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武}àÚ÷eÕÇÍ~

筑波技術短期大学 名誉教授

近年ä情報通信技術ä進展å社会生活Þ産業界á大Ãà

Þ買º替¾需要Ĉ創生Íh多Åä構成部品å残存寿命Ĉ残

恩恵Þ共á系îä新ÕàœĢĘ要因Ĉ生õh不測ä障害Ĉ

ÍÕôô廃却ôÕåœŏsĢä対象Þàā現象h製品ä耐

øÕÿÍÜºāÉÞå周知ä事象Ý¸āg系ä機能ä劣化

用寿命ä短命化Â起ÃÜºāgÉÉÝå信頼性管理Ýåà

Þ停止Ĉ最小限á留÷且Ú不測ä事故予防ä管理Ý安定Í

Åh品質管理Þ補償対応áþā場合ø発生ÍÜºāgÉä

Õ系ä規定機能Ĉ持続ÏāÕ÷ä総合的技術ÞÍÜ信頼性

þ¼á世界ä技術進歩h産業構造ä変化h市場ä変遷h運

工学ä役割Â¸āg1960 年代þĀ部品ä信頼性技術Áÿ

用状況ä変遷等信頼性要求基盤ä大Ãà変化Ĉõāg

発展ÍÕøäÝh現在å多様化ÍÕ産業構造及é系ä形態h
ÓĂÿĈ構成ÏāŏĴĬıú部品hĦľıďĐċŋġŎs

一方h国際標準åÉäþ¼à技術動向Ĉ国際的共通技術
基盤Þ動向Ĉ反映ÍÕ技術規範ÞÍÜä規格群Ĉ提供Ï

ŔúĠĢįŉîä機能移転h開放型複合分散ĠĢįŉîÞ

āgÉĂÿå何ÿÁä技術開発ú国際的規模ä市場開拓î

対象ċčįŉÂ拡張ÍÜºāgôÕh従来Áÿä要求信頼

ä道Ĉ示唆Ïāg信頼性関連å IEC/TC56-Dependability

性水準ø新技術ä導入á伴¼技術基盤ä進展á伴ÙÜ変遷

Â担ÙÜºāg一般的技術ĕčĲŒčŜÞÍÜ要求信頼

ÍÜºāg要求å単á系ä特定ËĂÕ信頼性水準Áÿ系ä

性実現äÕ÷ä指針ÞÍÜ現在ä産業技術á適合Ïāþ

安定性Þ確実性Ëÿá不測ä事態á対ÍÜä安全性øÍÅ

¼á編集ËĂÜºāgÂh規範ÞÍÜä理想的典型ŋİŔ

å強靱性îÞ変遷ÍÜºāg ôÕh現社会情勢下Ýä公

Ý¸Āh現実ä要求事項îä対応áå産業構造ú当該組織

共施設ä耐用寿命ä見直ÍÞ延命施策Â進÷ÿĂÜºāg

ä形態Þ技術水準á基ÛÅ補正及éŀŖġĐĘı ŇĶġ

併ÑÜ総合的資産管理ä仕組õä国際規格化Â進行Ïāg

ŊŜıúĠĢįŉ ŒčľĞčĘŔ ŀŖĤĢÞä整合Â必

ÉĂå固定資産äõàÿÐh人的資産h制度h情報hĞs

要Þàāg適用範囲å総合的信頼性管理ÁÿœĢĘ管理

ļĢh機密àß全般áąÕā資産ä事前評価h調達h運用h
保全h廃却Þ当該資産äŒčľĞčĘŔá沿ÙÕ管理ŀŖ

}Technological Risk~îÞ展開ÍÜºāg要求分析Áÿ設
計Þ開発h製造Þ据付Çh運用Þ保全h廃却á至ā製品ä

ęŒŉÂ要求ËĂāgÉĂø新Õà信頼性技術支援Ĉ必要

全工程hŒčľĞčĘŔ ŀŖĤĢĈ規定ÍÜÓä進捗ä

ÞÏā社会的要求ÞĴsģÞÍÜ捉¾ā事象Ý¸āg

中Ý要求ËĂā模範的活動Þ必要à道具立Üh且ÚÉä時

ÉĂÿä要求信頼性ä実現äÕ÷ä基本的à工学的取組

間軸á沿ÙÕ適合性確認Þº¼ľČsĲĹĬĘ ŀŖĤĢ

å変ąÿàºg構成部品ä高信頼化等áþā故障因子ä最

Ĉ持Ú逐次型累積Þº¼基本的à工学手法Ĉ踏襲Ïāgô

少化ä方向h許容信頼度内Ýä発生đŒsú障害ä発生伝

ÕhŀŖġĐĘıáÀÇā信頼性関連投資ĜĢı評価分析

搬Ĉ系ä中Ý閉Î込÷防御Ïā冗長系ä方向及é系ä故障

手法hŒčľĞčĘŔ ĜĢįČŜęå要求信頼性ä実現

発生ú機能劣化状況Ĉ自動的á検知Íh系Áÿä分離h代

äÕ÷ä投資ÞŒčľĞčĘŔ全般ä特á出荷後ä運用Þ

替ä機能ä生成等Ý機能維持ĈÏā自律型系îä方向ä方

保全及é廃却á関ąāĜĢıä予測Þ全ŀŖĤĢĈ通ÍÕ

策Â¸āgÍÁÍh多様化ÍÕ技術Þ現市場環境下ÝåÉ

ĜĢıä適性化手法Þ管理ä行動規範ÞàĀhÉĂÿáþ

Ăÿä技術指針ÖÇÝå解決ÝÃÐh適正解Ĉ求÷āÕ÷

Ā総合的信頼性保証îÞ導ÁĂāg当該ŀŖġĐĘıÝä

áå経営管理技術Ĉ含ö総合的à系ÞÍÜä多Åä技術的

進捗Þ段階移行等ä意思決定îä重要à技術支援Þàāg

融合Â必要Þàāg加¾ÜhIC 化部位ä高信頼化ä実現

今後ä信頼性関連ŀŖęŒŉîä戦略的整備å長期継続

Þ普及åÓä応用製品ä発展ä促進Þ企業間ä市場競争Ĉ

型ä総合的複合ŒčľĞčĘŔ管理h多様化ÍÕ系ä特定

生õh多Åä安価Ý安定ÍÕ製品群Ĉ提供ÍÜºāgô

ÞþĀ正確à長期予測法及é諸意思決定äÕ÷ä共通情報

ÕhĦľıďĐċ工学ä進歩å多Åä生産性Þ効率Ĉ求÷

源ä設計Þ制度化hŀŖġĐĘıÞÓäĞĿĠĢįŉÞÍ

Üh要求Ïāċčįŉä機能ŋġŎsŔäĸsĲďĐċÁ

Üä信頼性ŀŖęŒŉä管理Þ組織的支援及é継続的à組

ÿä転換Ĉ促進ÍÕgÉä状況åh数年間ÝäŋİŔ変更

織ä固有累積技術ä管理Â求÷ÿĂÜºāg
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柴田
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科学技術ä進歩ú生産ä海外拠点îäĠľıh顧客Ĵsģä多様化h地球環境îä配慮àßh企業活動Ĉ取Ā巻Å環境å
大ÃÅ変化ÍÜºāg富士電機åh
{À客Ëôá満足ºÕÖÇā良º製品Ĉ提供Ïā|Õ÷áh
{品質第一|Ĉ基本姿勢ÞÍ
Üh品質保証体制ú生産技術ä標準化h開発j製造áÀÇā品質j信頼性ä作Ā込õĈ行ÙÜºāgôÕh信頼性活動ÞÍ
ÜhĠňŎŕsĠŐŜ技術ä活用áþā信頼性設計îä対応h生産活動Ĉ支¾ā品質教育ä推進hàÿéá失敗Ĉ生ÁÍÕ
ıŒĿŔä再発防止àßá取Ā組ĉÝºāg
With advances in technology and such trends as the shifting of production overseas, diversiﬁcation of customer needs and increased
concern for the global environment, the business environment is changing dramatically.
To{provide high quality products that satisfy customer needs,|Fuji Electric has adopted a basic policy of{quality first,|and is
incorporating standardization of its quality assurance system and its production technology, and building in of quality and reliability into
the, development and production processes. Fuji Electric is working to improve reliability through the use of simulation technology to attain
reliable designs and by promoting training about quality that supports its production activities. Fuji Electric is also implementing measures to
prevent the recurrence of problems that resulted from product failure.

まえがき
富士電機åh
{地球社会ä良Ã企業市民ÞÍÜh地域h

品質保証の取組み
.

品質保証体制

顧客hĺsıĳsÞä信頼関係Ĉ深÷h誠実áÓä使命Ĉ

品質管理Þå顧客á対ÍÜ品質保証ĈÏāÕ÷ä行動Ý

果ÕÏ|Þº¼経営理念ä下h創業以来ä伝統Ý¸ā{確

¸Āh究極ä目的Â品質保証Þº¾āg品質保証å顧客ä

ÁàøäÛÅĀ|Þ{誠実Ý勤勉à姿勢|Ĉ大切áÍàÂ

要求Ïā品質Â十分á満ÕËĂÜºāÉÞĈ保証ÏāÕ÷

ÿ企業ä社会的責任}CSR~Ĉ全¼ÏāÉÞá努÷Üºāg

áh生産者Â行¼体系的活動Þ定義ËĂÜºāgÓä中á

ÓĂå{À客Ëôá満足ºÕÖÇā良º製品Ĉ提供Ïā|

å製品ÂÓä用途á対ÍÜ十分性能Ĉ発揮Íh¸ā一定期

Ĉ確実á実行ÏāÉÞÝ¸ĀhÓäÕ÷áå生産活動á関

間å故障àÅ性能Ĉ発揮Í続ÇāÉÞhÏàą×信頼性Ĉ

ąāÏïÜäŀŖĤĢáÀºÜ品質Þ信頼性Â求÷ÿĂā

保証ÏāÉÞø含ôĂāÉÞáàāg信頼性å品質特性ä

ÉÞáàāg

一ÚÝ¸Āh品質保証活動ä一ÚÝ¸āÞº¾āg品質保

近Êăä製品å技術ä進歩ú企業努力áþĀh使用目的

証活動Ĉ確実á実行ÍÜºÅÕ÷ä体制áÚºÜ紹介Ïāg

á応ÎÜ優ĂÕ性能Ĉ発揮Íhŏsğä期待á応¾āøä

富士電機å生産技術ä向上Ĉ推進ÏāÕ÷h2005 年 11

Â多ÅàÙÜÃÕgÍÁÍh故障Þ無縁áàÙÕąÇÝå

月á{生産技術委員会|Ĉ設Çh同委員会ä中á四Úä部

àºgöÍăh製品Â高性能化 ･ 複雑化ÍhèÞÕé故障

会Ĉ設置Íh各部会Â連携ÍÜÉä任á当ÕÙÜºā}図

Â起ÃÕ場合áåÓä影響Â大ÃÅh経済的áø社会的á

1~
g

øÁàĀä損害Â発生Ïā事態á直面ÏāÉÞáàāgÍ

øäÚÅĀ部会åh主áŉĩ取Āh技術 ･ 技能ä維持向

ÕÂÙÜh市場要求ú技術進歩àß取Ā巻Å環境変化á対

上àßĈ推進ÏāÕ÷áh方針 ･ 施策Ĉ決定Í具体的展開

応ÝÃā品質保証ĠĢįŉÂ必要Þàāg
富士電機Ýåh
{品質管理ĠĢįŉ}QMS~
|Ĉ基本á
品質向上活動Ĉ展開ÍÜºāgĞŀŒčĪĐsŜ活動Ĉ通

各事業会社

富士電機ホールディングス
株式会社 社長

ÎÜhÏïÜä生産活動}受注v開発v製造v検査 ･ 出荷
v据付Ç ･ 運転vċľĨsĞsļĢ~áÀºÜ品質向上á

生産技術委員会

向ÇÕ全体最適à仕組õĈ作Āh決÷ÿĂÕ仕組õúŔs
ŔĈ確実á実行ÏāÉÞÝh品質Ĉ作Ā上Èā取組õĈ

社長
生産技術取りまとめ責任者
（生産技術委員会委員）
生産技術推進部門

品質保証部会

行ÙÜºāg本稿Ýåh富士電機ä品質保証Þ信頼性活動
ものつくり部会

ä取組õáÚºÜ紹介Ïāg

設計技術部会

工場（工場・関連会社）
のメンバー

技術標準化部会

図
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ß公á規定ËĂÜºāøäåø×ăĉäÉÞh多岐áąÕ

Ĉ実行ÍÜºāg設計技術部会åh製品設計技術ä向上Ĉ

ā分野áÀºÜ長年培ÙÜÃÕ独自技術ä結晶Ĉh規定 ･

図Āh開発設計期間ä短縮 ･ 設計部門ä合理化 ･ 設計品質

規格á織Ā込öÞÞøáh体系ä整備Ĉ行ÙÜÃÕ}図 ~
g

ä向上á結éÚÇāÕ÷ä方針 ･ 施策Ĉ決定Íh具体的
展開á当ÕÙÜºāg技術標準化部会åh開発技術ú製造

.

