
丸尾　哲弘

産業用電源装置の設計に従事。現

在，変電システム製作所パワエレ

部担当課長。

富士時報 Vol.74 No.5 2001

まえがき

従来，アルミサッシの着色や各種金属への電気めっきに

代表される金属の表面処理にはサイリスタ整流器を使用す

るのが一般的であった。しかしながら，サイリスタ整流器

による直流電流だけでは歩留り，色調，付きまわり性など

を向上させるには限界があった。近年のパワーエレクトロ

ニクスの技術進歩により，サイリスタ整流器では得られな

かった特殊波形を作り出すことができるようになり，各プ

ロセスにおける最適条件を電源の波形の点からも追求でき

るようになってきた。

本稿ではアルミサッシの着色原理および最近のアルミ

サッシ着色用電源装置の納入例について紹介する。さらに，

今後の適用範囲の拡大例として，プリント基板の銅めっき

プロセスに適用した例について紹介する。

任意波形電源装置の一般仕様

任意波形電源装置はプロセスに適した特殊な波形を出力

できる電源装置であり，現在，アルミサッシ着色用を中心

として納入実績がある。一般仕様を表１，主回路単線図を

図１，波形例を図２に示す。本装置は単相 PWM（Pulse

Width Modulation）方式のインバータ装置であり，IGBT

（Insulated Gate Bipolar Transistor）を使用することによ

り，内部回路の高周波化と大電流化を両立している。出力

波形種類は任意設定可能であるが，生産ライン用では波形

をある程度固定し，使用するケースが多い。

アルミサッシ着色用電源

３.１ アルミ材表面への着色の原理および工程

アルミ材の表面処理は図３に示す工程のように，まず，

表面に酸化皮膜を作る陽極酸化処理を行い，次に電解着色

処理を行う。

最初の工程である陽極酸化処理では，アルミ材を＋極に

した直流通電を行い，表面に酸化皮膜を形成させる。化学

反応は次の式となる。
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表１　任意波形電源の一般仕様�

項　目� 内　容�

三相，50/60 Hz，200 V，440 V，3.3 kV，�
6.6 kV（要求により各種対応可能）�

入 力 �

電流：～10 kA（ピーク）�
電圧：～300 V（ピーク）�

出力製作範囲�

80 V　300 A器：�
　幅800×奥行1,000×高さ1,950（mm）�
50 V　4.5 kA器：�
　幅5,200×奥行2,000×高さ2,350（mm）�

概略外形寸法例�

変圧器：油入自冷または乾式自冷�
ダイオード整流器：直接水冷または風冷�
インバータ：直接水冷または風冷�

冷 却 方 式 �

定電流制御，定電圧制御，定電力制御�

標準：±2 ％（標準以外でも製作可能）�

使用素子：IGBT

制 御 方 式 �

制 御 精 度 �

インバータ仕様�
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Al → Al 3＋＋3e，H2O →Ｏ2－＋2H－

2Al3＋＋3O2－→ Al2O3（酸化アルミニウム）

酸化皮膜は図４のようにバリア層と呼ばれる無孔質の皮

膜とポーラス層と呼ばれる多孔質の皮膜で構成されている。

このポーラス層中の電解孔（ポアー）の形状は，電解液と

電解条件（電源波形など）により変化させることができる。

最近ではこのポーラス層を利用した付加価値の高い機能的

な用途（光学的，光電的，磁気的など）の開発が行われて

いる。

電解着色工程ではアルミ材を－極とし，通電を行い，

ポーラス層中のポアー内に金属を析出させる。

M n＋＋ne－→M（M n＋：金属イオン）

析出の様子を図３に示す。

このポアー内への金属の析出度合いにより，アルミ材の

着色の色調が変化する。絶縁体であるバリア層を通して，

金属が析出される機構は完全には解明されていないが，直

流や交流あるいは特殊波形での通電により，歩留り，色調，

均一性をコントロールできることが知られており，その方

法はメーカーのノウハウとなっている。

析出させる金属はニッケルが主流であり，黒・茶色系の

色が多いが，最近では三次電解と呼ばれる方法で青・灰色

系の色出しもできるようになってきている。三次電解では

発色させるための電解条件の許容幅が小さいために，電源

装置としての役目も重要となり，波形設定機能や出力波形

精度に対する要求が厳しくなる。

３.２ 任意波形電源装置

アルミサッシの着色においては電解液の種類・温度，電

極の形状・配置などが着色の品質に影響するが，電源装置

から出力する電流・電圧も大きな要因となる。電流・電圧

の波形を高精度に制御することにより，着色の歩留りの向

上や特殊色への対応が可能となる。

ここでは一例として，最近，富山軽金属工業（株）へ納

入した電源装置について述べる。仕様を表２，外観を図５，

単線図を図６に示す｡

出力電圧波形は直流と方形波（ソフトスタート付き，正

負非対称波形）である。直流出力（ソフトスタート付き）

では茶色系の着色，方形波交流（ソフトスタート付き）で
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脱脂・エッチング（かせいソーダ液に浸漬）�

