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(57)【要約】
【課題】
従来からのサブマージドアーク炉で製造される金属シ
リコン製造における長時間の反応時間、それに伴う多大
な電力消費、及び、黒鉛電極に含まれる不純物の金属シ
リコンへの混入による高純度シリコン製造の非効率化の
問題の解決を課題とする。
【解決手段】
金属シリコン製造用のアーク炉であって、アーク炉外
より密閉されたアーク炉内に挿入された黒鉛電極、及び
、金属シリコン(Si(l))を排出するための排出口を備え
、前記黒鉛電極は、炉外より炉内電極先端部まで貫通孔
を有し、金属シリコンを製造するための原料及び還元剤
が前記貫通孔を介して炉内電極先端部よりアーク内に供
給されるアーク炉、及び、前記アーク炉を用いる金属シ
リコンの製造方法を提供する。
【選択図】図５Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属シリコン製造用のアーク炉であって、
アーク炉外より密閉されたアーク炉内に挿入された黒鉛電極、及び、金属シリコン(Si(
l))を排出するための排出口を備え、
前記黒鉛電極は、炉外より炉内電極先端部まで貫通孔を有し、
金属シリコンを製造するための原料及び還元剤が前記貫通孔を介して炉内電極先端部よ
りアーク内に供給される、
ことを特徴とするアーク炉。
【請求項２】
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金属シリコン製造用のアーク炉であって、
反応ガスを排気するための排気手段をさらに備える、
ことを特徴とする、請求項１に記載のアーク炉。
【請求項３】
金属シリコンの製造方法であって、
炉外より炉内電極先端部の貫通孔を介して金属シリコンを製造するための原料及び還元
剤をアーク内に供給する工程、
を含むことを特徴とする製造方法。
【請求項４】
金属シリコンの製造方法であって、
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前記原料及び還元剤よりアーク先端を含むアーク内で（炭素熱還元反応によって）金属
シリコンが製造される工程、
を含むことを特徴とする請求項３に記載の製造方法。
【請求項５】
さらに、金属シリコンの製造における反応ガスを、製造される金属シリコンとの混合状
態で炉外に排出する工程を含む、
ことを特徴とする請求項３又は４に記載の製造方法。
【請求項６】
金属シリコンの製造方法であって、
前記原料及び還元剤が、キャリアガスと共にアーク炉内に供給される、
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ことを特徴とする、請求項３〜５のいずれか1項に記載の製造方法。
【請求項７】
金属シリコンの製造方法であって、
前記金属シリコンの製造方法であって、
反応ガスとして生成するSiO(g)を排気する工程をさらに含む、
ことを特徴とする請求項３〜６のいずれか1項に記載の製造方法。
【請求項８】
金属シリコンの製造方法であって、
前記原料が二酸化ケイ素を主成分として含む原料であって、白珪石、石英、珪砂及び珪
岩から選択され、
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前記還元剤が炭素系還元剤であって、石炭、コークス、黒鉛、木炭、ウッドチップ及び
炭素系煤塵から選択され、及び／又は、
前記原料及び還元剤が、前記原料と前記還元剤との混合物である
ことを特徴とする、請求項３〜７のいずれか1項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金属シリコンを製造するための高い効率性を有するアーク炉、及び金属シリ
コンの製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
近年、地球環境保護の観点から再生可能エネルギーの重要性が益々高まっている。
【０００３】
現在工業的に広く実施されている金属シリコンの製造方法は、シリカ（SiO2）を原料と
してアーク炉にて、炭素を還元剤に還元処理を行い、金属シリコン(MG‑Si)を製造し、金
属シリコン（MG‑Si）を更に種々の方法にて不純物を除去し、太陽光発電に使用可能な高
純度シリコン（SOG‑Si）を製造している（非特許文献１〜４）。金属Siから太陽光発電用
の高純度シリコンを製造する方法として、不純物を気相に揮発、精留、精製するため、さ
らに膨大なエネルギーを消費するシーメンス法（非特許文献５）が広く用いられている。
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【０００４】
しかし、これらの方法には、多くの問題点がある。特にエネルギー消費量が莫大である
