
第１章　緒　論

１.１　緒言

誘起共析型合金めっきは，水溶液から単独では電析できない元素が他の金属の

電析過程で誘起され合金めっきとして皮膜中に共析するものである。誘起される

元素としてはタングステン，モリブデンなどの金属やイオウ，リン，ホウ素など

の非金属があり，これらと鉄族金属の合金めっきが知られている。このような誘

起共析型合金めっきでは，Ni-P合金めっきの耐食性，Ni-W合金めっきの耐摩耗

性，Ni-S合金めっきの電極触媒活性などが見いだされ，単一金属めっきで得ら

れない特性を有した機能めっきとして利用されている 1-7)。誘起共析型合金めっ

きにおいては，得られる合金系の種類，作製方法，皮膜構造，皮膜物性などにつ

いてはあまり明らかにされておらず，また，連続操業が容易でないなどの実用上

の課題も多く残されている。

本論文は，炭素や窒素を誘起共析した合金めっきの開発ならびに誘起共析型合

金めっきの廃浴処理を必要としないクローズドめっきプロセスの開発を目的とし

て，Cr-C，Cr-NおよびNi-P合金めっきについて行った研究をまとめたもので

ある。

本章では，まず，炭素や窒素を誘起共析した合金めっきの開発の意義ならびに

誘起共析型合金めっきの連続めっきプロセスの課題について述べ，本研究の立脚

点を明確にした。次に，本研究の目的と概要について述べた。

１.２　本研究の背景

１.２.１　表面硬化技術と誘起共析型合金めっき

クロムめっきは工業用めっきの代表として各種のロール，ピストンリング，

金型などに用いられてきた。その硬さはマイクロビッカース硬さHv900であり，

めっき皮膜の中で最も硬い皮膜である。しかし，クロムめっきでは加熱されると
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軟化し耐摩耗性が低下すること，塩化物イオン存在下では耐食性が悪いことなど



が指摘されてきた。そのため，信頼性に優れ，耐久性を発揮できる新しい表面処

理技術の開発が課題となっている1,2,5-8)。

誘起共析型合金めっきは，めっき皮膜中の誘起共析される成分の含有量が増

加すると非晶質構造となることから，主に結晶学的見地から詳細な検討が行われ

てきた。一般に，誘起共析される成分含有量が増加するとめっき皮膜の硬さは主

金属めっきのものより硬くなり，また加熱処理するとその硬さは増加する。Ni-

W合金めっきやCo-W合金めっきは，タングステン含有量が最大60wt％のもの

が得られ，その硬さがHv600を示し，600℃の高温時の硬さもHv800を有する

ことから，耐熱性耐摩耗性が要求されるガラス成型用鋳型などに用いられる。ま

た，Ni-P合金めっきの硬さはHv600であり，400℃で加熱処理するとHv900の

硬質皮膜になる。しかし，これらの合金めっきは1950年代に見いだされたにも

かかわらず，現在なお，皮膜組成に及ぼすめっき条件の影響が大きいこと，電解

につれてめっき浴の組成が変動すること，浴中の有効成分がアノードで酸化され

るため安定した皮膜が連続的に得られないことなど実用上の課題も多く残されて

いる2,4,8,9)。

これ以外に，リンやホウ素のような非金属を誘起共析した無電解ニッケルめっ

きがある。これらは複雑な部品においても均一な膜厚でめっきできる特徴があり，

金型，シャフト，ロールなどに使われており，その用途は拡大している。しかし，

無電解めっきの欠点は浴寿命が極めて短いことであり，大量に発生するめっき廃

浴処理が社会問題になっている。

新しい表面硬化技術として化学蒸着（CVD），イオンプレーティング，プラ

ズマ処理などの乾式表面処理法の応用が進められている 10,11)。しかし，これらの

方法には，特殊な真空装置が必要である，品物が装置の大きさに限定される，処

理温度が高いため素材の軟化や熱歪みが生じる，つきまわり性が劣るため複雑な

形状の金型に応用できないなどの問題がある。

乾式表面処理法の多くは金属の炭化物や窒化物の皮膜を利用する技術である。

これは炭化物や窒化物の硬さが金属に較べて著しく高いためである。このような

化合物を共析した合金めっきをめっき法で作製することができれば，従来の工業
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用めっきよりも耐摩耗性に優れるめっき皮膜が得られるはずであるが，炭素化合