陽極酸化（硫酸を含む電解液中で電解）�
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図３　アルミニウム表面処理の代表的工程
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図４　アルミニウムの表面状態

表２　富山軽金属工業（株）納入±50 V　10 kA 器の仕様�

項　目� 内　容�

三相，60 Hz，6.6 kV�

直流：50 V，10 kA�

交流：50 V（ピーク），10 kA（ピーク）�

定電圧制御�

±0.2％�

直流および方形波�
方形波仕様：周波数10～100 Hz�
　　　　　　正負時間比率0.1～10

ステップダウン変圧器�
ダイオード整流器�
インバータ�

IGBT 6並列/スタック×28スタック構成�
IGBT型式：2MBI400N-060�
キャリヤ周波数：7.5 kHz

変圧器：油入自冷�
ダイオード整流器：直接水冷�
インバータ：直接水冷�

幅5,500×奥行1,960×高さ3,200（mm）�

9,400 kg

入 力 �

出 力 �

出 力 電 圧 波 形 �

主要主回路構成機器�

イ ン バ ー タ 仕 様 �

冷 却 方 式 �

外 形 寸 法 �

質 量 �

制 御 方 式 �

制 御 精 度 �

図５　富山軽金属工業（株）納入±50 V 10 kA器の外観
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は黒色系の着色を行っている。さらにパイロットセンター

