ホウ素の製造に成功すれば、プロセスの簡略化による低コスト化が実現するだけ
でなく、爆発性の高い気体(B2H6 等)を経由しないプロセスにより、製造プロセスの安全性を高く
できることが期待される。 
溶融塩電解法による単体ホウ素生産の研究は、塩化物浴、フッ化物浴、塩化物-フッ化物混合

浴で行われている。塩化物浴によるプロセスでは、大気中の水分の影響は受けやすいものの、フ
ルオロカーボンが発生せず、温室効果ガスの排出が抑えられるといった利点がある。また、ホウ
素源としてフッ素を含まない B2O3 を用い、溶融塩に塩化物浴を用いるプロセスは、同様の理由
から環境負荷を低く抑えられると考えられる。塩化物浴の中でも、CaCl2 ベース浴は、O2－イオン
の溶解度が高いため、有望であると考えられる。 
[1] J. Zhou and P. Bai, Asia-Pacific J. Chem. Eng., 10, 325–338 (2015). 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、溶融塩電解法による単体ホウ素生産である。本研究では、塩化物浴、その中

でも CaCl2 をベースとした溶融塩浴を用いたプロセスの検討を行った。CaCl2 が大気中の水分の
影響を受けやすいことから、NaCl–CaCl2 浴とした。また、将来、連続プロセスとなることを想定
し、B2O3 を浴に溶解させた状態から析出を行うため、CaO を加えた浴を用いて検討を行った。 
 
３．研究の方法 

図１に示す実験装置を用いて実験を行った。実験は 1123 K (850 ℃)の Ar 雰囲気下、NaCl–CaCl2–
CaO 浴中(NaCl 48 mol%–CaCl2 47 mol%、CaO 5.0 mol%、富士フイルム和光純薬、NaCl、CaO は
特級、CaO は 99.9+%)で行った。作用極として Mo もしくは Ni 線(φ1 mm)を、対極にはグラッ
シーカーボン棒(φ3 mm)を用いた。擬似参照極として W 線(φ1 mm)を用いた。B2O3(高純度化学、
粒状、約 2–5 mm、4N up)を 0.5 mol%になるように添加し、サイクリックボルタンメトリーを行
った。B2O3 は、480 ℃で液体となるため、添加時に導入管の壁面に付着しないよう、導入管径は
φ10 mm より大きいものを使用した。さらに、B2O3 を 2.0 mol%となるように添加し、Mo 板、Ni
板(5 mm×15 mm×0.1 mm (t))を用いて種々の電
位で 1 時間定電位電解を行なった。通電後に
得られた電析物は、マイクロスコープ撮影を
行った後、塩酸水溶液(2 mol/L)で軽く塩を除
去し、SEM により析出物の形態の観察を行っ
た。その後、試料を塩酸水溶液で洗い流しなが
ら吸引ろ過を行い、板と粉末に分離し、それぞ
れ XRD 分析を行った。なお、実験中の電位は、
CaO、B2O3 添加後の浴で、Mo 線電極を用いて
サイクリックボルタンメトリーを行い、表面
酸化に伴う酸化電流の立ち上がり(0.1 V 付近
vs. QRE)で較正した。 
 
４．研究成果 
４．１ サイクリックボルタンメトリー 

Mo 電極、Ni 電極により、−0.8 V (vs. QRE、
以降省略する)、−1.0 V の 2 種類の折り返し電
位で測定を行った。Mo 電極の場合、−0.5 V 付
近に小さいピークがあり、その後、−0.8 V ま
で緩やかに還元電流が増加、−0.8 V 付近から
急激に還元電流の値が増加した。一方、Ni 電
極による測定結果では、−0.5 V 付近から還元
電流が増加し、−0.65 V 付近に 1 つ目のピーク
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図１ 実験装置図 



を形成し、そのあと折り返し電位−1.0 V まで再び還元電流が増加するという結果になった。これ
より、Ni と Mo で反応に違いがみられ、Ni 電極の方が Mo 電極よりも貴な電位で反応が生じて
いることが示唆された。 

 
４．２ Mo 板による定電位電解 
次に、Mo 板電極を用いて−1.4 V、−1.2 V、−0.8 V、−0.5 V で定電位電解をそれぞれ 1 時間行っ

た。また、比較として、溶融塩に 1 時間浸漬した試料を用意した。−0.8 V より卑な電位で電解を
行った試料では、立方体状の析出物が見られ、XRD 分析により CaB6 の生成が確認された。CaB6

は立方晶であり、結晶構造からも考えらうる析出形態である。−0.5 V では、他の電位で見られた
ような黒色の析出物が存在せず、CaB6 は生じていなかった。XRD 分析により、すべての電位で
MoB の生成が確認された。なお、溶融塩に浸漬のみを行った試料からは、MoB のピークは検出
されなかった。 
基板の XRD 分析の結果、いずれの基板からも MoB のブロードなピークが検出された。還元

してできたホウ素が基板と反応して生成したものと考えられるが、ブロードであることから結
晶性が低いと考えられる。−1.4 V で得られた基板の断面 SEM 像観察を行ったが、観察に用いた
卓上 SEM ではホウ化による層の確認はできなかった。 
以上の結果より、Mo 板を用いた場合、−0.8 V より卑な電位で CaB6 が生成、電解を行うと MoB