技術ä進化Ĉ捉¾生産技術á関ąā規定 ･ 規格ä制定 ･ 改

開発の品質 ･ 信頼性向上への取組み

市場ÝäıŒĿŔä多Ååh設計á起因ÏāøäÝ¸Āh

廃 ･ 管理á当ÕÙÜºāg品質保証部会ÝåhęŔsŀ全

特áh新技術ä採用ú材料変更àßîä対応不足áþāø

体ä品質向上活動ä実行Þ{高信頼性活動}HQR~方針|

äÝ¸āgÓäÕ÷h製品開発ä初期段階áÀÇā品質ä

ä策定Ĉ行ºhñÁä部会ú各事業会社 ･ 工場Þ連携Íà

作Ā込õÂ重要Ý¸āg製品開発ä短納期化ú高機能化h

Âÿ目標達成á取Ā組ĉÝºāg安定的ÁÚ均一à品質水

価格競争力ä向上àßä要求Â¸ā一方Ýh習熟設計者ä

準ä実現Ĉ目指Íh顧客満足度ä向上á努÷ÜºāgôÕh

減少ú技術伝承ä不足àß取Ā巻Å環境Â変化Ïā中h品

中国ĈåÎ÷ÞÍÕ海外拠点ä製造品質Ĉ確保ÏāÕ÷áh

質ä確保Þ効率化ä両立Â難Íº状況á¸āg

国内工場ĈŇğs工場Þ位置ÛÇh生産立上Èú品質指導
Ĉ行¼ÉÞÝhęŖsĹŔ生産体制Ĉ築ºÜºāg
á示Ïþ¼á生産活動áÀºÜ骨格Ý¸ā生産技術

図

新製品ä開発ÖÇÝàÅ新技術 ･ 新設計 ･ 新製法Ĉ採用
Ïā場合åh製作ä主要à段階ÊÞá関連部門áþāİ

ä範囲åh設計技術h生産設備ä投資 ･ 適用Þ製造技術h

ğčŜŕļŎs}DR~Ĉ実施ÍÜ品質確保á努÷ÜÃÕg
ÉĂáå主管部門ÖÇÝåàÅ研究 ･ 開発部門àßø参画

生産ä管理ÞĠĢįŉá関Ïā技術h品質ä管理 ･ 向上Þ

ÍhÓĂÔĂä見識Ĉ基á評価Íh必要à処置Ĉ検討ÍÜ

品質Ĉ作Ā込ö技術h原価低減Ĉ図ā技術ÞÍÜºāgÏ

ÃÕg
近年特áhıŒĿŔä多Åå{変化 ･ 変更|á起因Ïā

àą×h市場要求áþā商品企画 ･ 誕生ÁÿÓä役目Ĉ終
¾Üä商品廃却ôÝä製品äŒčľĞčĘŔĈ通Íh各

øäÝ¸āgÉĂá対ÍÜh変化 ･ 変更á伴¼前後ä比較

ľĐsģÝ必要à一連ä技術Ý¸āÞ定義ÍÜºāg

検証áþā問題点ä予測Þh可視化áþā源流段階áÀÇ
ā品質ä作Ā込õĈ積極的á展開ÍhıŒĿŔä未然防止

.

標準化への取組み

á取Ā組ĉÝºāg原理ú方式h部品h材料àßä変更h

生産活動Ĉ効率的ÁÚ精度高Å円滑á行¼Õ÷áåhÓ

過去äıŒĿŔ対応h加工方法ä変化îä対応h市場環境

ĂÔĂä仕事ä中Ý得ÿĂÕ{ķďĸďúÉĂôÝ蓄積Í

ú顧客ä使用方法ä変化àß多岐áąÕā項目áÚºÜh

Õ失敗Áÿ学ĉÖÓä教訓h課題達成äÕ÷á必要à基準

ĸsĲďĐċÀþéĦľıďĐċä両面Áÿ比較検証Ĉ実

値Ĉ組織値ÞÍÜôÞ÷ā作業|áþā標準化Â重要Ý¸

施ÍÜºāg変化 ･ 変更Ĉ切Ā口á問題点Ĉ予測Íh検証

āgÉä標準Ĉ使¼ÉÞÝh設計ä指針h品質ä維持 ･ 向

項目ú量産時ä品質管理ņčŜıàßĈ明確áÍÜºÅ品

上h製造原価ä低減h技術 ･ 技能ä伝承àßÂ効率良Åh

質検証Ġsıä例Ĉ図

á示Ïg

体系的á実施ÝÃāþ¼áàāg
例¾æh市場ú製造工程ÝıŒĿŔÂ発生ÍÕÞÃáåh

.

迅速à処置ÞÞøá再発防止Ĉ確実á実施ÏāÉÞÂ重要

製造品質 ･ 信頼性向上への取組み

製造ä段階Ýåh製品Â具体的á形作ÿĂāäÝh品質

Ý¸āg再発防止äÕ÷áå全部門Ý PDCA ä管理Ğč

ä評価å{物|á基ÛºÜ行ąĂāgĜĢıä成Ā行Ãø

ĘŔĈ理解Íh徹底ÍÜ実践ÏāÉÞÂ必要Ý¸āg特á

具体的á把握ËĂāþ¼áàĀh作業者ä技量Þ設備 ･ 機

対処ä初期段階 P}計画~áÀºÜh適切à標準Ĉ活用Ï

械ä問題Â大ÃÅ関係ÍÜÅāg

āÉÞÂ効果的à方針Ĉ示ÏÕ÷有効Ý¸āg標準化作業

製造準備段階Ýåh設計Ý企画ÍÕ品質ŕłŔĈ確保

åh日本工業規格}JIS~
h日本電機工業会規格}JEM~à

ÏāÕ÷h工程 FMEA}Failure Mode and Eﬀect Analy-

商品廃却

荷

顧客サービス

出

試験・検査

造

作

製

試

計

製造準備

設

商品企画

グループ運営規定
研究・生産技術・
環境・資材など
グループ規定・規格・マニュアル
製造（作業）
・品質管理・設計・
製造技術・環境・材料・部品など

設計技術
事業会社
規定・規格

製造技術
生産の管理とシステムに関する技術

事業所規定

品質の管理，向上と品質を作り込む技術

事業会社規定

原価低減を図る技術

部門規定・規格

生産技術

図

生産技術の範囲

図

富士電機グループの規定・規格体系
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表

現有の主なシミュレーションツール
用

途

特 集

回路設計

シミュレーションツール *
Pspice, MCAP/V, HyperSuite, MicroCAP 8

制御解析

PSIM, MATLAB/Simulink

構造解析

ANSYS, I-deas, ABAQUS, ADINA, LS-DYNA

熱解析

STAR-CD, Icepak, ANSYS, ANSYS-CFX

電磁界解析

JMAG, Q3D, ELE-MAGIC, ANSYS-Emag

機構解析

ADAMS, WorkingModel2D

＊シミュレーションツール：170 ページ「商標」参照

図

品質検証シートの例

実測値

アーク電流
電圧 / 電流（P.U.）

解析値

可動子位置
（解析値）
限流電圧

0

1

2

3

通電開始からの時間（ms）
ねじ締め
接着
表面処理
絶縁処理

図

配線
溶接
熱処理

はんだ付け
ろう付け
導体接続

図

配線用遮断器への適用事例

重要基本作業

ÁàÇĂæàÿàºg
本章Ýå信頼性設計áÀºÜ有効àĠňŎŕsĠŐŜ技
sisk故障ŋsĲÀþé影響解析~àßĈ実施ÍÜ最適à工

術ÞıŒĿŔä再発防止Þh未然防止á向ÇÕ全社的à信

程設計}工程要件h治工具h設備 ･ 材料h作業基準~Ĉ行

頼性活動ä取組õáÚºÜ紹介Ïāg

ºh製造á備¾Üºāg
製造段階Ýåh品質á直接影響ä¸ā工程å作業手順書
}図面hQC 工程図h作業標準書àß~á基ÛºÜ管理Íh

.

信頼性設計への取組み

DR ä早º段階Ý予測ËĂā問題点ä抽出Þ検討Ĉ行ºh

検査基準ú限度見本ø定÷Üºāg機械設備áÚºÜå精

製品ä具現化Þ問題点ä解決ä作業Ĉ開始Ïāg現在äþ

度 ･ 機能Ĉ最良ä状態á保ÚÕ÷á保全等級Ĉ定÷h定期

¼á短期間Ý新製品ä開発ĈÍàÇĂæàÿàº状況Ýåh

的á点検 ･ 整備Ĉ実施ÍÜºāg治工具Àþé計量器áÚ

試作ŋİŔÝ繰Ā返Ï評価 ･ 検証ä耐久寿命試験áÀºÜ

ºÜå有効期限Ĉ定÷hÓä状態Ĉ検査ÍÜºāgôÕh

必Ð時間ä壁Â存在Ïāg限界試験áÀºÜåh多ÅäĞ

特別à管理Â必要à作業å機種固有Ý異àĀh教育訓練Ĉ

ŜŀŔĈ用意ÍàºÞ精度Â得ÿĂàºàß効率Þ精度ä

受ÇÜ認定ËĂÕ作業者Â担当ÏāÉÞáÍÜºāg図

両立áå¸ā程度ä限界Â¸āg近年hĜŜĽŎsĨä

á示Ï特殊工程å{重要基本作業|Þ定義Íh定期的á更

能力Â飛躍的á向上ÍÕÉÞø¸Āh現象解析á有益àĠ

新教育Þ試験Ĉ実施Í認定書Ĉ更新ÏāÉÞÝ技能ä維持

ňŎŕsĠŐŜ技術ä活用á取Ā組ĉÝÃÕg現在保有Í

Þ伝承Ĉ図ÙÜºāg

Üºā主àĠňŎŕsĠŐŜĭsŔåh表

á示Ïþ¼áh

回路設計ú熱解析h機構解析àß種類ø多岐áąÕÙÜº

信頼性活動への取組み

āgĠňŎŕsĠŐŜ技術ä発達áþĀh机上ÝËôÌô
à条件下Ýh効率良Åh精度ä良º検証Â可能ÞàĀh信

市場 ･ 顧客Â製品á求÷āäåh機能 ･ 性能}åÕÿ
Ã~ÖÇÝåàÅ{規定ä期間中ä使用áÀºÜå安全Ýh
故障Íàº|Þº¼信頼性Â含ôĂÜºāgÉĂĈ達成Ï

頼性向上á大ÃÅ寄与ÍÜºāg
適用事例ÞÍÜh低圧配線用遮断器ä短絡電流遮断時ä
ċsĘ電圧Þ限流電流ä関係Ĉ図

á示Ïg実測値Þ解析

⑴

āÕ÷ä固有技術ä開発úÓĂĈ支¾ā設計手法hÓĂĈ

値ÂþÅ合ÙÜºāÉÞÂąÁāgÉä手法Ĉ適用ÏāÉ

評価Ïā方法àß{øäÚÅĀ|全体áąÕā技術開発Â

ÞÝh強度設計äÕ÷á実験Ĉ繰Ā返Ï必要ÂàÅàÙÕ

重要Ý¸āgôÕhËôÌôàıŒĿŔä原因追及Þ再発

ÖÇÝàÅhŋsŔĲĚsĢÞĔĹsä設計信頼性Þ設計

防止h未然防止åŊsĔsÞÍÜ責任Ĉ持ÙÜ対応ÍÜº

効率Ĉ飛躍的á向上ËÑāÉÞÂÝÃÕg
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価値を高める
Value＝ Ｑ ＋ Ｃ
結果が顧客満足度を上げ，損益につながる

グループＱＣ診断

生産技術委員会・品質保証部会

A

P

A

P

A

P

C

D

C

D

C

D

継続活動
工場

品質保証部会・事業会社
品質情報の展開と活用
失敗を活かす研修会

異業種交流（ベンチマーク）
事業会社

工場

・・・

事業会社
事業会社診断
工場
自己診断

工場

品質保証部会
実務実践型検討会

工場
PDCA を回した活動推進
N5 分析での再発防止

グループ全員の品質に対する意識の向上

↓

事業会社

フォローアップ

品質保証部会・設計部会
ＱＣ診断型検討会

特 集

診断・是正活動

品質保証部会・事業会社
教育プログラムの提供

工場
On/Off the Job Training

技術・能力向上

個々人の技術・能力の向上

図

信頼性活動体系図

ŕłŔä客観的把握áþāÃ÷細Áº教育計画Â作成Ý
.

