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まえがき

アルミニウムは，1807年に発見された当時から，電気分

解法（電解法）によって分離することが可能であると予言

されていたが，安くて強力な電気エネルギーを得ることが

困難であった。しかし，1860年代のドイツのシーメンス，

ベルギーのグラムらの功績により安価で安定した直流電力

の供給が可能になり，電気化学法による金属製錬の道が開

かれた。

アルミ電解とは，ボーキサイトをかせいソーダで溶解し

てアルミナを抽出し，このアルミナを氷晶石を溶媒として

直流電源を用いて電気分解しアルミニウムを製錬する方法

であり，それまでの金属還元法に取って代わるものである。

この方法での工業化は1888年にヨーロッパおよび北米での

工場建設に始まり，日本国内では1894年から生産を開始し

た。

アルミ電解は直流の大電流を必要とするが，一般的には

適当な変換装置を介して交流電源から直流を得る整流装置

によっている。この整流装置は，技術の進歩に伴い回転変

流機，水銀整流器，接触変流機を経て，1960年代に入りセ

レン，シリコンなどの半導体整流器へと置き換わり，半導

体素子の高電圧化，大電流化を背景に現在に至っている。

図１に富士電機が整流装置を納入した最近のアルミ電解

工場の全景を示す。

富士電機は1959年以来，74件の整流装置をアルミ電解用

に納入しており，現在では世界トップクラスのシェアを有

している。2000年に営業運転を開始したモザール（モザン

ビーク）向け整流装置は，単器世界最大容量（DC 1,330 V，

100 kA，133MW）である。

本稿では，アルミ電解用整流装置に対する最近の要求の

特徴と整流装置における最近の技術を報告する。

アルミ電解用整流装置の特徴

アルミ電解工業は電気エネルギー多消費産業の一つであ

ることから，電力原単位低減が最大の改善目標である。そ

こで電解工程における技術開発は主として電解炉の大型化

に重点が置かれ，電極構造の改良，電極位置のコンピュー

タによる自動制御や電解炉内の通電電流均一化対策などが

行われている。

それら電解設備側の技術進歩に合わせ，電源装置に対し

ての要求仕様は表１のように推移してきた。また，アルミ

電解の特徴として次の仕様が要求される。

停電しない電源

溶融塩電解であるため，電源の喪失はいったん溶けたア

ルミニウムの再凝固を招き工場設備に多大な損害を与える

ので，高信頼性が要求される。

0 ～ 100 ％の広い電圧調整機能

電解炉（通常 4.3V/1 炉）は操業当初に１～２炉から通

電し，以後３～４炉ずつ増やして最終の定格炉数までに至

ることから，全電圧領域での出力調整機能が要求される。
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図１　アルミ電解工場の全景

表１　アルミ電解炉としての要求電気仕様�

1960年代 → 1995年以降�

500 V → 1,200～1,500 V�

50～120 kA → 340 kA前後～�

25～60 MW → 400～510 MW
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自動定電流制御機能