物や窒素化合物を含む水溶液を電解しても，炭化物ならびに窒化物を共析した合

金めっきを作製することは困難である。

１.２.２　炭素や窒素を誘起共析した合金めっきの開発

炭素の電位－ｐＨ図13)によると，炭素が安定に存在する電位領域がある。貴な

電位領域では炭酸ガスが，また卑な電位領域ではメタンなどの炭化水素が安定で

ある。二酸化炭素，カルボン酸などを含む溶液から炭素単体への還元電位は自由

エネルギー変化を用いて計算することができ，その電位より卑な電位にするとこ

の電極反応を起こすことができる。しかし，このような反応は著しい不可逆反応

であり，通常の条件下では起こらない。

電気化学的に不活性と考えられていた二酸化炭素を溶解した溶液を電解する

ことにより，メタンなどの炭化水素への還元が生じることが1985年に見いださ

れた14)。この還元反応が起こる条件は電極の触媒活性にあると報告されている。

このような還元反応を金属の電析と同時に起こすことができれば炭素の共析が期

待できるが，このことを確認した報告は見られない。

炭素を含む鉄めっきについてはCIS（旧ソ連）の特許15)があるが，詳細は明ら

かではない。著者らはシュウ酸を含むクロムめっき浴からのクロムめっき皮膜に

ついての研究を行い，適切なめっき条件を選択することによってクロムめっき皮

膜に炭素を共析させることに初めて成功した16)。その後，ギ酸を含むめっき浴か

らも同様のめっき皮膜を作製できることが報告されている17,18)。最近では，水溶

液からのFe-C合金めっきが提案され19)，浸炭処理に代替し得るめっきとして注

目されている。

一方，窒素を誘起共析した合金めっきについての報告はない。しかし，クロ

ムめっきにおいては微量の窒素（0.004-0.013at%）が含まれることが知られて

いた。N.Ryanら 20)は，クロムめっき皮膜中の窒素について検討し，電解液中の

硝酸イオン濃度とともに皮膜の窒素含有量が増加することを見いだし，クロムめっ

きに窒素が含まれるのは浴中の不純物の硝酸イオンに基づくことを明らかにした。

さらに，クロムめっき電解時には硝酸イオンからアンモニウムイオンへの還元反

応が同時に起こることが報告されている。クロムめっき皮膜中の窒素は窒化クロ
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ムとして存在する可能性があるが，その状態は明らかでない。