ことが最も重要な問題点である。エネルギー消費が大きいことにはいくつかの原因がある
。
【０００５】
最も大きな原因は、SiO2のアーク炉による熱還元による金属シリコンの製造プロセスに
おいては、反応温度が極めて高いことや、還元反応の結果、生成したSiOガスが低温部で
再酸化され、炉内を循環し続ける複雑な反応に基づき原料の炉内での滞留時間が長くなり
、結果的に大きなエネルギーが必要となる。さらに、この長時間の反応時間によって、黒
鉛電極中に含まれるホウ素やリン等の不純物が製造物である金属シリコンに不純物として
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混入することにより、シーメンス法等によって金属シリコンから高純度シリコンを製造す
る工程の効率を低下させているものと考えられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】M. Hakamadaら、Metallurgical and Materials Transactions B, 41B,
350‑358 (2010)
【非特許文献２】Eli Ringdalen: Changes in Quartz During Heating and the Possible
Effects on Si ProductionJ. Metals, 67, 484‑492 (2015)
【非特許文献３】E. Dal Martelloら、Metallurgical and Materials Transactions B, 4
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2B, 939‑950 (2011)
【非特許文献４】Y. Sakaguchiら、ISIJ International, 32, 643‑649 (1992)
【非特許文献５】Muhlbauer, V. Diersら、J. CrystalGrowth; 108, 1‑52 (1991)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
電気炉を新規設備投資することなく、単に既存の工業電気炉への原料挿入方式を変更し
、還元されたSiOガスの再酸化を抑制することにより、原料の炉内、再循環を防止し、極
めて大きな省エネルギー化の達成を目的に、従来からのアーク炉で製造される金属シリコ
ン製造における長時間の反応時間、それに伴う多大な電力消費、及び、黒鉛電極に含まれ
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る不純物の金属シリコンへの混入による高純度シリコン製造の非効率化の問題の解決を本
発明の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、二酸化ケイ素(SiO2)と炭化ケイ素(SiC)との混合ペレットを、レーザー
光照射により高温に数秒間曝露することにより、一酸化ケイ素(SiO(g))のフュームの発生
と、レーザー照射部位の外側に金属シリコン(Si)が直ちに析出生成することを見出した。
このように短時間で熱還元反応を行い、副反応である再酸化反応の惹起を抑制することに
より、高い効率で金属シリコンの製造が可能との知見を基に、本発明を完成させた。
【０００９】
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具体的には、本発明は、金属シリコン製造用のアーク炉であって、アーク炉外より密閉
されたアーク炉内に挿入された黒鉛電極、及び、金属シリコン(Si(l))を排出するための
排出口を備え、前記黒鉛電極は、炉外より炉内電極先端部まで貫通孔を有し、金属シリコ
ンを製造するための原料及び還元剤が前記貫通孔を介して炉内電極先端部よりアーク内に
供給されるアーク炉、又は、固気噴流を随伴したアークが溶融Si浴中に吹き込まれるサブ
マージドアークジェット炉を提供する。
【００１０】
本発明の前記アーク炉は、前記中空型黒鉛電極が、前記密閉されたアーク炉上部よりア
ーク炉内部に挿入され、前記排出口がアーク炉の側面下部に配置される場合がある。
【００１１】
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本発明の前記アーク炉は、金属シリコン製造用のアーク炉であって、反応ガスを排気す
るための排気口と排気手段とをさらに備えるアーク炉である場合がある。
【００１２】
本発明の前記アーク炉において、前記排気口は、前記アーク炉の側面部又は側面下部で
ある場合がある。
【００１３】
本発明の前記アーク炉において、前記原料が二酸化ケイ素を主成分として含む原料であ
って、白珪石、石英、珪砂及び珪岩からなる原料群から選択される少なくとも1種である
場合がある。
【００１４】