溶融塩電解の現象として，陽極効果（AE：Anode Ef-

fect）がある。電解の過程において，炉内の原料アルミナ

が減少したり電極（陽極）が消耗して短くなると，電極表

面とアルミナ面のすきまにガスが発生し，炉電圧が 30～

60Vほど上昇する。これは電源に対しては負荷抵抗が増

加したことと同じであり，整流装置出力電圧が一定であれ

ば，出力電流が低下してしまいアルミ生産量の減少となる。

そこで常に出力電流を一定に保つ制御が要求される。

単器大容量装置

通常，前記の電解設備要求定格を複数台（4 ～ 5 台）の

整流装置でまかない，設備の無停電化を図る目的で常に１

台を予備として設ける。そこで次の理由から単器大容量化

が要求される。

① 装置総合損失の低減

② 交流側受配電設備も含めた省スペース

③ 保守対象装置の低減

ディジタル制御

整流装置の定電流制御を PLC/MMIで行い，オンライ

ンでの制御変数の変更による容易な最適化制御を可能とす

る。

モザール向けアルミ電解用整流装置

この設備の電解炉は 1,330 V，340 kAの定格で，５台の

整流装置によって総合60相整流で給電される。このうち１

台は予備であり，単器定格としては４台で給電することを

前提としている。さらに２台が停止状態でも炉の操業が維

持できることを考慮して単器仕様は表２とした。

アルミ電解用整流装置は，変換効率，操業の安定性，広

い電圧調整範囲における力率，系統ひずみの補償などを考

慮するとダイオード式が優位であり，整流装置としては電

圧調整用変圧器部と整流器用変圧器部とで構成される変圧

器とダイオード整流器から成る。さらに変圧器の二次側に

は，直流出力を一定に制御するための電圧調整用リアクト

ル（VCR）が内蔵されている。単器の単線結線図を図２に

示す。

本整流装置は，工場にて変圧器と整流器を組み合わせた

総合試験にて 100 kAの通電試験を行い，また現地据付け

後にも同様な試験を繰り返し現在順調に営業運転を行って

いる。図３に工場での通電試験状況を示す。

変圧器

整流装置の大容量化に伴い，変圧器としても種々の課題

が出てきているが，以下にその課題と解決事例の一部を説

明する。

４.１ 全範囲負荷時タップ切換方式

アルミ電解用整流装置は大容量化に伴い，変圧器１台あ

たりの容量は 100 ～ 160MVAとなる。また，前述したよ

うに 0 ～ 100 ％の電圧調整範囲が要求されるため，この変

圧器は電圧調整用変圧器と整流器用変圧器で構成される。

この電圧調整用変圧器は，一般的には３～４タップの無電

圧タップ切換器（NVTC）と三十数タップの負荷時タップ

切換器（OLTC）を併用して，100タップ前後の切換を行

う方式が採用される。したがって，遮断器投入時の励磁突

入電流には電圧調整用変圧器の負荷である整流器用変圧器

の励磁突入電流が重畳し，同一容量の通常の変圧器に比較

して過大となり，これによる電源じょう乱が問題となる。

この対策として，全電圧を OLTCで切り換える100タッ

プ前後の多点タイプの負荷時タップ切換器を採用した。こ

れにより NVTCを用いず全範囲を負荷時切換可能とし，

遮断器投入時には必ずタップを最低位置とすることができ，
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図３　工場での通電試験状況
表２　モザール向け整流装置の仕様�

AC132 kV，三相，50 Hz�
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励磁突入電流を軽減できた。

