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Sievers InnovOx（イノボクス）全有機炭素(TOC)分析計 

■ ソーダ・塩素産業における応用 ■ 
 

 

概要 

製造された製品の最終品質は原料初期品質に絶

対的に依存している。このことはポリマーや有機

及び無機溶剤、洗剤、紙、殺虫剤等、数多くの工

業製品に対して当てはまります。塩素及び苛性ソ

ーダは最もよく使われる二つの工業原料であり、

ソーダ・塩素工業により製造されます。 

 

ソーダ・塩素プロセスは準飽和、飽和または過飽 

和の食塩水（ブライン）の電気分解に基づく化学 

図 1 ソーダ・塩素プロセス 

 

工業プロセスであり、苛性ソーダと塩素を製造しま

す。食塩溶液に大きな電流を流し、塩素ガスと水

素ガスと共に苛性ソーダが製造されます。これが

ソーダ・塩素プロセスです。どの様な小さな効率改

善でもプロセスに加えられれば、利益と製品品質

の向上をもたらします。 

 

ソーダ・塩素の世界生産量は年間 4,500 万トンを

超えており、北アメリカとアジアで 1,400 万トン、ヨ

ーロッパで1,000万トン、2,100万ト

ンが世界の他の地域で製造され

ています。 

 

製造方法 

図 1 は原料食塩水（ブライン）から

始まる、一般的なソーダ・塩素プ

ロセスを示しています。ブライン濃

度は 3.5%から 28.0%まで変化しま

す。食塩飽和液はろ過され、電解

槽に送られます。大電流により塩

素ガス、水素ガス及び苛性ソーダ

が生成します。これら３つのプロセ

ス生成物は適宜洗浄され、製品と

して販売または自己プロセスの他

の用途に使用されています。全有

機炭素（TOC）試験が電解セルに

入る前のブライン取扱プロセスの

どのポイントにおいても行われて

います（赤色の部分）。 

苛性ソーダ液中の品質保証のた

めの無機炭素(IC)測定は苛性溶 
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液プロセスのどこでも行えます（青

色）。 

 

食塩(NaCl)水が直流電流により電

気分解されると、陽極（アノード）に

塩素が生成し、苛性ソーダと水素

ガスが陰極（カソード）に生成しま

す。苛性ソーダと水素が塩素と反

応しない様に、メンブレンと称され

る多孔質の隔膜が陽極室と陰極

室を分離しています（図 2）。 

 

苛性ソーダが陰極に生成する一方、

水分子が水素ガスと水酸イオンに還元されます。 

 

２Na+ + 2H2O + 2e
- → H2 + ２NaOH 

 

苛性ソーダ（NaOH）を製造するためには NaOH が

塩素と反応することを阻止することが必要です。こ

のために一般に次の３つのプロセスのいずれか

が行われています。即ち、水銀法、隔膜法、また

はイオン交換膜法です。イオン交換膜法は、最も

電力消費が少なく、また苛性ソーダ濃縮のための

スチームも比較的少なくて済みますから、最も経

済的に適した方法です。 

 

イオン交換膜法では陰極と陽極は、陽イオンのみ

を通過させる陽イオン交換膜で 2 室に分離されて

います。電気分解は陽極室に飽和ブラインを供給

しつつ行いますが、陽イオン交換膜はナトリウムイ

オン（Na+）だけを陽極室から陰極室に通し、少量

の水は通すが食塩（NaCl）を通過させず、またOH-

イオンが陰極室から陽極室に混入することも防い

でいますので、陰極室からは非常に純度の高い

苛性ソーダが得られます。 

 

何故 TOC 試験か？ 

ソーダ・塩素プロセスの効率は、電気化学プロセ

スに含まれる各変量が固定されたレベルに維持さ

れ監視されているという条件に基づきます。非常

に重要な条件の一つがブラインに含まれる全有

機炭素(TOC)の量です。一般的に、TOC のレベル

は 10ppm 以下に保つことが必要です。このレベル

以下では、イオン交換膜は多分影響を受けること

はありません。TOCが10ppm以上になれば、有機 

図 2 電解ソーダ・塩素の製造 

 

 

 