20

本発明の前記アーク炉において、前記還元剤が炭素系還元剤であって、石炭、コークス
、黒鉛、木炭、ウッドチップ及び炭素系煤塵からなる群から選択される少なくとも1種で
ある場合がある。
【００１５】
本発明の前記アーク炉において、前記原料及び還元剤が、前記原料と前記還元剤との混
合物である場合がある。
【００１６】
本発明の前記アーク炉において、前記原料及び還元剤の形状が、微粉末、粉末、ペレッ
ト及び塊状からなる群から選択される少なくとも1種である場合がある。
【００１７】
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本発明の前記アーク炉において、前記原料及び還元剤が、キャリアガスと共に前記アー
ク炉に供給される場合がある。
【００１８】
本発明の前記アーク炉において、前記キャリアガスが、Ar、N2、CO、H2及びCH4からな
る群から選択される少なくとも１種である場合がある。
【００１９】
また、本発明は、金属シリコンの製造方法であって、炉外より炉内電極先端部の貫通孔
を介して金属シリコンを製造するための原料及び還元剤をアーク内に供給する工程を含む
製造方法を提供する。
【００２０】
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本発明の前記製造方法において、前記原料及び還元剤よりアーク先端で金属シリコンが
製造される工程を含む場合がある。
【００２１】
本発明の前記製造方法において、さらに、金属シリコンの製造における反応ガスを、製
造される金属シリコンとの混合状態で炉外に排出する工程を含む場合がある。
【００２２】
本発明の前記製造方法において、前記原料及び還元剤が、キャリアガスと共にアーク炉
内に供給される場合がある。
【００２３】
本発明の前記製造方法において、前記キャリアガスが、Ar、N2、CO、H2及びCH4からな
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る群から選択される少なくとも１種である場合がある。
【００２４】
本発明の前記製造方法において、前記炭素熱還元反応の反応ガスとして生成するSiO(g)
を排気する工程をさらに含む場合がある。
【００２５】
本発明の前記製造方法において、前記原料が二酸化ケイ素を主成分として含む原料であ
って、白珪石、石英、珪砂及び珪岩からからなる群から選択される少なくとも1種である
場合がある。
【００２６】
本発明の前記製造方法において、前記還元剤が炭素系還元剤であって、石炭、コークス
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、黒鉛、木炭、ウッドチップ及び炭素系煤塵からなる群から選択される少なくとも1種で
ある場合がある。
【００２７】
本発明の前記製造方法において、前記原料及び還元剤が、前記原料と前記還元剤との混
合物である場合がある。
【発明の効果】
【００２８】
本発明により、従来からのアーク炉で製造される金属シリコン製造における長時間の反
応時間、それに伴う多大な電力消費、及び、黒鉛電極に含まれる不純物の金属シリコンへ
の混入による高純度シリコン製造の非効率化の問題を解決できる。
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【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１Ａ】従来より使用されている酸化ケイ素より金属シリコンを製造する方法、及びそ
のためのアーク炉を表す参考図。
【図１Ｂ】従来より使用されている2本の電極を有するサブマージドアーク炉において、
酸化ケイ素より金属シリコンを製造した場合の空洞の形成、炉頂及び炉壁における金属シ
リコン(Si)の産生を表す参考図(Ringdalen E.ら、
n Selected Reactions