４.２ 完全12相整流

整流装置が大容量化する場合，電源系統への高調波電流

流出を最小限とするため，整流器を単器12相整流，１電解

炉あたり総合48～60相整流とするシステムが一般的である。

このとき，12相整流を構成する各６相整流グループの間に

不平衡（直流側無負荷電圧の差異および短絡インピーダン

スの差異）があると，完全な12相整流とならず，第 5次・

第 7次高調波が電源側へ流出することになる。このため，

この対策として中間ヨーク付き二階建て鉄心構造を採用し

た。

図４はその適用例で，鉄心と巻線構成を示すものである。

上段は直流側巻線を星形結線，下段は三角結線にし，30度

の位相差とすることにより単一鉄心単器12相整流としてい

る。ところで，巻線のターン数は必然的に整数しか選択で

きず，さらに大電流整流設備用のように二次電流が大きな

整流器用変圧器においては，選択できる二次巻線のターン

数は大きな数を選択できない。このため，もし中間ヨーク

を設けないと上下段の無負荷電圧を一致させることはでき

ず（三角巻線の巻数を星形巻線の√3倍とすれば理想的で

あるが，巻線の関係からそれができない），例えば，星形

巻線を 5ターンとすると三角巻線は 9ターンが最適値であ

るが，両者の無負荷電圧の間には，

（ －１）×100＝3.9 ％

の差が生じる。しかし負荷は同一であるから，直流出力電

圧は同一となるようにこの差は VCRの制御によって吸収

され，この吸収量に差が発生することにより理想的な12相

整流からずれる。これにより，本来キャンセルされるべき

第 5次・第 7次高調波が，前述のケースでは基本波のおよ

そ１％残存し，電源側へ流出する。同様に，上下段の短絡

インピーダンスの差異も，第 5次・第 7次高調波残存の要

因となりうる。

ここで中間ヨークを設けると上下段の磁束の差をバイパ

スさせることができるので，上下段の磁束密度をそれぞれ

任意に設定することができる。これは交流側巻線の巻数を

それぞれの直流側巻線に最適な巻数に選ぶことが可能であ

ることを意味し，両者の無負荷電圧を 0.2 ％以下に小さく

することが可能となる。また，上下段の巻線の断面寸法は

それぞれ個別に設定することができるので，両者の短絡イ

ンピーダンスもまた同一とすることができる。これらによ

り，１鉄心構造で省スペースな構造ながら，理想的な 12

相整流に限りなく近い機能を提供し，複数台による多相整

流の効果を最大限活用できる。

４.３ 変圧器の内部構成

既述した高調波対策などの面から，大容量のアルミ電解

用変圧器の主回路構成は，電圧調整用変圧器（単巻：全範

囲負荷時タップ切換）＋12相整流器用変圧器（中間ヨーク

付き二階建て： VCR内蔵）が最近の一般的な構成となる。

このとき，電圧調整用変圧器二次定格電圧は内部回路とな

るので，製造者の判断と責任において決定される。これを

高くすると負荷時タップ切換器の通過電流が小さくなるが，

反面，整流器用変圧器の絶縁設計レベルが高くなる。この

両者の条件を満足する最適な中間回路電圧の選定が，計画

上の鍵（かぎ）の一つである。そこで，タップ切換過程に

おける中間回路の最高電圧が IEC 規格の 72.5 kVを超えず，

かつ負荷時タップ切換器の信頼性を十分満足しうる通過電

流を考慮し，このような大容量の場合，この電圧を 66 kV

に設定している。

また，このような大容量器になると輸送上の制約が発生

する。この場合，電圧調整用変圧器と整流器用変圧器をお

のおの専用のタンクに収納して，個別輸送を可能にする構

成としながら，しかし両変圧器は現地において隣接して設

置し，油中ダクトにより接続される構造が適用される。こ

の油中ダクトは両変圧器の絶縁油とは完全に遮断され，専

用の付属品（コンサベータ，放圧装置，油面計など）を備

えることにより保守性の向上を図っている。

ダイオード整流器

整流器が大容量化すると以下のような課題が出てくる。

大電流による局部過熱対策

並列素子間の電流アンバランスの把握

大容量素子，ヒューズの適用技術

大容量ヒューズに対する振動劣化に対する対策

このような課題に対して，最近の大容量整流装置におい

ては下記の検討を加え解決している。

５.１ 大電流による局部過熱に対する対策

直流大電流整流器では，整流回路の交番大電流に伴う磁

束の発生により，リードや端子周辺の局部過熱の増大を招

く。この対策として，富士電機は長く同相逆並列接続を適

用してこの障害の発生を防いでおり，整流装置の大容量化

においてはますますその効果が威力を発揮している。同相

逆並列接続とは，図５に示すように二つの整流器群を完全

に相似形に配置し，ただしすべての部位に流れる電流が逆

向きになるように構成する技術である。これによりおのお
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のの整流器群が発生する磁束は完全に打ち消し合い，整流