が生成することが分かった。CaB6 が生成しない−0.8 V より貴な電位で、単体ホウ素が生成する
可能性はある。しかし、本実験で得られたサイクリックボルタンメトリーにおいて、−0.8 V より
貴な電位では電流値が小さいことや、−0.5 V で析出物がほとんど生じていなかったことを考え
ると、単体ホウ素を得ることは難しいと考えられる。 

 
４．３ Ni 板による定電位電解 
次に、Ni 板電極を用いて−1.4 V、−1.2 V、−0.8 V、−0.5 V で定電位電解をそれぞれ 1 時間行っ

た。また、比較として、Mo 板の場合と同様、溶融塩に 1 時間浸漬した試料を用意した。−1.2 V
より卑な電位で電解を行った試料では、立方体状の析出物が見られ、XRD 分析により CaB6 の生
成が確認された。−1.4 V の SEM 像では、糸状のものが多数みられているが、これらは残留塩で
あると考えられた。−1.4 V で得られた析出物は、−1.2 V で見られた析出物より小さいが、立方
体状の形態が観察された。−0.8 V、−0.5 V では、他の電位で見られたような黒色の析出物が多く
は存在せず、CaB6 の生成は確認できなかった。XRD 分析により、すべての電位で Ni3B の生成
が確認された。なお、溶融塩に浸漬のみを行った試料からは、Ni-B 化合物のピークは検出され
なかった。 

XRD 分析の結果、Mo 板の場合とは異なり、いずれの基板からも Ni3B のシャープなピークが
検出された。−0.8 V で得られた基板からは、Ni2B と Ni3B の両方のピークが確認された。また、
Ni の回折ピークが弱かったことから、表面のホウ化が進んでいると考えられた。−0.8 V で得ら
れた基板、−1.4 V で得られた基板の断面 SEM 観察を行った。表面のホウ化が進んでいる部分は、
結晶に沿って凹んでいる部分が見られた。一方、Ni の部分は、Ni-B 化合物と比較し軟らかいた
め研磨剤が残留していた。これにより層の境界を判断したところ、−0.8 V で得られた基板では、
表面のホウ化した層が約 15 μm、−1.4 V で得られた基板では、約 3～5 μm であった。 
以上の結果より、Ni 板を用いた場合、−1.2 V より卑な電位で CaB6 が生成、電解を行うと Ni3B

等の Ni-B 化合物が生成することが分かった。Mo 板の場合と同様、CaB6 が生じないと予想され
る−1.2 V より貴な電位で、単体ホウ素を生成できる可能性がある。しかし、Mo 板よりも Ni 板
の方がより表面のホウ化が進みやすいと考えられ、単体ホウ素生産には向かないと考えられる。 
また、本研究では検証できていないが、この温度域においては、アモルファスホウ素生成の可

能性がある。アモルファスホウ素は、濃い茶色から黒色と言われており、CaB6 も黒色であるこ
とからマイクロスコープ像や目視で存在を区別できない。アモルファスであるため、XRD から
も存在を確認できない。また、EDX 分析もホウ素の感度が低いため難しい。溶融塩電解法によ
る単体ホウ素の析出形態は、10 μm 以下の球状である場合が多いと言われており、本研究で得ら
れた試料の SEM 観察では、球状の析出物が目立って存在することはなかったが、少量のアモル
ファスホウ素が生成している可能性を否定できない。この系では、塩の洗浄時に析出物の多くが
細かい粒子となり流れ出るため、取り扱いが難しいが、今後の実験技術の向上、ICP-AES など他
の分析手法等により、アモルファスホウ素と CaB6 の生成比など、明らかにすることができると
思われる。また、試料の取り扱い技術の向上により、電解効率の算出も可能になると考えられる。 
 
４．４ まとめ 
本研究では、溶融塩電解法を用いた単体ホウ素生産プロセスを目的として、1123 K、溶融 NaCl–

CaCl2–CaO–B2O3 浴中におけるホウ素の電解還元挙動の検討を行った。Mo 板、Ni 板を用い、そ
れぞれの板において種々の電位で定電位電解を行った。その結果、単体ホウ素生成に関する証拠
は得られなかった。Mo 板の場合、−0.8 V より卑な電位、Ni 板の場合、−1.2 V より卑な電位で
CaB6 が生成した。また、Mo 板、Ni 板共に、電解後の板表面にホウ化物(MoB、Ni3B など)が生じ
ていた。溶融塩に浸漬しただけでは、板表面にホウ化物が生じないことから、電気化学反応によ
りホウ素イオンが還元され、板表面にホウ化物を生じたと考えられる。 
本研究により、Ca を含有した溶融塩浴では、CaB6 が生じ、製品の純度を下げるリスクがある



ことから、高純度の単体ホウ素を得ることが難しいということが分かった。一方、本方法を用い
ると貴な電位では金属表面をホウ化できること、卑な電位では CaB6 の生成が可能であることが
分かり、これらの反応は、ホウ素生産以外の分野への応用が期待される。溶融塩電解法で単体ホ
ウ素を得るためには、Ca を含まない浴を用い、ホウ化が生じないような電極材料を用いること
が理想的であると考えられる。 
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