Carbothermic Production of Silico

NTNU, 2012 TMS Annual Meeting & Exhibition(March 11‑15, 20

12)における配布資料より抜粋した図を和訳した図)。
【図２Ａ】二酸化ケイ素と炭化ケイ素との混合ペレットに炭酸ガスレーザー光を照射中の
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写真図。
【図２Ｂ】：炭酸ガスレーザー光照射後のペレットの写真図。
【図３】レーザー光照射後のペレットの照射部、照射周辺部、末端部のラマン分光スペク
トル図。
【図４】図１Ａ及び図１Ｂの金属シリコン生成のメカニズムを説明する図。
【図５Ａ】本発明のアーク炉を表す図。原料及び還元剤を炉内に供給するための貫通孔を
有する筒状の黒鉛電極を備えるアーク炉を表す図。
【図５Ｂ】本発明のアーク炉を表す図。原料及び還元剤を炉内に供給するため、炉外電極
側面より炉内電極先端部まで貫通孔を有する黒鉛電極を備えるアーク炉を表す図。
【図５Ｃ】本発明のアーク炉を表す図。炉外電極側面より略水平方向より略垂直方向の中
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空を介して炉内電極先端部に、原料及び還元剤を炉内に供給するアーク炉を表す図。
【図６】反応ガスを排気するための排気手段を有するアーク炉を表す図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
１．アーク炉
本発明の１つの実施態様は、アーク炉外より密閉されたアーク炉内に挿入された黒鉛電
極、及び、金属シリコン(Si(l))を排出するための排出口を備え、前記黒鉛電極は、炉外
より炉内電極先端部まで貫通孔を有し、金属シリコンを製造するための原料及び還元剤が
前記貫通孔を介して炉内電極先端部よりアーク内に供給されるアーク炉である。該アーク
炉は、固気噴流を随伴したアークが溶融Si浴中に吹き込まれるサブマージドアークジェッ
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ト炉であってもよい。
【００３１】
金属シリコンを製造するために使用される熱還元法は、従来よりアーク炉とよばれる炭
素を電極とした電気炉が使用されている。原料はシリカ（SiO2）や一酸化ケイ素(SiO)を
含有するケイ素含有原料が用いられ、還元剤としてはコークス等のカーボン（C）を使用
する。通常、原料であるシリカ及び、還元剤であるカーボンは炉天井または炉頂の上部よ
り炉内に装入される。原料であるSiO2及びSiO、並びに、還元剤であるカーボンは炉内を
徐々に炉底部分に向かって炉内を降下し、黒鉛電極近傍の溶融反応ゾーンにおいて熱還元
反応が起こり金属シリコン（Si）が生成すると考えられる。このアーク炉での金属シリコ
ンの工業的な製造は、約1900℃で10〜24時間の滞留時間を伴う。
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【００３２】
一方、シリカ(SiO2)と炭化ケイ素(SiC)との混合ペレットに数秒間レーザー光を照射し
、高温にすると、レーザー光照射部位の外側に金属シリコンの析出生成が認められ、シリ
カ等から炭素熱還元反応によって金属シリコンが生じる反応自体は、極めて短時間で進行
することを認めた。
【００３３】
これらの知見を基に、上記の従来からのアーク炉で製造される金属シリコン製造におけ
るSiOガスの再酸化に伴う炉内循環流形成と長時間に亘る炉内滞留時間、それに伴う多大
な電力消費、及び、黒鉛電極に含まれる不純物の金属シリコンへの混入による高純度シリ
コン製造の非効率化による膨大なエネルギーの消費等の問題点に対して、本発明は、温度
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分布を変更することによる空間的反応の相違、及び、反応中間体の存在比を変更すること
による反応操作の合理化及び最適化を目的として、原料装入方式を変更し、消費熱量を削
減し、かつ、工業的に利用されている既存設備を活用しその改造等により軽微な設備投資
で実施可能な解決法を提供する。
【００３４】
なお、本明細書において、「黒鉛電極」とは、「カーボン電極」、「グラファイト電極
」又は「カーボングラファイト電極」と呼ばれる場合があり、従来よりアーク炉等でアー
ク放電に使用される電極であって一般的に人工黒鉛で製造される電極をいう。
【００３５】
以下に詳細に説明する。
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(1) SiOガスの効率的な反応容器外への除去
金属シリコン製造で工業的に使用されているアーク炉では、金属シリコン製造工程で生
成するSiOガスは、非密封の天蓋より炉外放出され、収率低下を招く。それを防止するた
めに、むしろ再酸化させ、SiO2(s)を形成させ、炉底部で再還元させる。工業規模のアー
ク炉と、レーザー照射による短時間でのSi(s)の生成との反応時間の差はSiO(g)の複雑な
反応の繰り返し、SiO(g)循環流によるものと理解される。以上の問題点を解決するために
、本法では生成したSiOガスを溶融した金属シリカと共に、又は、排気手段を使用して、
速やかに系外に排出することにより、複雑な逆反応等を防止し、結果的にアーク炉での滞
留時間を大幅に短縮することが可能となる。
【００３６】
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(2) 中空型電極による、原料及び還元剤の反応炉への吹込み
アーク炉の電極は通常は、棒状の黒鉛電極（カーボン電極）が使用されている。本法で
は、この黒鉛電極の中心部に空洞を設け、この空洞より原料となるSiO2及び還元剤をキャ
リアガスを使用して吹き込むことにより、炉に装入されてから実際に反応が起こるアーク
内へ到達する時間が飛躍的に短縮される。キャリアガスを吹き込むことにより、炉内の圧
力が上昇し、上記(1)のSiOガスを系外に抜き出す際に効率的に働く。
【００３７】
(3) 黒鉛電極が含有するホウ素(B)やリン(P)等の金属シリコンへの不純物混入の防止
黒鉛電極は、一般に、石炭や石油を原料として製造されるコークスにバインダーピッチ
を混合し、練り込み、分散させ、ペーストを作成し、その後、このペーストを射出成型し
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、焼成する工程を経て製造され、アーク炉で金属シリコンを製造する工程で消耗する消耗
品である。すなわち、黒鉛電極に含有されるホウ素(B)やリン(P)等の不純物は、金属シリ
コンに取り込まれれるので、金属シリコンをシーメンス法等によりさらに高純度の金属シ
リコンを製造する場合、それら不純物の揮発物が混入し、SiHCl3又はSiCl4ガス成分への
精留プロセス効率を大幅に低下させている。
【００３８】
したがって、短時間で黒鉛電極の消耗を抑えて金属シリコンを製造することにより、製
造される金属シリコン中の不純物を低下させることができ、金属シリコンのシーメンス法
等による精製工程を効率化可能である。
10