器を収納するケースを鉄材にて構成しても局部過熱を発生

させる心配がない。この接続方式を適用することにより，

さらに次の効果も得られる。

変圧器ー整流器間接続リードおよび整流器内部のイン

ダクタンス低減により，整流器運転時の電圧降下の低減，

力率改善が図れる。

素子並列間の電流アンバランスの原因である整流器内

部インダクタンスの低減により，電流アンバランスを低

減できる。

５.２ 並列素子間の電流アンバランス

素子を並列にて使用する場合，素子の特性差および素子

並列回路の導体のインダクタンスによって，並列間の電流

は均一には流れない。その電流アンバランスを把握し，そ

の値を考慮して並列素子数を決定することは，信頼性・経

済性の観点で重要な事項である。ここで，素子の並列数は

下記によって決まる（１並列冗長の場合）。

P＝ ＋１

ここで， Id ：装置定格出力

α：並列素子間の電流アンバランス率
G：整流器群の群数

Is ：１素子の最大取得電流

K： 3（ブリッジ結線の場合）

したがって，素子並列数は電流アンバランス率に比例し，

電流アンバランスの量により素子並列数が決定される。ま

たこの電流アンバランスは，前述したようにインダクタン

スの影響を受けるため，素子を通流する電流波形が変化す

ると電流アンバランスも変化する。ところが，この電流ア

ンバランスは工場試験では規格に基づき短絡法にて測定す

るが，短絡法では素子を通流する電流波形は定格運転時と

は異なるため，実際の定格時の電流アンバランスとは異な

る。この定格運転時の電流分担を把握することは，装置の

長期にわたる信頼性維持の面で重要である。この電流アン

バランスは下記のようにシミュレーションにて確認でき，

工場試験結果との突き合わせ，さらに定格運転状態の把握

が可能となる。

並列素子周辺回路は図６のような等価回路で示される。

同相逆並列を適用しているので，2 回路分を含めてシミュ

レーションを行う。この回路インダクタンスは互いに相互

Id・α
K・G・Is
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インダクタンスが存在する。それらを忠実に算出して汎用

ソフトウェアによる回路解析を行うことにより，おのおの

の電流パスの電流をシミュレーションできる。図７に工場

試験および定格運転した場合の各電流パスの電流波形，お

よびその際の電流アンバランスのシミュレーション結果の

一例を示す。このシミュレーションは並列素子数が８の場

合であり，平均電流を 100とした場合のおのおのの素子に

流れる電流値を平均値に対する比率として示している。工

場試験においては短絡法にて試験を行うので，おのおのの

素子に流れる電流波形はこの図に示すように正弦波に近い

波形となるが，現地での定格運転時にはその波形は方形波

に近い波形となる。電流アンバランスはインダクタンスの

影響を受けることから，素子に流れる電流波形の変化によ

り電流アンバランスも変化するが，このシミュレーション

によりその変化の差を定量的に把握できる。

５.３ 大容量素子，ヒューズ適用技術

整流装置の大容量化対応のために，高耐圧・大電流の平

型ダイオードの開発も行った。その型式名，概略特性を表

３に，外観を図８に示す。

電極径 80mm，半導体ペレット径 89mm，定格電圧

4,500 V，定格電流 3,000 Aの素子である。このほかにも

5,000 Vの素子もメニューとしてそろえた。素子開発に際

しては最近の技術を種々注入したが，以下にその一部を紹

介する。

均一拡散技術の確立

大口径のシリコン板に対して，均一な拡散層および表面

濃度を確保するため，シリコンウェーハメーカーと共同で

専用のシリコンウェーハを開発した。この方法の専用シリ

コンウェーハ採用により，素子特性ばらつきを従来の約

50％に低減できた。

高耐圧化の検証

素子の高耐圧化においては，その内部の電位分布を把握

することが，内部構造決定，絶縁物の選定において重要な

要素となる。そこで，素子内部の電位分布シミュレーショ

ンを行い，内部部品形状の変化により，電位がどのように

分布してどの部分の責務が厳しくなるかの確認・検証を

行った。これにより，高電圧においても十分な耐量を有す

るパッケージ内部設計を行い高い信頼性を確保することが

できた。さらにこの技術によりパッケージ内部で使用する

絶縁物についても，従来の型成形ができない四ふっ化エチ

レン系樹脂の切削加工品から，型成形が可能なポリイミド

系樹脂成型品に変更することができ，経済的な設計を達成

した。

また，装置保護および半導体保護用ヒューズの選定のた

めに，サージ順電流定格値を正確に把握する必要があり，

当社所有の短絡発電機（2,000MVA）により実際に通電し，

逆電圧ありの条件で，所要の耐量があることを確認した。

ダイオード素子の大容量化に伴い，半導体保護用ヒュー

ズも大容量品を適用するようになってきている。モザール

向けで適用したヒューズは 1,350V，4,000A 定格品である。

このヒューズは外形105角が 2並列で1個のヒューズを形成

しており，質量約 9kgと重量物である。これら大容量の

素子・ヒューズを適用する場合は，最近は素子とヒューズ

を一体で加圧するプレスパック方式が一部で採用されてい

るが，この場合仮にヒューズ溶断が発生したときすべて分

解が必要なため，メンテナンス性で大きな難点となってい

た。富士電機では，素子とヒューズを個別に取り付ける従

来の方式を踏襲してメンテナンス性を維持している。その

（2）

（1）

300（42）
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図９　スタック部分図

図８　新型平型ダイオード素子（ER3001FL-45）
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ために，次の課題を解決した。