全社的な信頼性活動への取組み

毎年度h信頼性活動ä取組õá当ÕÙÜ高信頼性活動
}HQR~方針Ĉ掲Èh図

á示Ïþ¼á品質保証部会Ĉ推

進部門ÞÍÜh生産技術委員会äøäÚÅĀ部会Þ設計技
術部会Â事業会社ú工場Þ連携Ĉ取ĀàÂÿh責任Ĉ持Ù

Ãāþ¼áàāg取得者å 2005 v 2009 年ä累積Ý 350
名Ý¸Āh今後ø継続ÍÜ推進ÏāÉÞÝ品質技術者層
Ĉ拡大ÍÜºÅg
⒝

ęŖsĹŔà品質教育ä推進
海外拠点Ýä地産地消Ĉ基本ÞÍÕ生産Â加速Ïā中h

Ü推進Ïā体制ÞÍÜºāg施策ä継続的実施ÞhÓä状

信頼性Ĉ持ÙÕ均一à品質ä製品供給Ĉ行¼Õ÷á品質

態ä診断Þ是正áþĀËÿàā品質 ･ 信頼性ä向上Ĉ図ā

管理手法ä教育 ･ 定着Ĉ図ÙÜºāg

ÉÞĈ基本方針ÞÍÜºāgÉäÉÞáþĀ製品Þ業務ä
質Þ信頼性Ĉ高÷h結果ÞÍÜ顧客ä満足Ïā製品ä提供

①

QC 手法ä教育ä推進

拠点Ýä問題å拠点Ý解決Þä方針Áÿh核Þàā

áÚàÈāøäÝ¸āg次á信頼性活動áÚºÜ紹介Ïāg

ŖsĔŔĢĨĬľĈ育成ÏāÕ÷ä教育Ĉ推進ÍÜº

⑴

āg内容å座学Þ実践ÞÍh実際ä問題á手法Ĉ生Á

品質管理ĠĢįŉ}QMS~ä継続的à改善活動
各事業所á品質向上活動Ĉ指導Ïā委員会組織Ĉ設置Íh

日常的á QMS ä点検Þ問題点ä対策á取Ā組ĉÝºāg
全社的à取組õÞÍÜhęŔsŀä見識者áþā品質活
動ä診断Ĉ実施Íh改善点áÚºÜ相互á検討Ĉ行º是正

ÏÉÞÝ効果ä確認ÂÝÃāþ¼工夫ÍÜ定着Ĉ図Ù
Üºāg
② {àÒàÒ分析}N5~
|ä展開
ıŒĿŔä再発防止ä手法ÞÍÜ{àÒàÒ分析

処置áÚàÈāgÓä結果Ĉ参加者ÓĂÔĂä事業所ä改

}N5~
|ä有効性Â確認ËĂÜºāgÉĂåh
{àÒ|

善活動î反映ËÑāàßh相互作用áþāĠĢįŉä継続

Ĉ繰Ā返ÏÉÞÝ要因Ĉ順序良Åh漏ĂàÅ出Í切ā

的à改善活動Ý¸ā QC 診断型検討会Ĉ実施ÍÜºāg

ÉÞáþĀh真因ĈÚÁõh再発防止áÚàÈā手法

⑵

Ý¸āgÉä手法ä適用áþĀhøäÚÅĀäŀŖĤ

品質教育ä推進

市場ú社内Ý発生ÍÜºā問題ú課題Ĉ改善Íh解決Í

ĢäßÉá真ä原因Â¸āÁĈ追究ÍhÓĂĈ可視化

ÜºÅÕ÷áåh専門技術Þ合ąÑÜ品質管理á関Ïā意

Íh全員ä知恵Ĉ共有ÍÜ対策Ĉ打ÚÉÞÝ不具合ä

識h改善能力ä訓練h活用h定着Â重要Ý¸āg品質教育

再発防止áÚàÈÜºāg現在h国内拠点Àþé海外

á関ÍÜå教育ŀŖęŒŉĈ提供Íh推進ÍÜºāg次á
取組õä事例Ĉ紹介Ïāg
⒜

品質管理検定}QC 検定~取得ä推進

拠点Ý教育Þ活用hÓÍÜ定着Ĉ図ÙÜºāg
⑶ {失敗Ĉ活ÁÏ風土ä醸成|îä取組õ
ıŒĿŔä原因åh
{変化 ･ 変更ä気付ÃÞ影響度ä検

効果的h効率的á品質管理Ĉ身á付Çā方法ÞÍÜ財

討不足|Þ{過去á失敗ÍÕ事象 ･ 事例ä展開不足|Ý¸

団法人日本規格協会áþā QC 検定ä取得Ĉ推奨 ･ 展開

āg特áh
{失敗|áÚºÜåÓä性格Áÿ展開ÍáÅº

ÍÜÃÕgÉĂå品質管理知識Ĉ階層別á 4 段階用意Í

面Â¸āg同Î失敗Ĉ未然á防止ÏāÕ÷áåh真ä原因

Üh筆記試験áþÙÜ客観的á評価Ĉ行¼øäÝ¸āg

Ĉ究明ÍhÓä反省Þ教訓Ĉ広Å社内á展開ÏāÉÞh失

ÉĂáþĀh知識ä習得Þ意識ä高揚áþā品質ä向上h

敗Ĉ失敗Þ認÷前向Ãá生ÁÏÞº¼風土ä醸成Â重要Ý

115（ 5 ）

富士時報

Vol.84 No.2 2011

富士電機の品質保証と信頼性活動

¸āg富士電機Ýåh品質Ĥňĳsä一環ÞÍÜ{失敗Ĉ

Üø生産活動áÀºÜ確実á PDCA Â回ÙÜºā状態á

活ÁÏ研修会|Ĉ実施ÍÜºāg実施å年 3 回ÝhįsŇ

¸āÉÞÂ大事àÉÞÝ¸āg

特 集

製品ä{真ä品質評価 ･ 判定者åÀ客ËôÝ¸ā|Þº

å品質事故Â発生ÍÕ案件Áÿ選定Íh受講者å毎回 100
人規模Ý¸āg出席者ä関心ø高Åh活発à議論ÂàËĂ

¼ÉÞĈ念頭áhÀ客Ëôá満足ºÕÖÇā信頼性ä高º

Üºāg

製品ä提供á取Ā組ĉÝºÅ所存Ý¸āg

あとがき

参考文献
⑴

本稿Ýåh富士電機ä品質保証Þ信頼性活動ä取組õá

恩地俊行ñÁ. 配線用遮断器ä遮断ĠňŎŕsĠŐŜ技術.

富士時報. 2003, vol.76, no.4, p.217-220.

ÚºÜ紹介ÍÕg
基本åh
{品質管理ĠĢįŉ}QMS~ä徹底|Ý¸Āh
決÷ÿĂÕŔsŔĈ確実á実行ÏāÉÞÝ¸āgŔsŔú

柴田

仕組õå生産活動ä環境á合ąÑÜ進化ËÑÜºÅïÃø

高圧 ･ 低圧遮断器ä開発h品質保証業務á従事g

äÝ¸ĀhÓäÕ÷áå不備 ･ 不足Ĉ常á点検Íh問題点
å必Ð是正 ･ 修正ÏāÉÞÂ重要ÞàāgôÕh過去ä経
験á基ÛÅķďĸďú失敗Áÿä教訓Ĉ確実á反映ÏāÉ
Þø徹底ÍÜ実行ÍÜºÁàÇĂæàÿàºgºÐĂáÍ
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和郎

現在h富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社øäÚ
ÅĀ戦略本部øäÚÅĀĤŜĨs品質管理部長g
電気学会会員g
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地熱発電プラントの信頼性を向上させる技術
特 集

;LJOUVSVN`[V0TWYV]L9LSPHIPSP[`VM.LV[OLYTHS7V^LY7SHU[Z

中村

憲司2LUQP5HRHT\YH

村尾

敦史([Z\ZOP4\YHV

牧元

静香:OPa\RH4HRPTV[V

地熱発電Ý利用Ïā蒸気áå不純物úĕĢÂ含ôĂÜÀĀh腐食úĕĢ停留áþā機器ä稼動率j性能低下ä要因Þà
āgÉĂá対Í富士電機Ýåh蒸気ĨsļŜä耐食性Ĉ高÷ā加工技術ú材料選定h復水器性能Ĉ向上ËÑā効率的àĕ
Ģ排出hÀþé腐食性ĕĢÁÿ発電機Ĉ保護Ïā種々ä策Ĉ実施ÍÜºāgôÕhŀŒŜı設計á HAZOP}Hazard and
Operability Study~Ĉ取Ā入ĂāÞÞøáh蒸気性状自動分析装置Ĉ開発Íh運転上ä安定性Þ安全性Ĉ高÷ÜºāgÉ
äþ¼áh機器単体ÞŀŒŜı全体ä両面Áÿh地熱発電ŀŒŜıä信頼性Ĉ向上ËÑÜºāg
The geothermal ﬂuid used at a geothermal power plant contains impurities and gases that lead to corrosion and gas stagnation which
may decrease the availability and performance of equipment. To prevent this, Fuji Electric selects materials and applies processing technology to enhance the corrosion-resistance of steam turbines, extracts gas eﬃciently to improve condenser performance, and implements other
various measures to protect generators from corrosive gas. Additionally, Fuji incorporates HAZOP (hazard and operability study) principles
into its plant designs and has developed a steam purity monitor to improve operation stability and safety. In these manners, Fuji Electric is
enhancing the reliability of individual equipment as well as that of entire plants.

火力発電ŀŒŜıá比ï厳Íº使用環境á¸Āh信頼性ä

まえがき

確保Þ向上Â重要Ý¸āg
富士電機åh1960 年á国内初ä実用地熱発電設備Ĉ納

本稿Ýåh地熱発電ŀŒŜıĈ健全à状態á保×h高稼

入ÍÜ以来hÉĂôÝá 63 台h2,456 MW ä地熱発電設

動率j高効率運転ä継続Ĉ可能áÍÜºā富士電機ä技術

備Ĉ世界各地á納入ÍÜºāgÉĂå世界ä地熱発電設備

Ĉ紹介Ïāg

容量ä約 23 % á当ÕĀh富士電機åıĬŀŊsĔsä一
Úá数¾ÿĂÜºāg1990 年代以降åh主機Ý¸ā地熱

地熱発電の仕組みと特性

ĨsļŜj発電機ä製造á加¾h発電所全体ä設計Áÿ試
運転ôÝ総合的áŀŒŜı建設á携ąÙÜºāg

地熱発電åh地中á存在Ïā熱đĶŔėsĈ蒸気ú熱水

地熱đĶŔėså環境負荷Â少àº再生可能đĶŔės

ä形Ý取Ā出Íh発電á利用ÏāøäÝ¸āg地熱発電ä

ÞÍÜ近年注目Â高ôÙÜºāÂh地熱発電ŀŒŜıåh

仕組õĈ図 1á示Ï g高温äŇęŇÖôĀÁÿä熱伝導á

⑴

気水分離器

蒸気管

変圧器

蒸気タービン

二相流移送管

ファン

生産井
還元井

貯留層

発電機
空気

不透水性帽岩
（キャップロック）
透水性
地層

ガス抽出器
冷却塔

不透水性岩石

還元井へ

熱伝導
マグマだまり

図

空気

復水器

基盤岩

温水ポンプ

地熱発電の仕組み
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þĀ熱ÑÿĂÕ地下水Ĉh井戸Ĉ通ÍÜ取Ā出Ïg取Ā出

優Ăā方法ÞÍÜhWC-CoCr 系ä溶射材Ĉ HVOF 溶射

ÍÕ蒸気Àþé熱水ä混合流体}二相流~Ĉ気水分離Íh

}High Velocity Oxy-Fuel Thermal Sprayk高速ľŕsŉ

Éä地下水åhºăºăà化学物質}固形物j溶解固形
物~Ĉ含ö上h取Ā出Ï際áå地下ä不凝縮ĕĢø一緒á

溶射~áþĀĜsįČŜęÏā施行技術Ĉ確立Íh実機á
適用ÍÜºā}図 ~
g
⑵

取Ā出ËĂāgÓäÕ÷地熱蒸気áåh二酸化炭素ú塩化

ĠŐĬıĽsĴŜę技術
翼脚部ÞŖsĨ翼溝Þä隙間áå腐食性物質Â堆積j濃

物h硫酸塩h硫化水素àß種々ä腐食性化学物質Â多量á

縮ÍúÏÅh応力腐食割Ăú腐食疲労発生ä原因Þàāg

含ôĂÜºāg不純物ä大部分åh蒸気ĨsļŜ上流á設

特á厳Íº地熱蒸気ĨsļŜä腐食環境áø対応ÝÃā技

置ËĂÕ気水分離器àßÝ除去ËĂāgÍÁÍ不純物å完

術ÞÍÜhĠŐĬıĽsĴŜę技術Ĉ開発Í実機á適用Í

全áå除去ÝÃÐhĕĢ成分á至ÙÜå全Å除去ËĂàº

ÜºāgÉĂå翼úŖsĨä高º応力ÂÁÁā部位á直径

äÝ蒸気á混合ÍÕôôä状態Ý¸āgÓäÕ÷h蒸気

約 1 mm ä鋼球Ĉ高速Ý投射ÏāÉÞáþĀh部材表面á

ĨsļŜj復水器á入ÙÜÅā蒸気á含ôĂā腐食成分åh

圧縮残留応力Ĉ発生ËÑhÓĂáþÙÜ応力腐食割Ăú腐

一般火力á比ïÜ 100 v 1,000 倍ø多Åh機器ä腐食ú堆

食疲労á対Ïā耐力Ĉ向上ËÑā技術Ý¸āgĠŐĬı

積物áþā稼動率ôÕå性能低下ĈøÕÿÏ要因Þàāg

ĽsĴŜę処理Ĉ施ÍÕ翼材ÀþéŖsĨ材á対Íh応力

Ëÿáh地熱発電所ä雰囲気áå数 ppm 以下ä硫化水

腐食割ĂÀþé腐食疲労試験Ĉ行ÙÕ結果h大幅à耐力向

素ĕĢÂ存在ÍÜºāg特á銅Þ銀åh硫化水素Þ反応Í

上ä効果Â得ÿĂāÉÞĈ確認ÍÕ}図 ~
gĠŐĬıĽs

Ü硫化物Ĉ容易á形成Íh変色j腐食Ïāg

ĴŜęä施行á際ÍÜåh投射速度ú角度àßäĺŒŊs
ĨĈ¸ÿÁÎ÷最適化ÍhŖŅĬıáþā作業Ĉ行¼ÉÞ

プラント主機の信頼性向上

Ý安定ÍÕ品質Ĉ実現ÍÜºā}図 ~
g
⑶

.