物が泡立ちの原因となり、それによって、イオン交

換膜は目詰まりや、部分的な脱水状態、あるいは 

膨潤といった様な物理的なダメージを受けること

になります。イオン交換膜がダメージを受けてしま

うと、最適な効率を回復させるためにはこれを交

換することが必要です。膜交換を行わないと、電

解プロセスはより強力な電圧を必要とするように

なります。いずれにしても、プロセスが信用出来な

いものになれば製造コストが増加します。 

 

Sievers InnovOx の TOC 測定技術 

GE Analytical Instrumentsはもっとも難しい組成の

サンプル液でも問題なく分析できる TOC分析計を

提供するということに焦点をあて、TOC 分析の世

界に革新的な進歩をもたらしました。Sievers＊ 

InnovOx TOC 分析計は、新レベルの技術革新を

取り入れています。極めて高効率の超臨界水酸

化（SCWO）技術を採用することにより、InnovOx は

何百というブラインサンプルを、再校正をせずに、

また装置のメンテナンスをせずに、そして部品交

換なしで連続的に測定することができます。 

 

Sievers InnovOx の操作原理は湿式酸化法であり、

サンプル水に酸及び酸化剤を添加します。サンプ

ル水の無機炭素をパージングして除去した後、高

温で過硫酸によりサンプル水を酸化します。分解

生成物の二酸化炭素が非分散型赤外線吸光度

計(NDIR)により測定されます。 
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－製品についてのお問い合わせ－ 
セントラル科学株式会社 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-23-14 ショウエイビル 

TEL 03-3812-9186   FAX 03-3814-7538 
Ｅメール：central@aqua-ckc.co.jp 

 

 

InnovOx は酸化効率を確実なものにするために試

薬を添加したサンプル水の温度を上昇させ、液相

のサンプル水を超臨界相に転換させます。超臨界

相に達すると、超臨界水酸化(SCWO)と呼ばれる

現象が起こります。この技術革新により 99%以上

の酸化効率が達成され、卓越した精度と真度が

得られます。 

 

問題原因となるサンプル中の汚れ成分は、各測

定の最後に Sievers InnovOx から取り除かれます。

この結果、塩分や、酸化反応の副生物が分析計

のリアクターやチュービング、バルブ等に付着成

長することはありません。 

 

サンプルデータ 

表 1 及び図 3 は食塩水における TOC 分析データ

です。これらのデータは InnovOx が溶液中の塩分

によって影響されることなく、TOC を効率的に分析

することが出来ることを示すものです。飽和食塩

水に対しても InnovOx は TOC を繰り返し測定でき

ることが示されています。 

 

結論 

ソーダ・塩素工業は何千という消費者製品に対し

て原料を提供することに責任を負っています。各

製品の製造者は、最終製品の品質を保証するた

めに、製造原料に対して許容できる純度を求めま

す。ソーダ・塩素工業においてはTOCや他の幾つ

かのキーとなる指標を使って、製造プロセスの純

度をモニターしています。 

 

プロセスは測定出来なければ、コントロールするこ

とが出来ません。Sievers InnovOxは、頑健性が極

めて高いSCWO技術を使った初めてのTOC分析

計です。ソーダ・塩素工業の製造者は、サンプル

水が使用中の TOC 分析計の性能になじむかどう

かを心配することなく、より頻繁にTOC測定を行う

ことができる様になりました。 

 

表１ InnovOx の飽和食塩水の TOC測定データ 
 

飽和食塩水の TOC測定結果 

測定平均値 4.20ppm 

標準偏差 0.13ppm 

相対標準偏差（% RSD） 3% 

 

図 3 InnovOx の飽和食塩水の TOC測定データ 

  

 

InnovOx は飽和ブライン溶液の分析における処理

能力と生産性とは何かを問い直すものです。燃焼

式の TOC 分析計では 2 週間かかっていたサンプ

ルは、InnovOx ではわずかのコストで一夜の内に

測定できます。Sievers InnovOx TOC 分析計の

SCWO 技術により、難しい組成のサンプルも自信

を持って、簡単に、そして最少のメンテナンスで分

析できる様になりました。 

 
 
 
*) Sievers は GE Analytical Instruments の TOC分析計 

  のブランド名です。 

 