【００３９】
以下に、上記本発明の特性の根拠を説明する。
【００４０】
従来からのアーク炉では極めて複雑な多数の反応が起こっておれ、シリカ（SiO2）のカ
ーボンによる炭素熱還元反応の全反応は以下に示す反応式によるものと報告されている（
非特許文献１）。
【００４１】
SiO2 ＋ 2C → Si(l) ＋ 2CO(g)

(1)

【００４２】
しかしながら、実際の反応は以下の複雑な反応によりSiO2がSiに還元されていると報告
20

されている。
SiO2＋ C → SiO(g) + CO(g)

(2)

SiO(g) + 2C → SiC ＋ CO(g)

(3)

SiO2+ 2SiC → 3Si(l) ＋2CO(g)

(4)

【００４３】
即ち、SiO2のカーボンによる熱還元反応は、総括反応式は(1)式で示されるが、現実に
は単純な反応ではなく、(2)式の如く原料であるSiO2が還元剤であるカーボンと反応しSiO
ガスとCOガスが発生する。これらSiO及びCOガスが炉内を上昇するにつれ、低温部で逆反
応によりSiO2(s)が形成され、炉頂部から挿入された珪石原料とともに、底部へと下降し
、アーク部で再還元される可能性がある。本発明はこの低温部での酸化、循環流に基づく
下降、再還元、炉頂部への上昇、低温部での再度の酸化、そして下降する循環流割合を極
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力低下させる事を目的とする。次に(3)式に示す通り、このSiOがカーボンと反応しSiC及
びCOガスが発生する。そして(4)式に示す反応により金属シリコン(Si)が液体状で生成さ
れると考えられる。
【００４４】
さらに、これらの反応とは別に、種々の反応が起こっていると報告され、初期のSiの生
成は以下に示したように複雑な反応によりSiが生成されていると考えられる。
2SiO2+ SiC → 3SiO(g) + CO(g)

(5)

【００４５】
さらに以下の反応も起こっていると報告されている。
SiO2＋ CO(g) → SiO(g) ＋ CO2(g)

(6)

2CO2(g) ＋ SiC → SiO(g) ＋ 3CO(g)

(7)
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【００４６】
そしてSiは以下の反応により生成していると考えられる。
SiO(g) ＋ SiC → 2Si(l) ＋ CO(g)

(8)

【００４７】
以上の(5)〜(8)の反応式によっても、Siが生成すると述べられている。
【００４８】
一方、生成したSi中にシリカ（SiO2）が存在した場合は、以下の反応が起こる。
Si(l) ＋ SiO2(l) → 2SiO(g)

(9)

即ち、生成したSiが再びSiO2と反応しSiOガスを生成する。

50

(8)

JP 2018‑111637 A 2018.7.19

そして、高温部で生成したSiO(g)は低温部において凝縮し以下の反応を起こす。
2SiO(g) → Si ＋ SiO2

(10)