蒸気タービンにおける地熱蒸気対策

材料技術

地熱発電用蒸気ĨsļŜä運転環境åh通常ä火力発電

蒸気ĨsļŜáÀºÜåh地熱蒸気á含ôĂā不純物á
起因Ïā部材ä全面腐食h応力腐食割Ăh腐食疲労hđ
注

1.0

ŖsġŐŜjĜŖsġŐŜ àßá対Íh次á示ÏÞÀĀ

ショット
ピーニング
なし

腐食対策Ĉ適用ÍÜºāg
⑴

ĜsįČŜę技術

応力
（相対値）

特 集

蒸気äõĈĨsļŜî導ºÜ発電Ïāg

地熱蒸気流áËÿËĂāŖsĨú静翼ńŔĩàßä部材
áåh全面腐食úđŖsġŐŜjĜŖsġŐŜÂ発生Íú
ÏÅh翼間äĠsŔľČŜä脱落àßä問題Â生ÎāÉÞ
Â多ºgÉĂá対Íh溶射ĜsįČŜęĈ実施Í部材表面
Ĉ被覆ÏāÉÞÝh腐食Ĉ防止Ïā技術Ĉ開発ÍÕg実験
室áÀºÜ基礎実験Ĉ行ºh地熱ĞčıáÀºÜ腐食試験

未破断
0.5

13 ％Cr鋼
13 ％Cr鋼
（ショットピーニング処理）
16 ％Cr4 ％Ni鋼
16 ％Cr4 ％Ni鋼
（ショットピーニング処理）

0
0.001

Ĉ行ÙÜÃÕgÓä結果h耐食j耐đŖsġŐŜ性á最ø

ショット
ピーニング
あり

ショット
ピーニング
効果

0.01

0.1

破断時間
（相対値）

図

ショットピーニングによる耐力向上
（応力腐食割れ試験結果）

図

ロータへの溶射コーティング実施例

注全面腐食h応力腐食割Ăh腐食疲労hđŖsġŐŜ ･ ĜŖs
ġŐŜ}168 Ńsġ解説 1参照~
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図

ロータ翼溝へのショットピーニング
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用蒸気ĨsļŜÞå比ïøäáàÿàºñß過酷Ý¸āg

Āh次äþ¼á設計ÍÜºāg
⒜

Éäþ¼à環境ä下Ý長期áąÕā機器ä安定運転Ĉ行¼

中央á復水部h両端á不凝縮ĕĢ冷却部Þº¼不凝

験室áÀºÜ地熱流体Ĉ模擬ÍÕ腐食環境áÀÇā材料試

þĀh蒸気Þ不凝縮ĕĢä均一à流ĂĈ形成Íh大容

験Ĉ系統的á行ºhÓä結果á基ÛºÜ適切à材料Àþé

量ä長º胴ä場合å中央áø不凝縮ĕĢ冷却部Ĉ設Ç

許容応力Ĉ選定ÍÜÃÕg

Ü不凝縮ĕĢä停留防止Ĉ図ÙÜºā}図 ~
g

Ëÿáh世界各地ä地熱Ğčıá試験装置Ĉ設置ÍÜh

⒝

実際ä地熱蒸気Ĉ用ºÕ腐食試験h応力腐食割Ă試験hđ

復水部ä冷却水ĢŀŕsķģŔáåh口径ä大Ãº

øäĈ使用ÏāgÉĂá対Í不凝縮ĕĢ濃度ä高ºĕ

ŖsġŐŜjĜŖsġŐŜ試験hĢĚsŔ付着試験àßĈ

Ģ冷却部Ýåh熱伝達率Â低下ÏāÕ÷áh噴霧粒子

実施Íh材料Àþé形状ä妥当性Ĉ裏付Çā良好à結果Ĉ

Â細Áº小口径äĢŀŕsķģŔĈ使用ÍÜ不凝縮ĕ

得Üºāg図

ĢĈ冷却Íh体積Ĉ減少ËÑÜ不凝縮ĕĢ排出Ĉ容易

áhċčĢŒŜĲjŕčĖŌĶĢ地区Ý実

áÍÕg

施ÍÕ材料試験装置ä外観Ĉ示Ïg
種々ä材料試験áþā検証ä結果h表

á示Ï材料Ĉ地

熱ĨsļŜ用ä標準的材料ÞÍÜ選定Íh環境j応力àß

.

ä使用条件áþĀ最適àøäĈ選定ÍÜºāg

発電機における地熱雰囲気対策

地熱発電所ä雰囲気中ä硫化水素ĕĢåh銅j銀á対Í
強º腐食性Ĉ持ÙÜºāg一方h導体Ý¸ā銅Àþé銅合

.

復水器における地熱蒸気中の不凝縮ガスの対策

蒸気ĨsļŜÁÿ排出ËĂÕ蒸気å復水器á入ĀhÉÉ

金hËÿá銅材料ä接合á使用Ïā銀ă¼åh発電機á
ÞÙÜ不可欠à材料Ý¸Āh次äþ¼à腐食対策Ĉ施ÍÜ

ÝķģŔÁÿ噴霧ËĂÕ冷却水Þ接触ÍÜ復水}蒸気ä凝

使用ÍÜºā}図 ~
g

縮水~Þàāg復水器ä機能ÞÍÜ重要àÉÞåh蒸気Â

⑴

発電機機内清浄度ä維持

水á凝縮}約 2 万分ä 1~ÏāÉÞáþÙÜ得ÿĂā器内
ä真空Ĉ高Å保持ÏāÉÞÝ¸āg
タービン排気

冷却水Þ接触ÍÜø凝縮Íàº二酸化炭素ú硫化水素
àßä不凝縮ĕĢåh通常地熱蒸気á数 % 程度含ôĂāg
Éä不凝縮ĕĢĈ効率的á復水器Áÿ排出ÏāÉÞÂh復

冷却水ノズル

水器ä高性能ä達成Þ高º信頼性Ĉ確保ÏāÕ÷ä鍵Ý¸
不凝縮ガス
ガス冷却部

復水部

ガス冷却部

復水部

ガス冷却部

ガス冷却水
ノズル
冷却水

冷却水配管

復水

図

直接接触式復水器

機内侵入空気の浄化
酸化触媒フィルタにより
清浄な空気を機内へ導入

図

レイキャネス地区における現地材料試験

表

地熱タービンの標準材料
部

品

標準材料
13%Cr 鋼

翼

材

一

般

16%Cr-4%Ni 鋼
チタン合金（Ti-6 Al-4 V）

厳しい場合

1%Cr-MoNiV 鋼
2%Cr-MoNiWV 鋼

外気の機内侵入防止
ラビリンス材質に
アルミニウムを採用

主な用途

腐食環境・応力条件が
厳しい場合

ロータ材

固定子巻線
エポキシ樹脂に
よる真空含浸

一

回転子巻線・回転子くさび
全面に防食めっき処理

般

腐食環境・応力条件が
厳しい場合

図

機内空気の浄化
酸化触媒フィルタにより
機内冷却空気の清浄化

発電機部位別の腐食対策
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特 集

縮ĕĢä随伴蒸気Ĉ復水ËÑā部屋Ĉ配置ÏāÉÞá

Õ÷áåh材料ä腐食特性ä評価Â極÷Ü重要Ý¸āg実
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全閉内冷型発電機åh冷却äÕ÷á回転子á取Ā付Çÿ

~
hÓä原因å何Áh結果ÞÍÜ何Â起ÉāÁh安全上j

特 集

ĂÕľĊŜáþÙÜ内部自己通風Ĉ行ÙÜºāgĔĹsä

運転上á問題åàºÁh安全対策å万全Áh追加Ý対策Â

合ąÑ目ú回転子貫通部ä隙間Áÿ腐食性ä外気Â侵入Ï

必要ÁhàßĈ系統ÊÞá検討Ïāg
HAZOP Ýåh富士電機ä設計者á加¾h顧客đŜġĴ

āgÉĂá対ÍÜh次ä対策Ĉ実施ÍÜºāg
⒜

ċú発電所運転員h保守員ø参加Íh顧客設備Þä関連á

外気ä機内侵入防止
軸貫通部äŒļœŜĢĠsŔá機内高圧部Áÿ機内空

気Ĉ封入ÍÜĠsŔ性Ĉ強化Íh外気ä侵入Ĉ防Ægô

ÀºÜø問題ÂàºÁh実際ä運転j保守ÂÍúÏºŀŒ
ŜıáàÙÜºāÁĈ確認ÍÜºāg

ÕhŒļœŜĢ材質å耐食性ä¸āċŔňĴďŉ製äø
.

äĈ用ºāg
⒝

機内空気j機内侵入空気ä浄化

HAZOP の例

áh熱水還元系統áÀÇā HAZOP ä例Ĉ示Ïg

図

機内空気ä循環経路ú機内îä外気補給口áh硫化水

還元熱水系統áÀºÜ逆流Â起ÃāĚsĢĈ想定Ïāg逆

素除去用ä脱硫ľČŔĨĈ設Çh機内空気Àþé機内侵

流Ïāäåh当該ä発電所å還元井þĀ低º位置á¸ÙÜh

入空気Ĉ浄化Ïāg

電源ä喪失áþĀ熱水還元ņŜŀÂ停止ÍÕÕ÷Ý¸āg

⑵

発電機部位別ä腐食対策

逆流ä結果ÞÍÜh配置上äŕłŔ差áþĀņŜŀ上流ä

発電機内ä銅j銀Ĉ用ºÕ部位åh次äþ¼à防食対策
Ĉ行ÙÜºāg
⒜

気水分離器Áÿ熱水Â溢ĂāÉÞÂ予想ÝÃāg対策ÞÍ
Üh熱水還元ņŜŀä吐出電動弁ä電源Ĉ非常用電源Áÿ

回転子巻線

供給Íh電源喪失時ÝøņŜŀ停止ÞÞøá電動弁Ĉ自動

銅ĹsÝ形成ËĂā回転子巻線å全面áąÕĀh硫化

閉鎖ÝÃāþ¼áÏāg

水素á対Ïā耐食性ä高ºÏÐ÷ÙÃĈ施ÏgËÿáh
導体同士ä接合á用ºÕ銀ă¼付Ç部áøhåĉÖ÷Ù

地熱蒸気の性状分析によるプラントの安定稼動

ÃĈ施Ïg
⒝

回転子ÅËé

章áÜ紹介ÍÕþ¼áh蒸気ĨsļŜáå種々ä腐食

軸溝á納÷ÿĂÕ回転子ÅËéáåh導電性ä高º銅

対策Ĉ施ÍÜºāgþĀ健全à状態Ĉ維持ÏāÕ÷áåh

合金Ĉ使用ÏāÕ÷h全面áÏÐ÷ÙÃĈ施Ïg

流入蒸気ä性状Ĉ常時監視ÍÜÀÅÉÞÂ重要Ý¸āgÓ

⒞

ÉÝ富士電機åh地熱蒸気性状自動分析装置Ĉ開発ÍÕg

固定子巻線

銅線導体áþÙÜ形成ËĂā固定子巻線ä周囲å絶縁
áþÙÜ覆¼g絶縁å硫化水素Ý腐食ÍàºđņĖĠ樹

.

脂Ĉ浸透j含浸ËÑ完全á樹脂被膜Ĉ作āg

地熱蒸気性状自動分析装置の特徴

本装置áÜh蒸気ĨsļŜä運転管理á必要à蒸気性状
ä監視項目ä¼×h6 項目}pHhĠœĔh塩化物čēŜh
電気伝導率h酸導電率h不凝縮ĕĢ濃度~ä自動計測ÂÝ

プラント設計での信頼性の作り込み

Ãāg手分析Ýå結果Â出āôÝ約 1 週間ÁÁāäá対Íh
富士電機Ýåh信頼性ä高ºŀŒŜıĈ設計Ïā手法
ä一ÚÞÍÜhHAZOP}Hazard and Operability Study~

本装置Ýå 1 時間Ý分析結果Ĉ出Ñāg自動分析ĠsĚŜ
ĢĈ図

á示Ïg

Ĉ 取 Ā 入 Ă Ü º āg ŀ Œ Ŝ ı ä 基 本 設 計 完 了 段 階 Ý
HAZOP Ĉ実施Íh安全上ä問題¸āºå稼動率ú生産性

.

Ĉ下Èāþ¼à運転上ä問題Â潜ĉÝºàºÁĈ体系的á
検証Íh適切à設計見直ÍÞ詳細設計Ĉ行ÙÜºāg

プラント運転状態の監視・運転最適化

本装置áþĀh地熱蒸気性状ä指標Ĉ 1 日á数回ä高頻
度Ý測定ÏāÉÞÂ可能ÞàĀhŀŒŜıä運転状態ä監
視j運転最適化Ĉ図āÉÞÂÝÃāg

.

HAZOP の実施概要

⒜

蒸気清浄化}不純物除去~ĠĢįŉä性能h調整結

HAZOP ÝåhĕčĲŘsĲÞİğčŜĺŒŊsĨĈ組
õ合ąÑh通常ä運転状態Áÿ逸脱Ïā場合Ĉ想定Í}表
気水分離器

表

HAZOP 逸脱マトリックスの例

還元井

ガイドワード
デザイン
パラメータ

多

い

少ない

流

れ

流量大

流量小

温

度

高

温

低

温

圧

力

高

圧

低

圧

な

い

流れなし
─

蒸気

逆

逆

熱水

流

M

─

真

空

─

カ

ラ

─

熱水還元ポンプ

レベル
成

分
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レベル高

レベル低

高濃度

低濃度

─

─

図

ポンプ吐出電動弁

HAZOP の例−熱水還元系統
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果Ĉ速úÁá確認ÝÃāg
⒝

測定結果ä経時変化Áÿh蒸気ĨsļŜá持×込ô

ĂÕ腐食要因物質ä累積量Ĉ把握ÍhĢĚsŔ付着量

⒞

úĨsļŜ部材ä腐食発生状況Ĉ予測ÍÜh予防策j

中村

保守計画Ĉ立ÜÿĂāg

蒸気ĨsļŜä開発 ･ 設計á従事g現在h富士電

実際ä不凝縮ĕĢ量á見合ÙÕĕĢ抽出機ä運転台

憲司

機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ
本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ事業部川

数Ĉ決定ÝÃāg不凝縮ĕĢ量Â多º場合åhĕĢ抽

崎工場火力ĨsļŜ部主査g日本機械学会会員h

出機ä運転台数Ĉ増úÍÜh復水器ä高真空Ĉ維持Íh

ĨsŅ機械協会会員g

発電出力Ĉ回復Ïāg不凝縮ĕĢ量Â少àº場合åh
運転台数Ĉ減ÿÍÜh運転á必要à蒸気Þ動力Ĉ減ÿ

村尾

ÏÉÞÂÝÃh経済的àŀŒŜı運転á寄与ÝÃāg

ĨsļŜ発電機ä構造設計á従事g現在h富士電

敦史

機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ
本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ事業部川

.