へ導入した同様の電源ではこれらの色のほかに方形波交流

での三次電解による青・灰色系の着色を行っている｡

茶色系の直流電解着色では出力電圧のソフトスタート時

の電圧誤差が色のばらつきに大きく影響する。また，方形

波交流電圧をアルミ材に印加して，緑・灰色系を発色させ

る三次電解着色プロセスにおいても，低電圧から定格電圧

までの全領域にわたり，高精度の方形波交流電流のピーク

値が要求される。

制御の高精度化に対応するために，次の事項について配

慮し，0.2 ％の高精度制御機能を持たせた｡

制御装置内に使用する部品の低温度ドリフト化

出力電圧検出器の高精度化

設定信号用絶縁変換の高精度化

制御線へのノイズ侵入の排除

一方，出力方形波電圧波形の立上り時間については，高

速応答が要求される。これは方形波交流での黒色系電解着

色においては方形波の立上り時間の遅れが着色時間のデッ

ドタイムとなるためであり，立上りを速くすることにより，

電解時間を短くすることができ，生産性の向上が狙える。

アルミサッシでの着色用途では負荷であるアルミサッシ

表面の酸化皮膜の状態（バリア層厚さ，ポーラス層構造），

電解液，電極配置に起因するキャパシタンス分が多く存在

する。また，電源装置から負荷までは大電流を流すための

ブスバーで接続されているため，ブスバーのインダクタン

ス分が存在する。等価回路は図１に示すように，負荷側に，

キャパシタンス分，インダクタンス分を含む回路になって

いるため，高速制御と安定な制御を両立させることが難し

くなっている。さらに，キャパシタンス分は一定ではなく，

アルミ材の量，通電の初期と終期，直流運転時と交流方形

波運転時とで大きく変化するため，変化量を考慮した制御

とする必要がある。

この問題を解決するために，出力の電圧余裕を大きくと

る設計とし，高速応答性能を向上させている。安定性向上

のために，制御方式は定電流制御マイナーループ付き定電

圧制御とし，波形の立上り時の電流オーバシュート抑制の

ための電流リミッタ制御も併用する方式を採用している。

なお，直流運転時と交流運転時ではキャパシタンス分の値

および変化率が大きく違うために，制御定数を直流運転時

と交流運転時とで，切換可能としている。

10 kAという大電流出力に対応するため，インバータ部

は 600V，400A 定格の上下2アーム入りの IGBTモジュー

ルを６並列接続した水冷スタックを14台並列接続し，合計

28スタックにて構成された単相インバータとなっている。

１スタックの写真を図７に示す。この多並列接続されてい

るスタック間の電流分担の均一化手段として，1インバー

タユニットごとに定電流制御を行っている。さらに，イン

バータユニット間の循環電流抑制用に各インバータユニッ

ト出力に DCリアクトルを付加している。また，ブス

バー・インバータユニットの配置は磁束をキャンセルする

ような配置とし，装置内部のローカルヒートの抑制を図っ

ている。

現場での操作性・監視性を最適なものにするため，制

御・ソフトウェア・ハードウェアに負荷側（アルミサッシ）

のノウハウを組み込み，生産性の向上に直結した電源装置

としている。本装置の適用により，従来のサイリスタ・誘

導電圧調整器方式に比べ，色調不良率が従来比 1/3になっ

ている。

プリント基板銅めっき用任意波形電源装置

アルミニウムの表面処理以外に，特殊波形を負荷に加え

ることにより，効果が出る用途としては各種の電気めっき

があげられる。ここではプリント基板の銅めっき工程へ任

意波形電源を適用した例について述べる。

４.１ プリント基板銅めっきの工程および最近の動向

プリント基板の銅めっき工程では無電解めっきを施した

後に電気めっきを行う。電気めっきの工程では従来から直

流電源が使用されている。最近ではプリント基板の高密度

（4）
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図７　IGBTインバータスタックの外観
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図６　富山軽金属工業（株）納入±50 V 10 kA器の単線図
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化が進み，スルーホールの微細化，ミニバイア化，微小バ

ンプ，ビルドアップ基板の製造技術など，微細な部分での

めっき技術が重要なものとなってきている。しかしながら

直流による電気めっきではめっきの付きまわり性の問題，

すなわち角部や突起部は電界が集中してめっきが厚くなり，

スルーホール中心部などの電界の弱い部分ではめっきが薄

くなる現象を生じる。これは今後さらに進む微細化加工上，

解決しなければならない課題である。

４.２ 任意波形電源の適用による効果

ここでは任意波形電源により，特殊波形電流を与えた場

合の効果について事例を述べる。出力電流は方形波を基本

とした波形を設定し，スルーホール内のめっき厚分布につ

いて直流法との比較を行った。

実験条件を表３に示す。出力電流波形は表３のように正

負非対称方形波としている。正側波形は通常の直流電気

めっきの場合と同様に，めっきを付けるためのものである。

一方，負側の幅の短いパルス波形は，スルーホール角部な

どの通常ではめっきが多く付いてしまう部分のめっきを電

解液中へ再溶解させるためと，材料の表面近傍の添加材イ

オンの濃度を均一化させるためのものである｡このように，

正と負の電流波形を組み合わせることにより，膜圧の均一

化を図っている｡

電流波形指令としては正負非対称方形波に若干補正を加

えている。これにより出力電流のオーバシュート量の制御

と高速の立上りを実現する。制御は定電流制御とし，所定

の時間で通流を行っている。

スルーホール内のめっき厚の分布写真は図８のように

なっている。直流めっきとの比較結果を表４に示す。通流

後のプリント基板スルーホール内のめっき分布（スローイ

ングパワー）は通常の直流めっきに比べ，格段に向上して

いる。

他の物理的特性についても，直流めっきと同等以上の性

能を有している。

あとがき

本稿では金属表面処理用任意波形電源の適用例としてア

ルミサッシ電解着色，プリント基板銅めっきについて紹介

したが，その他の金属表面処理用途においても多くの利点

が得られる。アルミニウムについては付加価値の高い機能

性アルマイト，特殊色対応などへの応用が考えられる。さ

らに，マグネシウムなどこれからの応用範囲の拡大が見込

まれる材料の表面処理にも効果が期待できる。今後，他の

表面処理用途へも幅広く適用していくため，それらの用途

の利点に直結した電源として，用途開発を推進していく所

存である。

最後に，本稿執筆に際し，多くのご助言をいただいた富

山軽金属工業（株）取締役政誠一殿に謝意を表する。
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図８　スルーホールの断面写真

表３　実験条件�

673.3 cm2�

60 min�

10.5 ms/サイクル�

めっき面積�

めっき時間�

0 A

－7.5 A

10 ms

0.5 ms

3 A

電流値は，�
100 cm2あたり�

パルス波形�

表４　スルーホールの物理特性比較�

延び率：柔軟性の評価（大きいほうがよい）�
抗張力：パターンのはがれにくさの評価（大きいほうがよい）�
スローイングパワー：スルーホール入口のめっき厚に対する孔中央のめっき厚の比�
　　　　　　　　　 （100％に近いほうがよい）�
熱衝撃：異常のない熱衝撃回数（回数が多いほどよい）�

項　目�
分　類� パルス波形�

でのめっき�

27.3�

27.0�

27.2�

38�

37.8�

37.9�

105�

104�

104.5�

20

22.0�

21.4�

21.7�

35.9�

36.2�

36.1�

49�

50�

49.5�

20

サンプル1�

サンプル2�

平　　 均�

サンプル1�

サンプル2�

平　　 均�

サンプル1�

サンプル2�

平　　 均�

直流めっき�

延　　　び　　　率�
（％）�

スローイングパワー�
（％）�

熱　衝　撃　（回）�

抗　　　張　　　力�
（kN/cm2）�

（a）特殊波形印加時
（スローイングパワー：
105％）

（b）直流めっき時
（スローイングパワー：
49％）
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