【００４９】
即ち、反応(9)の逆反応が起こる。
【００５０】
このように、実際の炉内では非常に複雑な反応が起こっており、その結果、Siの生成に
は膨大な滞留時間が必要になるものと考えられ、結果的に反応効率を著しく低下させ、消
費エネルギー量も増加する。
【００５１】
また、従来のアーク炉での金属シリコンの製造は、原料SiO2及び還元剤は炉上部から反
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応炉に供給される（図１Ａ、図１Ｂ参照）。供給された原料及び還元剤は、炉内を徐々に
下降し、反応サイトであるアーク先端に達して、高温状態でSiO(g)が生成し、SiO(g)が軽
いために、高温部から炉頂上部へと上昇し、炉内に空洞を形成する。その過程で炉頂部か
ら装入された比較的低温状態にあるSiO2やC等の原料及び還元剤と接触し、いわば逆反応
に相当する反応により、SiO(g)がSiC(s)やSiO2(s)を生成しつつ、アーク炉下部へと移行
し、高温部で再度、炭素熱還元反応を経て、SiO(g)が生成し、それが再度、上昇する。こ
のSiO(g)の炉内空洞における循環流れが見かけ上、SiO2の極めて長い滞留時間をもたらす
要因である。また、滞留時間が長くなればなるほど、Si(l)およびSiO(g)がグラファイト
電極と接触する時間が長くなり、グラファイト電極中に含有されているバインダーなどに
起因する不純物、特に、リン(P)、ホウ素(B)を吸収する可能性が極めて大きくなる。その
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際にこの降下に要する時間が長ければ長いほど、炉内の滞留時間が長くなり結果的に反応
効率の低下、エネルギー消費の増大となる。
【００５２】
更に大きな問題点は、生成するSiに含有する不純物である。特に、BやPについては、単
純な方法では除去できないため、シーメンス法における粗Siの流動層塩化反応による各種
塩化物ガスの多段蒸留精製プロセスによる不純物の除去が必要不可欠となる。
【００５３】
実際に金属シリコンの工業的製造に使用されるアーク炉においては、上記のSiO(g)の生
成と、その上昇に伴い、アーク炉内における空洞の形成及びアーク炉壁面においてSiCとS
iとの混合物の形成を伴うことが知られている（図１Ｂ）。
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【００５４】
現在のアーク炉による太陽電池用シリコンの原料となる金属シリコンの製造法には以上
のような問題点がある。
【００５５】
しかし、上記、及び実施例で示されるとおり、実際の小規模試験によればSiの生成の反
応は5〜30秒という極めて短時間で起こることを認めた。そこで、上記の(1) SiOガスの効
率的な反応容器外への除去、(2) 中空型電極による、原料及び還元剤の反応炉への吹込み
、及び、(3) 黒鉛電極が含有するホウ素(B)やリン(P)等の金属シリコンへの不純物混入の
防止により、本発明は、エネルギー消費量の大きな低下による効率化、及び高純度シリコ
ン製造の効率化等をもたらすことが可能である。
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【００５６】
したがって、本発明のアーク炉の例としては、密閉されたアーク炉であって、黒鉛電極
は炉外より炉内に挿入され、該黒鉛電極はアーク先端部と炉外とを結ぶ貫通孔を有し、こ
の貫通孔を介してアーク内に原料及び還元剤が供給される。
【００５７】
本発明の前記アーク炉の例としては、前記中空型黒鉛電極が、前記密閉されたアーク炉
上部よりアーク炉内部に挿入され、前記排出口がアーク炉の側面下部に配置されるアーク
炉である。
【００５８】
本発明のアーク炉は、従来より工業的に使用されているアーク炉を密閉型に改造するこ
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とにより製造できる。
【００５９】
また、黒鉛電極は、従来よりコークス等の電極原料をバインダーピッチと混合し、ペー
スト状とし、このペーストを成型することにより製造されている。したがって、金属シリ
コンの製造のための原料及び還元剤を供給するための貫通孔を有する黒鉛電極は、前記ペ
ーストを貫通孔を有するよう成型することにより製造できる。また、黒鉛電極の両端間を
結ぶ貫通孔を有する筒型状の黒鉛電極は商業的に利用可能であり、これを入手して使用す
ることもできる。
【００６０】
本発明の前記アーク炉のもう１つの例としては、金属シリコン製造用のアーク炉であっ
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て、反応ガスを排気するための排気手段をさらに備えるアーク炉である。
【００６１】
前記アーク炉の例において、前記原料の例は、二酸化ケイ素を主成分として含む原料で
あって、白珪石等の珪石、石英、珪砂及び珪岩等から選択される。珪岩として、砂岩質珪
岩、膠結性珪岩、再結晶珪岩（三河珪石、大連珪石）、複合珪岩（赤白珪石、青白珪石）
等が挙げられる。
【００６２】
本発明の前記アーク炉において、前記還元剤の例は、炭素(C)を主として含む炭素系還
元剤であって、石炭、コークス、仮焼コークス、黒鉛（天然黒鉛又は人造黒鉛）、ピッチ
、タール、焙焼無煙炭、木炭、ウッドチップ及び炭素系煤塵から選択することができる。
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また、前記原料及び還元剤が、前記原料と前記還元剤との混合物であってもよい。
【００６３】
前記原料及び還元剤（以下「原料等」と記載する）の形状の例は、本発明のアーク炉で
、速やかに炭素熱還元反応によって消費される限り、微粉末、粉末、ペレット状や塊状の
形状のものを使用できる。
【００６４】
前記原料等を炉内に供給する場合に、キャリアガスと共に炉内に供給することができる
。前記キャリアガスの例として、Ar、N2、CO、H2及びCH4からなる群から選択される少な