適用事例

崎工場回転機部g

最近納入ÍÕ地熱発電ŀŒŜıä試運転期間中ä蒸気性
状分析結果ÞÍÜh塩化物čēŜ濃度Ĉ図 0 áhĠœĔ
濃度Ĉ図 1 á示Ïg
ŀŒŜı試運転初期áÀºÜhĠœĔ濃度å目標値Ý¸
ā 0.1 ppm Ĉ超¾ÜºÕÕ÷h蒸気清浄化ĠĢįŉä調整

牧元

静香

火力発電ŀŒŜıäđŜġĴċœŜę業務á従事g
現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦ
œŎsĠŐŜ本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎs

Ĉ行ÙÕg前述ÍÕþ¼á 1 時間Ý分析結果Â得ÿĂāÕ

ĠŐŜ事業部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ

÷h何種類øä調整試験Ĉ実施ÝÃÕg調整ä結果h目標

統括部火力ŀŒŜı設計部g
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缶飲料自動販売機åhºÚÝø利用者á安全á安心ÍÜ満足ºÕÖÇā商品Ĉ提供ÝÃāÉÞÂ必要Ý¸āgËÿáh¸
ÿüā環境Ý商品販売機能Ĉ維持ÝÃā高品質Þ高信頼性Â要求ËĂāg富士電機ä缶飲料自動販売機åh企画段階Áÿİ
ğčŜŕļŎs}DR~áþā品質Àþé信頼性ä作Ā込õĈ行ÙÜ目標ÞÏā顧客ä要求仕様}FQCDS~Ĉ達成ÍÜºāg
DR áåh開発Áÿ市場ôÝ品質保証Ĉ行¼Õ÷ä主体Þàā本体 DRh新Õá自動販売機á採用Ïā機能äÕ÷ä先行機
能 DR Àþé自動販売機制御äÕ÷äĦľıďĐċ DR Â¸āg
Beverage vending machines must be able to supply products safely and securely, and to satisfy customers at all times. Furthermore, high
quality and high reliability are also required to maintain the vending function in all sorts of environments. Quality and reliability are built into
Fuji Electricz
s beverage vending machines from the planning stage through the DR (design review) stage so that these vending machines
attain the desired FQCDS (function, quality, cost, delivery and service). The DR stage includes a primary DR for assuring the quality from
development through market launch, an advanced function DR for adopting new functions in vending machine, and a software DR for vending
machine control.

まえがき

行ÍÜºāgDR á工場内外ä関係者Àþé有識者Ĉ参加
ËÑāÉÞÝh担当部門単独ä検討á比ïÜþĀ幅広º知

富士電機åh缶飲料自動販売機ä開発Àþé品質保証á

識ÞķďĸďÝ検討ÏāÉÞÂÝÃāgÉĂáþĀ開発ä

ÚºÜhISO Ĉ基軸ÞÍÕ品質ŇĶġŊŜıĠĢįŉ体系

þĀ早º段階Ý品質ä作Ā込õĈ確保ÏāÉÞáÚàÈÜ

Ĉ構築Í顧客満足ä向上Ĉ目指ÍÜºāg製品ä開発段階

ºāg

ÁÿİğčŜŕļŎs}DR~áþā品質ä作Ā込õĈ実
施Íh問題点ä早期解決Ĉ行ÙÜ妥当性Ĉ検証ÍÜºāg

.

Éäþ¼à取組õåÀ客Ëôä信頼Ĉ得āÞÞøá製品開

デザインレビューの期待効果と体系

発äœsĲĨčŉä短縮áÚàÂÙÜºāg本稿Ýåh品

缶飲料自動販売機ä開発Ý定義ÍÜºā DR ä期待効果
Ĉ次á示Ïg

質ä作Ā込õáÚºÜ DR Ĉ中心áh開発品質á視点ĈÀ

⒜

ºÜ事例Ĉ含÷Ü説明Ïāg

新製品ä開発j改良ä目的Þ内容Ĉ明確áÍh関係

部門Þä品質j信頼性á関ąā事項Ĉ共有化Ïāg
⒝

製品仕様j設計内容àßá対Í広Å衆知Ĉ集÷h経

験Ĉ生ÁÍÜ潜在Ïā問題点Ĉ抽出Íh検討漏Ăä発

自動販売機に要求される信頼性

生Ĉ防止ÏāÉÞÝ品質Ĉ作Ā込ögËÿáh開発製
品ä品質向上h安全性ä確保h開発時間ä短縮Þ間接

缶飲料自動販売機å無人Ý 24 時間商品ä販売Ĉ行¼機

費ä低減Ĉ図āg

器Ý¸āÕ÷h故障áþā販売停止Â¸ÙÜåàÿàºg
⒞

ÏïÜä年齢層ä利用者á対ÍÜh安全性Þ操作性Â考慮

開発工程äĢįĬŀĈ明確áÍh計画ÞľĒŖsĈ
確実á行º PDCA Ĉ実行Ïāg

ËĂh安心ÍÜ満足ÍÜºÕÖÇā商品ä提供ÂÝÃāÉ
⒟

ÞÂ必要Ý¸āg屋外設置áÀºÜåh設置環境ä温度ú

開発工程j製造工程ä文書化Â図ÿĂh技術Â蓄積

ËĂāg

湿度ä変化h風雨h日光àßä使用条件á耐¾ā構造Ý¸
⒠

āÉÞhàÿéá防盗性Ĉ備¾Õ構造Ý¸āÉÞÂ必要Ý

市場性ä¸ā品質j製品ä安全性ÀþéĜĢıĈ開
発完了時ôÝá実現Ïāg

¸āg缶飲料自動販売機áåh¸ÿüā環境Ý商品販売機
⒡

能Ĉ維持ÝÃā高º品質Þ信頼性Â要求ËĂāg

知的財産権ÞÍÜ差別化技術ä確保Ĉ図āg

DR äĢįĬŀľŖsĈ図 1 á示ÏgDR åh本体}製

デザインレビューによる品質の作り込み

品~DRh先行機能 DR ÀþéĦľıďĐċ DR ä三Úä
体系Ý構成ÍÜºāg

缶飲料自動販売機åh開発j製造j出荷Àþé市場設置

⑴

本体 DR

ôÝä品質保証Ĉ行¼Õ÷áİğčŜŕļŎs}DR~Ý

本体 DR å開発ä主体Þàā DR Ý¸āg開発Ïā製品

決÷ÿĂÕ評価j検証項目Ĉ実施ÍÜºāg開発ä進行á

áÚºÜ関係Ïā部門}開発h品保h調達h設備h製造à

応ÎÜ DR áåĢįĬŀĈ設ÇÜÀĀh各ĢįĬŀä趣旨

ß~Â連携Íh情報ä共有化áþĀ全体ä開発品質h製造

目的á対応Ïā担当部門Â主催Íh組織的à品質保証Ĉ遂

品質h市場品質ä作Ā込õĈ行¼目的Â¸āg企画段階

122（ 12 ）

富士時報

Vol.84 No.2 2011

缶飲料自動販売機の品質・信頼性の作り込み

先行機能 DR Þº¼ĢįĬŀĈ設定ÍÜºāg先行機能

}DR0~Ýå顧客ä要求仕様}FQCDS~á対ÍÜ議論Ĉ行

DR åh本体 DR þĀ 1 ĢįĬŀ前倒Íä日程Ý進÷āg

º開発ä是非h開発目標Ĉ決定Ïāg

先行機能 DR å開発部Þ品質保証部Â協力ÍÜh品質機

計検証Ĉ実施Ïāg開発部Ýåh品質保証部ú製造部ä技

能展開hFMEA}Failure Mode and Eﬀect Analysisk故

術ĢĨĬľø参画ÍÕ検証会Ĉ実施Íh3D ļŎsŘúŊ

障ŋsĲÀþé影響解析~
h故障解析hĠňŎŕsĠŐŜh

čĘœĢı}過去ä技術ķďĸď集~Ĉ使º図面段階áÀ

品質工学àßä手法Ĉ適用Íh机上Ýä情報整理Þ影響予

Çā品質ä作Ā込õĈ行¼g検証結果åh開発部îľČs

測Ĉ行¼g開発ĲĖŎŊŜıåh先行機能 DR ä各ĢįĬ

ĲĹĬĘÍh図面ôÕå仕様書àßäĲĖŎŊŜıá反映

ŀáÜ有識者Ĉ交¾Ü報告j審議ËĂ開発段階Ý信頼性Ĉ

ËĂh次ĢįĬŀÝ¸ā製品技術試作ä妥当性確認î移行

確保ÍÜºāg
冷却ŏĴĬıä開発事例ÞhĠňŎŕsĠŐŜä結果

Ïāg
製品技術試作段階}DR2~Àþé量産試作段階}DR3~

á品質工学Ĉ用ºÜ評価Ïā手法Ĉ取Ā入ĂÕ事例ÞĈh

å品質保証部Â主体ÞàĀh試作機ä検証Þ妥当性確認Ĉ

.

実施Ïāg過去äĘŕsŉĪĐĬĘÀþé量産課題h市

⑶

場課題Ĉ含÷Õ再発防止ä確認áþĀ PDCA Ĉ実行Ïāg

項á示Ïg

ĦľıďĐċ DR

缶自動販売機ä制御ĦľıďĐċåh顧客要求仕様á基

試作段階ä検証決裁Þ量産段階ä妥当性決裁å品質保証部

ÛºÜ製品ä基本動作j操作手順j拡張機能Ĉ表現Ïāø

長ä責任Ý実施ÍhÏïÜä課題Â解決ËĂÕ製品äõÂ

äÝ¸āgĦľıďĐċåh顧客仕様Ĉ実現ÏāÕ÷á

量産ËĂā体制ÞàÙÜºāg

ôÐĠĢįŉ上Ý開発Íh本体 DR Þå別á独自ä DR Ģ

DR ĢįĬŀÊÞá抽出ÍÕ課題ú問題点åhÓäĢ

įĬŀÝ運用Ïāg開発仕様段階h開発計画段階hĠĢ

įĬŀÝ解決ËÑāÉÞĈ原則ÞÍÜºāg重要à問題Â

įŉįĢı段階h運用įĢı段階äĢįĬŀĈ経Ü本体

発生Íh解決Â納期的á不可能Þ判断ÍÕ場合åh品質保

ä DR3 ôÝá完成ËÑāgÉÉÝh製品áĦľıďĐċ

証部Áÿ{差戻Í状|
}工場長決裁áþā開発見直Íä申

Ĉ搭載ÏāÕ÷ä総合審議Ĉ行¼Õ÷本体 DR á移行Ïāg

請書~Â発行ËĂāgÉĂá伴ÙÜh開発日程ú要求事項

ĦľıďĐċä信頼性ä作Ā込õĈ

.

項á示Ïg

ä見直ÍÀþé対策検討Ĉ行ºh差戻Íä回答Â出āôÝ
.

次äĢįĬŀî課題ä先送ĀĈÍàºhÞºÙÕ品質Þ信
頼性Ĉ確保Ïā仕組õĈ構築ÍÜºāg
本体 DR áÀÇā製品妥当性確認Ĉ .
⑵

本体 DR における製品妥当性確認

本体 DR2 ä段階Ýåh先行機能 DR Ý機能Â確立ÍÕ
ŋġŎsŔä組合Ñ検証Ĉ行ÙÜºāg缶飲料自動販売機

項á示Ïg

本体ÞÍÜä評価j検証結果Ĉh本体 DR2 Ý審議Ïāg

先行機能 DR

製品ä評価試験Ĉ行¼前áåh試験効率ä向上ÞhıŒ

缶飲料自動販売機ä新Õá採用Ïā機能ä開発Ýåhô
Ð実現ÍÕº機能Ĉ明確áÍÜhÓä実現方法Ĉ計画Ïāg

ĿŔä未然防止äÕ÷á試験前 MDR}ŊčĘ DR~Ĉ実

機能開発ä中Ýh開発負荷ä大ÃàįsŇåhR&D àß

施Ïāg開発部Þ品質保証部Â集ôĀh従来機á対ÍÜä

ä基礎研究Ĉ経Ü製品実現á至āg新Õá採用Ïā機構Ĉ

変更点Þ先行機能開発ä検証結果ÀþéĠňŎŕsĠŐŜ

品質ä作Ā込õÂÝÃÕ状態Ý自動販売機á盛Ā込öÕ÷h

結果Ĉ確認Íh弊害áÚºÜ議論ÏāgÓä後h変更点ú

本体 DR

自動販売機本体の開発
責任部署

DR ステップ

製品技術試作段階

DR1

開発部
量産試作段階

DR2

DR3

量産段階
DR4
量産後評価会議
︵開発の振返り︶

量産移行会議
︵妥当性確認︶

量産手配

量試組立性の妥当確認

量産試作手配

量試移行会議
︵試作検証︶

試作組立性の検証

試作手配

製技試移行会議

開発計画段階

試作 ・ 試験評価段階

制御ソフトウェアの開発

開発仕様段階

図１

設計段階

DR0

品質保証部

新たに採用する機能の開発

開発企画段階
ソフトウェア DR

企画段階

3Dビューワ検証会

先行機能 DR

開発部

開発移行決定会議

主な内容

生産企画部

開発計画段階

システムテスト段階

運用テスト段階

DR のステップフロー
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弊害Ĉßäþ¼à評価方法Ý確認ÏāÁĈ決定Íh次á示

隙間Áÿ漏ĂāĕĢ濃度Ĉ数値化ÏāÉÞÝh庫内ä気密

Ï評価試験Ĉ実施Ïāg

特 集

⒜

本体信頼性評価試験k風雨h直射日光àßä耐環境
性àÿéá利用者á対Ïā安全性àßĈ確認Ïāg

⒝

Ĉ時間変化Ý捉¾āøäÝ¸āg庫内Ĉ構成Ïā部品間ä

実販売評価試験k市場á流通ÍÜºāËôÌôà形

性能評価ä良否判定ÂÝÃāgôÕh測定結果ĈİsĨ化
ÏāÉÞÝh庫内構成ú部屋容積Ýä気密性能ä比較Ĉ容
易áÍhİsĨä確ÁÿÍËĈ判定Ïāg

ä商品Â確実á販売ÝÃāÁĈ確認Ïāg
⒞

電装評価試験k外来ķčģú電源電圧ä変動á対Í

ÜŇčĜŜ制御Â正ÍÅ動作ÏāÁĈ確認Ïāg
⒟

.