以上で述べたように，誘起共析型合金めっきでは新しい合金めっきを作製す

る指針となるべきものはなく，また熱力学的に安定な化合物を形成し得る合金系

では誘起共析が一般に可能であると言われる2,4,12)が，まだ確認されていない。こ

のため誘起共析型合金めっきの形成条件の把握，皮膜中での存在状態，組成の結

晶構造への影響，皮膜の機械的性質などを把握し，電析機構を解明することは誘

起共析型合金めっきの開発に重要な課題である。

１.２.３　誘起共析型合金めっきの連続めっきプロセス

誘起共析型合金めっきのめっき反応は一般に複雑であり，実用上の多くの問

題がある23-25)。例えば，電気Ni-P合金めっきでは，(1)酸性のめっき液が用いら

れ，めっきしない部分ではめっき素地の腐食が著しい，(2)低電流密度における

皮膜の析出電流効率が著しく低くめっきが不均一な厚さになる，(3)皮膜中のリ

ン含有率の電流密度依存性が大きく均一組成のめっきが得られない，(4)連続めっ

きするとめっき浴の組成が変化するなどの欠点がある8,9,23,24)。

誘起共析型合金めっきを連続的に得るためには，電解による浴組成の変動を

抑えることが最大の課題である。電気Ni-P合金めっきでは電気量の約30～70％

が，またNi-W合金めっきでは約50％が水素発生に費やされ，めっき浴のpHの

急激な上昇が起こる。誘起共析型合金めっきでは，皮膜組成の浴pH依存性が大

きいため，煩雑なpH調整を行わなければならない。可溶性金属アノードを利用

している場合には，合金のめっき反応による主金属イオンの消費量と可溶性アノー

ドの溶解量の差が大きいため，電解すると主金属イオン濃度は急激に増加する。

主金属イオン濃度が許容量を超えるまで増加した場合には，一般にめっき液の希

釈で対応しているが，発生した余剰のめっき液の廃浴処理が問題になっている。

これを防ぐために，不溶性アノードを利用する方法が報告されている24,25)。この

場合には，主金属イオンの増加は起こらない。しかし，誘起共析型合金めっきの

めっき浴には，酸化を受けやすい化合物ならびに有機錯化剤が添加されており，

これらが電解中に不溶性アノードで酸化される。酸化分解生成物が蓄積するとめっ

き皮膜の物性は著しく低下するため，一定電解時間毎にめっき浴を廃棄している。

酸化分解を抑制する方法としては，各種の貴金属酸化物電極の利用が検討されて
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いる25)が，酸化分解を完全に抑制できるとの報告はない。誘起共析型合金めっき



を工業的に利用するには，連続電解を行っても浴のpHと金属イオンを一定に保

持し，浴中の有効成分の酸化を起こさないめっきプロセスを開発することが課題

である。

１.３　本研究の目的

本研究は，前節で述べたような背景のもとで，炭素や窒素を誘起共析した合

金めっきの開発と連続めっきプロセスの開発を目的として，Cr-C，Cr-Nおよび

Ni-P合金めっきの作製方法，機械的性質，電析機構，実用上の課題の解決法な

どについて検討したものである。

まず，炭素を誘起共析した合金めっきとしてCr-C合金めっきについて注目し

た。そして，炭素含有量に及ぼすめっき条件の影響，炭素が誘起共析される化合

物の選択，皮膜中の炭素の化学状態，皮膜の硬さに対する炭素含有量の影響，炭

素含有量とめっき皮膜の構造などについて検討した。

次に，窒素を含有する合金めっきとして，Cr-N合金めっきについて検討した。

この系では，クロムめっきに硝酸を添加することによって得られる皮膜中の窒素

の状態とめっき皮膜の結晶構造について検討し，水溶液から窒素を誘起共析した

合金めっきの可能性を検討した。

最後に，リンを誘起共析した電気Ni-P合金めっきを取り上げ，均一皮膜組成

のめっきを得るためのめっき条件の検討ならびに廃浴処理を必要としない連続めっ

きプロセスの開発を行った。

１.４　本研究の概要

第１章においては，炭素ならびに窒素を誘起共析した合金めっきの開発の背

景と誘起共析型合金めっきの実用化に際しての問題を明確にし，本研究の目的と

概要を述べた。

第２章は，炭素を誘起共析した合金めっきとしてCr-C合金めっきについて検

討したものである。

第２.１節では，クロム酸水溶液にシュウ酸を添加した浴からのクロムめっき
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について検討し，炭素を含有するクロムめっきの硬さの特徴を明らかし，炭素を



誘起共析するクロムめっきが作製できる可能性を見いだした。

第２.２節では，硫酸クロム(III)水溶液に各種カルボン酸塩を添加した浴から

のクロムめっきについて検討し，めっき皮膜がCr-C合金めっきであることを明

らかにするとともにCr-C合金めっきを得るための有効なカルボン酸がシュウ酸

であることを明らかにした。

第２.３節では，硫酸クロム(III)水溶液にシュウ酸塩を添加した浴からのCr-C

合金めっきについて検討し，炭素を誘起共析したCr-C合金めっきの形成条件と

めっき皮膜の結晶構造の特徴を明らかにするとともに，炭素の共析機構を推定し

た。

第３章では，クロムめっき浴（サージェント浴）に硝酸塩を添加した浴から

のクロムめっきについて検討し，窒素を誘起共析した合金めっきが作製できる可

能性を見いだした。

第４章は，リンを誘起共析した合金めっきとして，電気Ni-P合金めっきにつ

いて検討したものである。

第４.１節では，電気Ni-P合金めっき浴へのクエン酸の添加について検討し，

クエン酸を添加すると広い電流密度領域において均一な組成の皮膜が得られ，そ

の均一電着性が通常のNi-P合金めっき浴より優れることを明らかにした。

第４.２節では，クエン酸浴からの電気Ni-P合金めっきの電流効率とリン含有

量へのめっき条件の影響を検討し，リンを誘起共析した合金めっきの形成の特徴

を明らかにした。

第４.３節では，電気Ni-P合金めっきについてカチオン交換膜を用いるプロセ

スについて検討し，廃浴処理を必要としないクローズドプロセスを開発した。

第５章では，本研究で得られた結果を総括した。
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