くとも１種を使用することができる。
【００６５】
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そして、この炉外の供給口より炉内電極先端を介してアーク内に原料等が供給されるが
、アーク内に挿入された原料等は、電極先端より炉床上の液体金属シリコン表面に固気噴
流として吹きつけられ、アーク先端を含むアーク内で炭素熱還元反応によって液体状の金
属シリコンとなる。この液体状の金属シリコンは、排出口より炉外に排出される。
【００６６】
本発明のアーク炉において、原料等の供給口及び金属シリコンの排出口以外は密閉され
、原料等はキャリアガスと共に炉内に吹き込まれるため、金属シリコンの製造工程で産生
される反応ガスは、排出口より金属シリコンと共に排出される。
【００６７】
また、この反応ガスをより積極的に排気するために、減圧ポンプ等を用いた排気手段を
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さらに備えることも可能である。反応ガスを排気するための排気手段の配置位置は特に限
定されないが、例えば、本発明の炉内側面下部に排気口を配置することができる。
【００６８】
２．金属シリコンの製造方法
本発明のもう1つの実施態様は、アーク炉を用い、炉外より炉内電極先端部の貫通孔を
介して金属シリコンを製造するための原料等をアーク内に供給する工程を含む金属シリコ
ンの製造方法である。
【００６９】
本発明の前記製造方法は、前記原料等をキャリアガスと共に黒鉛電極の貫通孔を介して
アーク内に吹き込むことにより供給することができる。前記キャリアガスの例として、Ar
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、N2、CO、H2及びCH4からなる群から選択される少なくとも１種が挙げられる。
【００７０】
本発明の前記製造方法は、金属シリコンの製造における反応ガスを、製造される金属シ
リコンとの混合状態で炉外に排出する工程を含むことができる。
【００７１】
また、本発明の前記製造方法の例として、前記炭素熱還元反応の反応ガスとして生成す
るSiO(g)を排気する工程をさらに含むことができる。この反応ガスの排気には、例えば、
真空ポンプにより、アーク炉の側面下部より排気することができる。
【００７２】
さらに、前記原料の例として、二酸化ケイ素を主成分として含む原料である、白珪石、
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石英、珪砂及び珪岩等を挙げることができる。
【００７３】
前記還元剤の例として、炭素系還元剤であって、石炭、コークス、黒鉛、ピッチ、ター
ル、木炭、ウッドチップ及び炭素系煤塵等を挙げることができる。また、前記原料等の例
として、前記原料と前記還元剤との混合物を挙げることができる。
【００７４】
前記原料等の形状としては、本発明の製造方法で速やかに炭素熱還元反応によって消費
される限り、微粉末、粉末、ペレット状及び塊状のものを使用することができる。
【００７５】
以上詳細に説明したように、本発明により、アーク炉での滞留時間が大幅に短縮され、
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結果的に大幅な省エネルギーを実現すると共に、生成されるSi品位も向上し、太陽電池用
Siに精製するための方法も従来より実施されているシーメンス法に比較して大幅にエネル
ギー消費量が減少する。
【００７６】
本明細書において言及される全ての文献はその全体が引用により本明細書に取り込まれ
る。ここに記述される実施例は本発明の実施形態を例示するものであり、本発明の範囲を
限定するものとして解釈されるべきではない。
【実施例１】
【００７７】
シリカと炭化ケイ素との混合ペレットへの炭酸ガスレーザーの照射による金属シリコンの
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形成
市販のシリカと炭化ケイ素粉末とで作製した混合ペレットに対して、炭酸ガスレーザー
照射装置(JAXA筑波宇宙センター所有)を用いレーザー光を5秒間照射することにより、シ
リカが極めて短時間で炭素熱還元された（図２Ａ）。その結果、レーザー光照射後のペレ
ットは、照射部、照射周辺部、さらにその外側の末端部でそれぞれ灰色、淡灰色及び茶色
を示した（図２Ｂ）。
【００７８】
そこで、これらの部位毎の試料をレーザーラマン分光法で解析したところ、レーザー光
照射部で金属シリコン(Si)の析出生成を表すピークを認め、一方、照射周辺部では、Siの
生成を示すピーク強度は比較的小さかった。しかし、照射周辺部のさらに外側の茶色部分
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において、もっとも強い金属シリコンの析出精製を示す強いピークを認めた（図３）。
【００７９】
これらの結果は、SiC‑SiO2ペレットにレーザー光を照射し、高温とすることにより下記
式(11)及び(12)の反応が誘起されることにより、ガス状のSiO(g)が生成され、ペレット周
辺の雰囲気中の急激な温度勾配中で所謂Enhanced Vaporizationを引き起こしつつ、冷却
され、過飽和状態になり、相変態によりSiO(l又はs)となり、凝集し、これが試料末端部
に落下堆積し、SiO2がSiOによって還元されることにより、下記式(13)の反応によって試
料末端部でSiが生成したものと考えられる（図４）。あるいはまた、式(10)によりSiが析
出したと考えられる。この試料末端部における茶色味を帯びたSiの生成現象は、極めて異
なる実験手法を用いているにも関わらず、従来からのアーク炉内部で、空洞の形成と炉頂
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及び炉壁に茶色のSi領域が出現される巨視的な炭素熱還元操作と定性的に一致する（図１
Ｂ）。
SiO2(s) + 1/2SiC(s) → 3/2SiO(g) + 1/2CO(g)