⑴

性能評価試験k中身商品Ĉ冷úÍÕĀh暖÷ÕĀÏ

ā冷却加熱装置ú消費電力àßĈ確認Ïāg

先行機能 DR における手法の適用

机上分析Þ事前影響評価

机上分析Þ事前影響評価áþā潜在問題点ä抽出Ĉh冷
却ŏĴĬı事例áþĀ次á示Ïg

性能評価áÀÇā消費電力試験Ýåh試験効率向上á向
ÇÕ取組õĈ実施ÍÜºāg

先行機能開発ÝåhÓä機能Âßäþ¼à要素Ý構成Ë
ĂÜºāÁĈ明確áÏāg例¾æh冷却ŏĴĬıÞºÙÕ

消費電力量á影響Ïā要素ÞÍÜh気密性能h断熱性能h
冷凍機効率Â¸ĀhÓĂÔĂÂ最適à状態Ý¸āÉÞĈ確

ŋġŎsŔá分ÇÜ考¾hÓäŋġŎsŔä評価特性Ĉ検
討ÍhŋġŎsŔ単体Ý品質保証評価Ĉ実施Ïāg

認Ïā必要Â¸āg中Ýø気密性能åh自動販売機庫内ä

従来ä冷却ŏĴĬıåh圧縮機h凝縮器h蒸発器àß機

断熱材部品hĕĢĚĬı部品h商品搬出部品àßä隙間á

能部品Ý構成ËĂ冷却運転Ĉ行ÙÜºÕg環境対応型自動

þā空気ä漏Ăá関係Ïā部分Ý¸Āh消費電力量数値á

販売機ä冷却ŏĴĬıåh圧縮器Ý圧縮ÍÜ高温áàÙÕ

大ÃÅ影響Ïāg

冷媒Ý加熱庫内Ĉ加熱ÏāĻsıņŜŀ動作áþÙÜ加熱

従来ä気密性能評価å目視á頼ÙÕ検証Â主体Ý¸Āh

ø行ąĂā}図 ~
gÉĂÿá使用ËĂā冷媒切替弁ú電

庫内空気漏Ăä良否判定Ĉ短時間Ý達成ÏāÉÞå困難Ý

子膨張弁àßÂ機能Ĉ損à¼Þh中身商品ä加熱ú冷却Â

¸ÙÕg消費電力試験後ä電力量数値Â目標値á達ÍÜº

ÝÃàÅàāgÉäþ¼à重要機能部品Ý構成ËĂā自動

àºÉÞÂ判明ÍÕ時点Ýh気密性確認Ĉ行ºh評価試験

販売機äŋġŎsŔåhÓä故障ŋsĲĈ想定ÍÜh故障

ä手戻ĀÂ多Å発生ÍÜºÕg

ä発生頻度h影響ä範囲hÓä故障ä致命度àßĈ判断Ï

Éä課題Ĉ解決ÏāÕ÷h事前á気密性評価Ĉ短時間Ý
数値化ÍÜ捉¾ā技術Ĉ確立ÍÕgÉĂåh図

á示Ïþ

ā FMEA Ĉ取Ā入Ăh信頼性Ĉ確保ÍÜºāgFMEA ä
代表例Ĉ図

¼áh評価用ĕĢĈ庫内á注入Íh庫内äĕĢ濃度ä低下

á示Ïg

今回 FMEA Ý解析ÍÕ結果h従来áåàÁÙÕ冷却ŏ

左庫内

放熱

中庫内

吸熱

右庫内

中庫内

左庫内

蒸発器

蒸発器

加熱用
交換器

加熱用
交換器

補助
ヒータ

補助
ヒータ

右庫内

吸熱

蒸発器

濃度計

電子
膨張弁

凝縮器

（a）濃度計による庫内気密性評価

図

ヒ−トポンプの原理（例：加熱−冷却−冷却）

図

FMEA の代表例
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9
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中庫内
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右庫内

4
3
2
1
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（b）ガス濃度時間推移曲線

図

庫内気密性評価
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ĴĬıä運転保護機能Â必要Ý¸āÉÞÂ判明Íh事前影

組合Ñáþā実機検証Ĉ行ÙÜºÕÕ÷h評価期間ä制約

響評価áþā潜在問題点ä抽出á効果Â¸ÙÕgÉä影響

Â¸ā中Ý膨大à時間Ĉ要ÍÜºÕg
富士電機åh信頼性確保Þ評価時間短縮Ĉ両立ËÑāÕ

Ëÿáh圧縮機ä保護動作á関ÍÜå電流検出方式以外ä

÷h気流ĠňŎŕsĠŐŜáÀÇā影響因子ä抽出á品質

保護装置ÞÍÜä冗長設計Ĉ取Ā入ĂÜ信頼性ä向上Ĉ実

工学ä評価Ĉ用ºÕgÉĂáþĀh因子効果Ĉ予測Í最適

現ÍÕg

à因子組合Ñ条件Ĉ抽出ÍÕ上ÝĠňŎŕsĠŐŜáþĀ

⑵

検証Ĉ行ÙÕg

組合Ñ評価試験期間ä短縮

庫内風ôąĀĠŎňŎŕsĠŐŜ事例Ĉ次á示Ïg
自動販売機åh冷却j加熱Ĉ任意á設定ÝÃā庫内Ĉ複
数持×h缶h瓶Àþé PET ŅıŔ飲料Ĉ冷却ôÕå加熱

検証ä結果hľĊŜ逆流ú風量h風速Â庫内風ôąĀá
影響Ĉ与¾āÉÞÂ分ÁÙÕg特áľĊŜ前方Ýä逆流åh
ľĊŜä軸受温度ä上昇áøÚàÂĀhľĊŜä寿命áø

ÍÜ販売Ïāg商品ä冷却j加熱å空気Ĉ媒介ÞÏā強制

大Ãà影響Ĉ与¾ÜºāÉÞÂ判明ÍÕgÉĂáþĀ問

対流熱伝達áþÙÜ行¼gÉäÕ÷庫内ä部屋割Ā構成à

題抽出Àþé解決Â開発ä初期段階Ý可能áàÙÕg図

ßÂ異àāÞh空気ä流Ăá影響Ĉ与¾中身商品ä温度Â

áhĠňŎŕsĠŐŜĈ用ºÕ解析Ĉ示Ïg図

変化Ïāg加熱ä場合áåh電気ĻsĨáþāøähĻs

Ŝ逆流á対Ïā要因効果図Ĉ示ÏgÉĂåh風洞ä設計条

áhľĊ

ıņŜŀáþāøähÞºÙÕ方式ä違ºáþÙÜ空気ä

件 A Áÿ D á対ÍÜÓĂÔĂ水準値Ĉ 3 種類設定Íh組

流ĂÂ変化ÍÜh各ĜŒŉ}個々á仕切ÿĂÕ中身商品ä

合Ñ評価Ĉ行ÙÕøäÝ¸āg1 回ä組合Ñ実験Ý次ä三

収納部~ä商品温度Â安定ÍàºgôÕh省đĶŔėsä

Úä評価Ĉ同時á行¼ÉÞÝh影響Ïā信号因子Â効率良

Õ÷庫内ľĊŜä風量Ĉ制御ÍÜ冷却j加熱äħsŜ化Ĉ

Å見ÚÁĀh条件抽出ä最適化Â短時間Ý可能ÞàÙÕg
⒜

進÷āÞh空気ä流ĂÂËÿá不安定áàāg加¾Ü周囲

ľĊŜ逆流k望小特性

温度h周囲環境ä違ºáþā商品温度îä影響ø避ÇÿĂ

⒝

熱交換器Ĉ通過Ïā風量k望大特性

àºgÉäÕ÷hËôÌôà運転状態ú環境条件áÀºÜ

⒞

各ĜŒŉ商品下部ä風速k標準 SN 比

ø各ĜŒŉá安定ÍÜ風Ĉ当Ü適切à熱量Ĉ供給Ïā必要

ĠňŎŕsĠŐŜ結果áþĀhľĊŜ逆流h風量h風速

Â¸āg一方ÝhľĊŜä軸受部àß熱的影響Ĉ受Çā部

á対Í最適à組合Ñ設計値Ý機能検証装置}図 ~Ĉ製作

分á関ÍÜå風Ĉ当Üàºþ¼áÏā必要Â¸āg

ÍÕg従来ä目的機能評価Ýå安定時ä品温評価Ý¸ÙÕ

商品温度áåh庫内各部ä気流制御Â大Ãà影響Ĉ及ò

Âh今回ä評価á当ÕÙÜåh加熱立上Ā時ä温度勾配Ĉ

ÏÉÞå明ÿÁÝ¸āgÍÁÍh実際ä気流Ĉ容易á視覚

計測ÏāÉÞÝ気流áþā強制熱伝達ä良否Ĉ評価ÍÕg

化ÏāÉÞå難Íºg従来ä検証方法ÝåÏïÜä因子ä

ÉĂÿä施策áþĀ各ĜŒŉä商品温度試験h運転ŋs
Ĳáþā影響試験hľĊŜ信頼性寿命試験ä評価期間Â短
縮ÝÃÕg

ダクト出口
ケース 1

.

ソフトウェアにおける信頼性の作り込み

ĦľıďĐċ DR åh本体 DR Þ並行ÍÜ実施ÍÜºāg
缶飲料自動販売機ä省đĶŔės制御ú商品Ĉ販売Ïā
ケース 2
風洞出口

熱交出口

機構ä制御h金銭管理ú売上集計àß自動販売機áåËô
Ìôà機能Â¸ĀhÓĂÿä多ÅĈĦľıďĐċÝ実現Í

・・・

Üºāg富士電機Ýåh自動販売機äĦľıďĐċä信頼
性åh表 1 á示Ï 3 点Ĉ満ÕÏÉÞÞ捉¾Üºāg
ĦľıďĐċåh記録ËĂā媒体ä劣化j破損Âàº限

ケース 9

図

シミュレ−ションを用いた解析

SN 比（dB）

24.06
21.61
19.15
16.69
14.23

図

影響因子
（SN比の変化大）
1 2 3
設計条件A

1 2 3
設計条件B

ファン逆流の要因効果

1 2 3
設計条件C

1 2 3 水準値
設計条件D

図

機能検証装置
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手段àß~Þ出力}対処方法àß~Ĉ明確áÏāg

ソフトウェアの信頼性

⒞

顧客の真の要求が，漏れなく正確に定義されていること

特 集

仕様の
正しさ
実装の
正しさ

ĦľıďĐċäčŕėŎŒs処理

ĦľıďĐċĈ構成Ïā個々äŋġŎsŔáÚºÜh

すべてのイレギュラーな入力に対して，適切な対応が定義さ
れていること

発生Í得ā状態ÞčłŜıĈ状態遷移表áÏā}図 ~
g

異常処理を含むすべての仕様が，正確に実装されていること

表Áÿh状態á応ÎÕčŕėŎŒs発生時ä処理Ĉ分
析j決定ÏāgÉĂáþĀhñÁäŋġŎsŔáĹęÂ
¸ÙÕ場合ú局所的àŊŋœä破壊àßá対応ÍÕĦľ
ıďĐċĈ構築Ïāg

ステータスマトリックス 【モジュールＡ】
イベント
状

態

状態Ⅰ

状態 Ⅱ

状態 Ⅲ

起

動

停

止

⑵

○○スイッチ
ON

○○スイッチ
OFF

箇所äĜsĲŕļŎsĈ実施Íh各 DR Ý確認ÏāgôÕ

*****
→状態 Ⅱ

NON

イレギュラー

NON

NON

*****
→状態Ⅰ

*****
→状態 Ⅲ

イレギュラー

*****
→状態Ⅰ

イレギュラー

*****
→状態 Ⅱ

NON

実装ä正ÍË

ĦľıďĐċÂ仕様ßÀĀ実装ÝÃāÁß¼Áh変更
ĦľıďĐċä完成度ä把握áÚºÜåhĹę曲線}168
Ńsġ解説 2参照~àßĈ用ºÜ完成度Â目標á近Û
ºÜºāÉÞĈ確認ÍàÂÿ信頼性Ĉ向上ËÑāg