素子とヒューズを個別に取り付けると，その間を接続す

る導体が必要となる。ところが，ヒューズに与える機械力

を抑えるためには，その導体の厚みには制限がある。しか

し，この導体の厚みが制限されると通流できる電流も制限

され，大容量素子・ヒューズの能力が十分引き出せない。

そのため，厚み 5mmの薄板の銅バー内部に水路を形成

して水冷化することにより，機械的には弱くかつ電流容量

の大きい銅バーを開発した。これにより，ヒューズは両面

水冷とすることもでき，素子，ヒューズの能力を十分に引

き出すことができた。このスタックの概念図を図９に示す。

５.４ 大容量ヒューズの振動対策

さらに，このように大容量のヒューズを適用する場合の

問題としてヒューズの振動対策が挙げられる。ヒューズ内

部は薄い銀板数枚で構成され，おのおのには数列狭隘

（きょうあい）部が設けられていて構造的には弱い。すな

わち，ヒューズの機能としては，大電流が流せてかつ定格

を超える大電流には速やかに限流遮断する能力が要求され

る。つまり，過電流に対して切れやすいヒューズが要求さ

れ，したがっておのずと振動にも弱くなる。本装置におい

ては，ヒューズに及ぼす振動の影響をシミュレーションで

確認し，その振動をヒューズの許容値まで低減するための

構造上の対策を行った。

シミュレーションは SDRC 社（米国）の I-DEASを用

いて行った。振動レベルを評価するためには，スタック全

体の固有振動数の計算を実施し，この固有振動数をもとに

モーダル応答法による振動応答の計算を行った。ヒューズ

を取り付けている冷却導体は同相逆並列接続を適用してい

るので，同側と逆側が互いに対向して逆向きの電流が流れ

ているので，この間には反発力が働き，冷却導体間の距離

を d（mm），力の作用する長さを L（mm），電磁単位に

換算した電流（1e.m.u=10A）を I1，I2とすれば，概略の電

磁力 f（Ｎ）は，下記により算出され，冷却導体の各高さ

ごとに入力した。

f = 2 × 10－5・ I1 ・ I2 ・ L/d

この電磁力をヒューズに流れる電流波形で計算して，周

波数分析を行った。一方，応答計算では，上記の電磁力が

0 ～ 500 Hzまで，同一の値が作用するとして計算を実施

した。これをもとに，電磁力一定の振動応答結果に，この

周波数分析結果のスペクトルの係数を掛けることで，実動

時の振動レベルの予測を行った。このシミュレーション結

果の一例を図 に示す。この例は並列素子数が７の場合の

200 Hzでの振動応答計算結果である。このようにスタッ

ク全体をアニメーション的にシミュレーションすることに

より，応答倍率の大きい部分の把握あるいは最適な補強箇

所の推定を容易に行うことができる。この計算結果にあら

かじめ計算した電磁力の周波数分析結果の 200 Hz 成分を

掛けることにより，200 Hzでのおのおののヒューズの振

動のレベルを把握することができ，同様な計算を各周波数

成分にて実施し，それらの値がヒューズの許容値を超える

場合はスタックに適切な補強を加えて再度計算を繰り返す。

このようなシミュレーションを行ったことにより，ヒュー

ズを取り付ける冷却導体の締付け箇所を最適とし，ヒュー

ズに与える振動劣化を抑えることができ，長期の信頼性を

確保した。

あとがき

アルミニウムの需要は年々増加しており，アルミ電解設

備への投資は継続して堅調である。富士電機も現在の製作

中も含めここ 5 年の間に34台，7プラントの製作を手がけ，

関連する技術を向上させている。この技術をさらに洗練さ

せ，より経済的で信頼性の高い整流装置へと改良を進めて

いくことが，アルミ業界への貢献と考えている。
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図１０　振動シミュレーション例

解　説 アーム構成

パワーエレクトロニクス装置の仕様の一つを示す，

例えば「1S8P6A4G」などという記号は装置の要素構

成を表している。その中のアルファベットは，それぞ

れ Series，Parallel，Arm，Groupを意味している。ま

た，記号全体としては，１直列８並列とした素子から

成るアームを，三相に準拠して６基備えた単位イン

バータまたは単位整流器を，直列ないし並列に４グ

ループ併置したものを意味している。
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