(11)

SiO2(s) + SiC(s) → Si(l) + SiO(g) + CO(g)

(12)

SiO(g) → 1/2Si(s) + 1/2 SiO2(s)

(13)

【実施例２】
【００８０】
本発明のアーク炉及び該アーク炉を使用した金属シリコンの製造法
本発明のアーク炉の概要図を図５Ａ〜図５Ｂに例示した。アーク炉(1)は密閉され、原
料及び還元剤を供給するための貫通孔(4)を有する黒鉛電極(2)がアーク炉上部を介してア
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ーク炉外よりアーク炉内(6)に挿入される。アークは、前記電極(2)より炉床上の溶解した
金属シリコン(Si(l))に放電する。黒鉛電極(2)のアーク炉内電極先端部までつながる貫通
孔(4)を介して、白珪石等の原料及びコークス等の還元剤が、Ar等のキャリアガスを使用
してアーク内に供給される。貫通孔(4)は、炉内電極先端部よりアーク内に原料等を供給
できればよく、したがって、貫通孔(4)の黒鉛電極(2)の炉外原料等供給口は、黒鉛電極(2
)の炉外先端に配置されてもよく（図５Ａ）、又は、黒鉛電極の炉外側面に配置されても
よい（図５Ｂ，図５Ｃ）。
【００８１】
主にアーク内で炭素熱還元反応が進行し、短時間で金属シリコンが製造される。アーク
は、炉床上の液体状の金属シリコンまで続くため、供給される原料等が、例えば、炉床ま
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で落下したとしても、炭素熱還元反応によって金属シリコンが製造される。
【００８２】
製造される液体状の金属シリコンは、排出口(5)を通り炉外に排出される。一方、炭素
熱還元反応で生成するSiO(g)等の反応ガスは、アーク炉自体が密閉され、原料等はキャリ
アガスを介して陽圧で吹き込むことによりアーク炉内に供給されるため、排出口(5)より
液体状の金属シリコンと共に炉外に排出される。SiO(g)等の反応ガスを速やかに炉外に排
出することにより、従来のサブマージドアーク炉で認められる空洞の形成や炉壁における
副生物の生成を防止することができる。
【００８３】
また、より積極的に反応ガスを炉外に排出するため、例えば、炉壁下部に排気口を備え
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て、この排気口より真空ポンプ等の排気装置を用いて反応ガスを炉外に排出することもで
きる（図６）。
【００８４】
炉外に排出された液体状の金属シリコン(Si(l))を冷却することにより、固体状の金属
シリコン(Si(s))が製造される。この製造された金属シリコン(Si(s))は、適宜、シーメン
ス法等でホウ素(B)及びリン(P)等の不純物を除去、精製され、太陽電池やシリコンウェハ
ー等の材料として使用される。
【００８５】
以上の結果より、従来からのアーク炉で製造される金属シリコン製造における長時間の
反応時間、それに伴う多大な電力消費、及び、黒鉛電極に含まれる不純物の金属シリコン
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への混入による高純度シリコン製造の非効率化の問題を本発明は解決できる。そして、本
発明は、電気炉を新規設備するための巨額投資することなく、単に既存の工業電気炉への
原料挿入方式を変更することにより、還元されたSiOガスの再酸化を抑制することにより
、原料の炉内、再循環を防止し、極めて大きな省エネルギー化を達成可能である。
【符号の説明】
【００８６】
1. アーク炉
2. 黒鉛電極
3. アーク
4. 原料等供給用貫通孔

50

(12)
5. 排出口
6. アーク炉内
7. 排気口

【図１Ａ】

【図２Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ｂ】
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【図３】

【図５Ａ】

【図４】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図６】
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