あとがき
富士電機ä缶飲料自動販売機áÚºÜh開発段階ä DR

モジュール B
モジュール D

áþā品質j信頼性ä作Ā込õáÚºÜ事例Ĉ交¾Ü紹介
ÍÕg今後øh自動販売機å身近à存在Ý¸Āh製品ä品

モジュール A
モジュール E
モジュール C

質Ĉ維持向上ÍÜºÅÉÞÂ重要Ý¸āg自動販売機åh
安定ÍÕ市場Ĉ形成ÏāÕ÷従来ä国内市場Áÿ海外市場
î展開Ĉ広ÈhËÿá高機能化h高信頼性化h開発期間

図

ソフトウェア構成と状態遷移

ä短縮化Ĉ達成ÍÜºÅ必要Â¸āgÉäþ¼à環境変化
á対応ÏāÕ÷áh品質保証技術ú信頼性技術Ĉ高÷Ü品

Ā期待ËĂÕ機能Ĉ維持ÏāÉÞÂÝÃāgÏàą×h顧

質j信頼性ä作Ā込õĈþĀ強化ÍÜºÅ所存Ý¸āg

客Áÿ要求ËĂā機能Þh考¾ÿĂā異常ĚsĢá対応Ï
ā処理Âh明確ÁÚ適切á仕様化ËĂh正確áŀŖęŒŉ
á反映ËĂāÉÞÂ肝要Ý¸āgÉ¼ÍÕ考¾方á基ÛÃh

富松

ÓĂÔĂĈ次á示Ï手段ÝĦľıďĐċä信頼性ä向上á

自動販売機ä本体設計開発h品質保証á従事g現

取Ā組ĉÝºāg
⑴

和成

在h富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社øäÚ
ÅĀ本部三重工場品質保証部主任g

仕様ä正ÍË
⒜

顧客要求ä仕様化

ĦľıďĐċ DR å独自ä DR ĢįĬŀĈ制定ÍÜÀ
ĀhÓä早期ä段階Ý要求仕様á対Ïā各仕様ä妥当性

中条

Ĉ評価ÍÜºāg開発構想時äŕļŎsÝåh顧客要求

自動販売機ä品質保証á従事g現在h富士電機œ

ä分析結果áÚºÜ評価Íh仕様書作成時äŕļŎsÝ
å設計j詳細仕様áÚºÜ評価Ïāg
⒝

孝則

įčŔĠĢįŉģ株式会社øäÚÅĀ本部三重工
場品質保証部主任g品質工学会会員h日本冷凍空
調学会会員g

ĸsĲďĐċäčŕėŎŒs処理

ĦľıďĐċÂ動作ÏāÕ÷äĸsĲďĐċá対ÍÜh
ôÐ FMEA áþā異常ĺĨsŜä洗º出ÍÞ対応処理
ä仕様Ĉ明確áÏāg追加j変更Ïā機能ú機構á対Í
Ü発生Í得ā故障Ĉ抽出ÍhÓĂÿÂ発生Ïā原因Þ影
響Ĉ分析ÍÜ対処Ĉ検討ÏāgÉäÞÃhĦľıďĐċ
áþā対処Â必要à場合åhÓäÕ÷ä入力}故障認識
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尚紀

自動販売機用冷却ŏĴĬıä開発á従事g現在h
富士電機œįčŔĠĢįŉģ株式会社øäÚÅĀ
本部三重工場品質保証部主任g日本機械学会会員h
日本冷凍空調学会会員h品質工学会会員g
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自動車分野Ýå安全性j利便性j快適性ä向上á向ÇÜh機構部品ä電子化Â急速á進÷ÿĂÜºāg車載用半導体ä故
障åh車両停止áÚàÂā可能性Â¸āÕ÷安全確保Â最優先Ý¸Āh品質j信頼性ä要求水準Â高ºg富士電機åh目標
品質達成äÕ÷á開発j設計Áÿ生産段階ôÝäÏïÜäľĐsģáÀºÜ入念à取組õĈ行ÙÜºāg設計段階äņčŜ
ıÞÍÜh車載用 IGBT}Insulated Gate Bipolar Transistor~ÝåĺŘsĞčĘŔ寿命評価ÞĠňŎŕsĠŐŜ検証Ĉ行Ù
Üºāg生産段階Ýå量産工程áÀÇā品質ä作Ā込õh特á異常検出感度ä向上Þ流出防止技術ä強化Ĉ図ÙÜºāg
In order to improve safety, convenience and comfort in the automobiles, mechanical parts are rapidly incorporating electronic features.
Automotive semiconductors, should they fail, may cause a vehicle to stop. Accordingly, the required levels for quality and reliability are very
high since ensuring safety is the top priority. Fuji Electric is closely involved in all phases, from development and design to production of its
automotive semiconductors, in order to achieve the desired quality. During the design stage, Fuji Electric performs power cycle life evaluations and simulation veriﬁcations of automotive IGBTs}Insulated Gate Bipolar Transistor. In the production stage, Fuji Electric is working
to build-in quality into the mass production and, in particular, to improve error detection sensitivity and to strengthen accidental oversight
prevention technology.

まえがき

車載用半導体製品の品質・信頼性要求

近年h地球環境保全îä社会的要求Â高ôĀh自動車

自動車ä特徴åh移動手段ÞÍÜä利便性Â高ºÉÞú

ä燃費向上hCO2 排出量ä低減Â重要à課題ÞàÙÜº

使用目的Â広範àÉÞÁÿhÓä環境ø多彩Ý¸Āhºă

āgÉä課題Ĉ解決Ïā手段ÞÍÜh自動車ŊsĔs各社

ºăà観点Áÿä耐性Ĉ持ÕàÅÜåàÿàºg自動車Ĉ

å電気自動車úĸčĿœĬĲ自動車àßh環境対応車ä開

取Ā巻Å環境ÞÍÜh主àøäĈ次á示Ïg

発áÍäÄĈ削ÙÜºāg一方h自動車ä電子化îä流Ă

⒜

熱的環境}気温h日射h地域h走行条件~

á伴ÙÜ自動車á搭載ËĂā半導体ä適用範囲ú種類å大

⒝

湿度的環境}湿度h結露h雨h洗車~

幅á拡大Íh自動車 1 台当ÕĀä半導体搭載数å増加ä一

⒞

雰囲気環境}火山地域hñÉĀh塩h油~

途ĈÕßÙÜºāg当然äÉÞàÂÿh半導体ä搭載数å

⒟

機械的環境}走行áþā振動h衝撃~

増¾Üøh自動車全体ÞÍÜäĠĢįŉ故障率å低Å抑¾

表 1 á目標信頼性水準ä比較Ĉ示Ïg産業機器用途á比

⑵
⑴

àÇĂæàÿàºg車載用ä半導体ä故障åh車両停止á

較ÍÜ車載用途åhÀÀöã 2 v 3 倍高º信頼性水準Â要

ÚàÂā可能性Â¸āÉÞÁÿh安全確保Â最優先Ý¸Āh

求ËĂÜºāg例¾æh温度ĞčĘŔ試験áÚºÜåh自

一般民生用途ú産業用途á比ïÜºÙÓ¼高º品質j信頼

動車Â寒冷地Áÿ砂漠ú高温多湿地帯ôÝÞºÙÕ¸ÿü
ā気候条件下Ý走行Ïā可能性Â¸āÉÞúhĸčĿœĬ

性Â求÷ÿĂÜºāg
本稿Ýåh車載用途á要求ËĂā品質ŕłŔá応¾āÕ

Ĳ車ÝåhŋsĨ駆動ŏĴĬıÂđŜġŜŔsŉ内á搭載

÷h車載用半導体製品ä開発j設計Áÿ生産段階ôÝäh

ËĂh環境ú走行ĺĨsŜÁÿÅā温度変化á常áËÿË

品質j信頼性ä作Ā込õä取組õáÚºÜ紹介Ïāg

ĂāÉÞÁÿhÉäþ¼à厳Íº信頼性ä要求水準ÞàÙ
Üºāg

表

車載用半導体製品の品質・信頼性確保

目標信頼性水準の比較
目標信頼性水準

安全確保ä観点Áÿh車載用 IGBT ŋġŎsŔáåh高

自動車目標

産業機器目標

º品質j信頼性Â求÷ÿĂāg自動車j電装ŊsĔsÁÿ

＞1,000サイクル
ΔT c＝−40 〜＋125 ℃

100サイクル
ΔT c＝−40 〜＋125 ℃

ä要求品質åh具体的áå市場故障率ÝĠŜęŔ ppm 以

パワーサイクル
試験

30,000サイクル
ΔT j＝100 ℃

15,000サイクル
ΔT j＝100 ℃

ケース温度変化
パワーサイクル
試験

10,000サイクル
ΔT c＝80 ℃

5,000サイクル
ΔT c＝80 ℃

温度サイクル
試験

2

振動試験

加速度200 m/s
X，Y，Z軸方向 各10 h

2

加速度100 m/s
X，Y，Z軸方向 各2 h

下Ý¸ĀhĥŖ故障Â目指Ï品質ŕłŔÝ¸āgÓĂÿ目
標品質Ĉ達成ÏāÕ÷áåh図 1 á示Ïþ¼á開発j設計
Áÿ生産段階ôÝäÏïÜäľĐsģáÀºÜh品質á重
点Ĉ置ºÕ入念à取組õÂ重要ÁÚ不可欠Ý¸āg次á車
載用 IGBT ŋġŎsŔĈ例áÍÜ説明Ïāg
開発j設計段階áÀÇāņčŜıåh車載用製品á要求
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（1）

顧客・
市場調査

特 集

①開発段階での信頼性設計
②製品における品質検証の強化

絶縁基板
設計・開発

アルミニウムワイヤ（Al）

アルミニウム
ワイヤ

シリコンチップ

亀裂 せん断応力

（1）

亀裂
シリコンチップ（Si）
はんだ

（2）
（3）

③生産段階での品質の作り込み
④異常に対する検出感度向上

生産

銅ベース（Cu）

〈線膨張係数〉
Al：23.6×10−6/℃
Si：3.5×10−6/℃

⑤不良品の市場への流出防止強化

はんだ
在庫・出荷
⑥トレーサビリティ強化による
顧客対応力の向上，リスク極小化
顧客

（3）

（2）

亀裂

図

亀裂

せん断ひずみ

絶縁基板（Al2O3）

品質・信頼性確保のポイント

亀裂

亀裂

シリコンチップ（Si）
はんだ

はんだ
銅ベース（Cu）

絶縁基板（Al2O3）

ËĂā信頼性Ĉ的確á把握ÍhÓĂĈ必要à技術開発ú製
〈線膨張係数〉
Al2O3：7×10−6/℃
Cu：16×10−6/℃

品設計î反映ËÑāÉÞhàÿéá各ľĐsģáÀºÜh
顧客ä要求Ïā信頼性Â確実á達成ËĂÜºāÁĈ検証Ï

〈線膨張係数〉
Si：3.5×10−6/℃
Al2O3：7×10−6/℃

āÉÞá¸āgÉäÕ÷半導体事業Ýåh例¾æh専門家
İğčŜŕļŎs}DR~ú部門横断型多機能ĪsŉĈ編

図

IGBT の故障部位と故障メカニズム

成Íh製品企画h設計開始段階Áÿ営業h品質保証h製造
部門á有識者Ĉ交¾Õ入念à DR Ĉ行ÙÜºāgôÕh設
計段階ä節目Ýåh社内ÖÇÝàÅ顧客Ĉ積極的á巻Ã込
ĉÖ DR Ĉ実施ÏāÉÞáþÙÜ顧客ä要求品質}明示j
黙示~ä抜Ç落×Ĉ防止Íh品質j信頼性ä作Ā込õh確

通電パターン

保á努÷ÜºāgËÿáh過去ä品質ıŒĿŔ事例ú新
規j 変 化 点 ä œ Ģ Ę 検 証 Þ Í Üh 設 計 FMEA}Failure
Mode and Eﬀect Analysisk故障ŋsĲÀþé影響解析~
h
工程 FMEA àßĈ活用Íh設計段階Ýä品質j信頼性ä

（a）過負荷運転

T j パターン

作Ā込õh確保á努÷Üºāg

（b）定常動作運転

量産段階ÝåhĺŘsĪĬŀå高性能化Ĉ実現ÏāÕ÷h
薄ďĐsĸ化ú微細化àßh最先端ä加工技術ÞŀŖĤĢ
Ĉ使ÙÜ製造ÍÜºāgÉĂÿåďĐsĸäŖĹĢıĶĢ
T c （ケース温度）
T f （フィン温度）
パターン

性á少àÁÿÐ影響Ĉ及òÏ要因ÞàÙÜÀĀh例¾æ加
工時ä微小àĺsįČĘŔä付着úąÐÁàÃÐä発生à
ßø見逃Ëàºàßh従前ä品質管理ŕłŔĈËÿá数段
高÷Õ管理Â必要Ý¸āgÉäÕ÷hďĐsĸŀŖĤĢ内

通電開始

通電終了

ä環境j作業改善àßáþā品質ä作Ā込õåøÞþĀh
人äĢĖŔáþā良否判定ä誤差Ĉ排除ÏāÕ÷h自動検

図

運転ダイヤグラムの例

査装置ä導入àßÝ管理ŕłŔĈ高÷Üºāg

車載用 IGBT の信頼性評価

þĀh接合端面á応力Â加ąĀh亀裂Â発生ÍÜ進展Ïāg
最終的áåh亀裂Â接合面Ĉ横断Íh剝離破壊á至āg

.

パワーサイクル故障メカニズム

⑵

高電力Ĉ取Ā扱¼ IGBT}Insulated Gate Bipolar Tran-

ĠœĜŜĪĬŀÞ絶縁基板間äåĉÖ接合部
ĠœĜŜĪĬŀÞ絶縁基板ä線膨張係数差áþĀhåĉ

sistor~ŋġŎsŔä典型的à故障ŊĔĴģŉÞÍÜh
熱疲

Ö接合端面á応力Â加ąĀh亀裂Â発生ÍÜ進展ÏāgÉ

労故障Â存在ÏāgÉä故障åhŋġŎsŔ構造部材ä線

ĂáþĀĠœĜŜĪĬŀä放熱Â妨ÈÿĂhËÿá進展Ï

膨張係数ä違ºÁÿ生Ðā熱応力Âh各部材間ä接合部á

āÞ熱破壊á至āg

繰Ā返Í加ąāÉÞá起因ÏāøäÝ¸āg主à故障部位

⑶

ÀþéÓä故障ŊĔĴģŉåh次á述ïā三ÚÝ¸ā}図

絶縁基板Þ銅łsĢ間äåĉÖ接合部

絶縁基板Þ銅łsĢä線膨張係数差áþĀhåĉÖ接合

⑵

~
g
⑴

ċŔňĴďŉŘčōÞĠœĜŜĪĬŀ接合部

ċŔňĴďŉŘčōÞĠœĜŜĪĬŀä線膨張係数差á
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109

絶縁基板中心

大

絶縁基板中心

108

ΔT j

変形量

寿命（サイクル）

Tj
Tc

107

2s

推定

特 集

2 sON/
18 sOFF

18 s

106
小

105
（a）25 ℃→125 ℃

実測

104

図

F （t ）=1% ライン

（b）+25 ℃→−40 ℃

シミュレーションによる解析事例

103

次á示Ï 2 種類äĺŘsĞčĘŔ試験Ĉ採用ÍÜºāg
102
10

50

100

ǼTj ĺŘsĞčĘŔ試験

⑴

200

IGBT ŋġŎsŔä 1 素子}1 ċsŉ~äõáh短時間

ΔT j（℃）

通電Ĉ繰Ā返Ï試験法
⑵

ΔT j パワーサイクル寿命曲線

図

ǼTc ĺŘsĞčĘŔ試験

IGBT ŋġŎsŔä全 IGBT 素子áh長時間通電Ĉ繰Ā
返Ï試験法
富士電機ÝåhǼTj ĺŘsĞčĘŔÞǼTc ĺŘsĞčĘ

107

ŔäÓĂÔĂä試験áÀºÜhºÅÚÁä温度条件ǼT 下

寿命（サイクル）

106

Ýä寿命İsĨĈ取得Íh統計的à処理Ĉ加¾Üh図

推定

þé図

À

á示Ï寿命曲線Ĉ求÷Üºāg

自動車á要求ËĂā耐用寿命åhÀÀþÓ 10 v 15 年Ý
105

¸āgÉä寿命Ĉ実機Þ同Î条件Ý確認ÏāÕ÷áå膨大
à時間Ĉ要ÏāÕ÷h上記ä寿命曲線Ĉ利用ÍÕ寿命予測
Ĉ行ÙÜºāg

104

実測

.
103

シミュレーションによる品質検証

設計段階Ýä品質検証ÞÍÜhĠňŎŕsĠŐŜ手法å
有効à手段Ý¸āgÉä手法åh今ôÝá蓄積ËĂÕ膨大

102
10

50

100

200

ΔT c（℃）

à基礎İsĨá基ÛÃh¸ā制約条件下Ý各種部材構成Í
ĢıŕĢ条件Ýä解析Ĉ行¼gÉäÕ÷h従前ä評価ĞŜ
ŀŔ作成h評価áþāĔĬıċŜĲıŒčĈñÞĉß必要

ΔT c パワーサイクル寿命曲線

図

ÞÍàºÉÞÁÿhñòĠňŎŕsĠŐŜ段階Ýh要求寿
命äľČsġļœįČs ĢĨİČsÂ可能Ý¸Āh開発
期間ä短縮á大ÃÅ寄与ÍÜºāgĠňŎŕsĠŐŜ手法

.

パワーサイクル寿命評価技術

富士電機Ýåh製品ä熱疲労寿命評価ä試験法ÞÍÜh

ä適用á当ÕÙÜåh構造ú部材h熱h湿度h温度h電界h
振動àßhĢıŕĢ因子Ĉ十分á考慮Íh最ø効果的à

ŋsĨ駆動時ä運転ŋsĲĈ模擬ÍhIGBT ŋġŎsŔá

手法Ĉ選択Ïāg図

断続的à通電Ĉ与¾āĺŘsĞčĘŔ試験Ĉ採用ÍÜºāg

õ解析事例Ĉ示ÏgÉĂÿĠňŎŕsĠŐŜä活用áþĀh

ŋsĨ駆動時ä運転ŋsĲä代表例ÞÍÜh次á述ïā二

åĉÖ材料Àþé絶縁基板材料ä選定ú構造ĺŒŊsĨĈ

ÚäŋsĲĈ紹介Ïā}図 ~
g

短期間Ý最適化ÏāÞÞøáh車載用ÞÍÜ必要ÞËĂā

⒜

加減速運転Ĉ模擬ÍÕ短時間Ýä過負荷運転

⒝

定速走行Ĉ模擬ÍÕ長時間ä定常動作運転

á温度変化áþā部材ä応力jèÐ

ĺŘsĞčĘŔ寿命ä長寿命化Ĉ実現ÍÜºāg

生産段階での信頼性確保

⒜ä加減速運転Ĉ模擬ÍÕ短時間ä運転ŋsĲÝåh発
熱Â IGBT ĪĬŀ周辺á限定ËĂāÕ÷h前述ä⑴h⑵ä
⑶

故障ŊĔĴģŉÂ主áõÿĂāg一方h⒝ä定速走行Ĉ模

.

量産工程における品質の作り込み

擬ÍÕ長時間ä運転ŋsĲÝåhIGBT ŋġŎsŔ全体á

量産開始後ä生産段階Ýåh顧客¸āºå市場Ýä故障

熱Â広ÂāÕ÷h前述ä⑶ä故障ŊĔĴģŉÂ主áõÿĂ

発生ä未然防止ÞÍÜh工程内Ý発生Ïā不良品äÚìÍ

āg富士電機ÝåhÉĂÿ 2 種類ä運転ŋsĲá対ÍÜh

込õÂ重要à活動Ý¸āg活動ä一ÚÞÍÜ例¾æh工程
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チップ下はんだX線画像

要求仕様値

特 集

社内基準値

基準外
（a）基準外の検出
はんだボイド

要求仕様値
社内基準値

改善前

改善後

分布外れ
（b）分布外れの検出

図

はんだボイドの改善事例
要求仕様値
社内基準値

能力Ĉ高÷Ü不良発生確率Ĉ低減Íh不良品Ĉ作ÿàºÉ
特性変動

ÞáþĀ故障発生Ĉ防止ÍÜºāgIGBT ŋġŎsŔÝå
ĺŘsĪĬŀåĉÖ接合部Ýä局所的àåĉÖŅčĲÂh

（c）特性変動の検出

初期的h長期的à信頼性á影響Ĉ及òÏgåĉÖŅčĲä
発生åh放熱性ä低下áþÙÜ熱抵抗ä上昇Ĉ生Îh局所

図

流出防止強化の例

的à温度上昇Ý熱破壊Ĉ引Ã起ÉÏÕ÷håĉÖ接合ä出
来栄¾å重要à工程管理項目ÞàÙÜºāg
図

áhåĉÖ付Ç時ä技術課題Ý¸ÙÕåĉÖŅčĲ

ÍÜºā検査Þ管理方法ä考¾方Ĉ示Ïg
⑴

ä改善事例Ĉ示ÏgåĉÖŅčĲä低減áþā品質改善Þ

規格外ä検出

製品æÿÚÃĈ考慮ÍÕ社内基準値Ĉ設定ÍhÕÞ¾要

ÍÜhåĉÖ溶融中hĪŌŜĹs内真空áþā脱ĕĢŀŖ

求仕様値内Ý¸ÙÜø社内基準値Ĉ超¾Õ製品å不良ÞÍ

ľĊčŔä導入ÞÓä最適化Ĉ図āÉÞÝhåĉÖŅčĲ

Üºāg

ä発生Ĉ抑¾ÕåĉÖ接合技術Â確立ËĂhæÿÚÃä少

⑵

分布外Ăä検出

àº高品質製品Ĉ量産化ÏāÉÞÂ可能ÞàÙÕg

分布管理Ý¸Āh社内基準値Ý¸ÙÜøŖĬı母集団ä
分布Áÿ外ĂÕ製品Ĉ不良ÞÍÜ検出Íh排除ÍÜºāg

.

異常検出感度の向上

量産工程Ýä不良品多発Àþé顧客h市場îä不良品ä
流出Ĉ確実á防止ÏāÕ÷áåh工程内Ý発生Ïā異常ä

⑴þĀ母数Ĉ少àÅ設定Íh母数単位Ý検査基準値Ĉ決定
ÍÜºāÕ÷h異常品äþĀ高º検出Â期待ÝÃāg
⑶

特性変動ä検出

検出感度Ĉ高÷ā必要Â¸āg日々発生Ïā不良ä管理ú

初期検査Ĉ行ºh次á電圧j温度ÞºÙÕ市場ÝäĢı

適切à工程異常ä処置方法Ĉ定÷āÉÞåøÞþĀh不良

ŕĢĈ想定ÍÕ動作責務Ĉ加¾hÓä後h再度特性検査Ĉ

ŋsĲá対ÍÜh作業者á分ÁĀúÏÅh定量的j正確á

行ºh初期値Þä特性変動}劣化ŋsĲ~Ĉ検出ÏāÉÞ

工程異常Ĉ判断ÝÃā仕組õĈ導入ÍÜºāgôÕhºÚ

áþÙÜ市場Ý発生Ïā初期故障品Ĉ検出ÍÜºāgÉä

øÞ違¼異常ä検出hºąüā個々人ä品質á対Ïā気Û

試験áþĀh耐圧劣化hœsĘ変動h破壊á至ā異常品Ĉ

ÃĈ高÷āÕ÷h生産活動áÀºÜ{品質Ļōœ摘出活

事前á感度良Å検出ÝÃāg

動|Þ称ÍÕ些細}ËËº~à品質問題Ĉ作業者全員Áÿ
抽出Í対策Ïā活動Ĉ各生産拠点Ý展開ÍÜºāg
.

あとがき

流出防止技術

技術革新ä著ÍºĺŘs半導体製品Ĉ自動車分野îËÿ

章Ýø述ïÕÞÀĀ微細à加工ŀŖĤĢĈ使ÙÜ製造

á展開ÍÜºÅÕ÷áåh品質á焦点Ĉ当ÜÕ入念à事前

ËĂā半導体用ďĐsĸåh加工時áďĐsĸá付着ÍÕ

品質検証Â不可欠Ý¸āg今後øhÀ客Ëôä視点Ýh品

微小ĺsįČĘŔú微細àÃÐàßÂ原因ÞàÙÜ不良Â

質j信頼性ä維持h確保á努÷h安心ÍÜ使用ÍÜºÕÖ

発生Ïā可能性Â¸āgÉäþ¼à欠陥Ĉ内在ÍÕďĐs

Çā高品質j高信頼性製品Ĉ提供ÍÜºÅ所存Ý¸āg

ĸĈ使ÙÕ製品Âh市場Ý初期故障áÚàÂÿàºþ¼áh
検査工程Ý確実á排除ÝÃā流出防止技術Â不可欠Ý¸āg
不良品ä流出防止策ÞÍÜĺŘs半導体製品Ýå市場Ý
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泰作

車載用 IGBT ŋġŎsŔ ･IPM ä品質保証á従事g

電機ĠĢįŉģ株式会社半導体事業本部松本製作

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社半導体事業本

所品質保証部次長g

部松本製作所品質保証部g

増渕

肇

車載用 IGBT ŋġŎsŔ ･IPM ä品質保証á従事g
現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社半導体事業本
部松本製作所品質保証部ęŔsŀœsĩsg
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器具製品ä中Ýø配線用遮断器Þ漏電遮断器å重要à保安機器ÞÍÜh製品規格ä認証Ýø厳Íº条件Â課ÑÿĂÜÀĀh
ÏïÜä製品á対ÍÜ高º品質Þ信頼性Â求÷ÿĂÜºāg富士電機åh最新ä解析技術ú要素技術h信頼性評価技術Ĉ取
Ā入ĂāÞÞøáh開発設計段階Áÿ製品組立段階ôÝä各段階áÀºÜ製品ä品質Þ信頼性ä作Ā込õĈ行ÙÜºāg製
品構造îäøäÛÅĀ思想ä盛込õh樹脂成形部品ä内製化h接合技術ä信頼性向上hIT 技術ä活用h製造管理ĠĢįŉ
ä構築h保守管理体制ä構築Ĉ推進ÏāÉÞÝh製品ä品質Þ信頼性ä作Ā込õá努÷Üºāg
Molded case circuit breakers and earth leakage circuit breakers are critical safety devices that must satisfy strict conditions in order to
receive product standard certiﬁcation, and high quality and reliability are required in all such products. Fuji Electric incorporates the latest
analytical techniques and component technologies into these products and builds in quality and reliability at every stage, from development
and design through product assembly. Fuji Electric has adopted a{craftsmanship philosophy|regarding product construction, and is moving
ahead with plans for producing molded parts in-house, improving the reliability of bonding technology, increased usage of IT technology,
constructing a production management system, and constructing a maintenance management system in order to incorporate quality and reliability into its products.

頼性Â求÷ÿĂÜºāg

まえがき

一方hęŖsĹŔ化対応ĈåÎ÷ÞÍÕ製品仕様ä多様
富士電機ä低圧受配電機器h開閉制御機器àßä器具製

化h注文ä小ŖĬı化h短納期化ä要求Â増加ÍÜºāg

品åh低圧電気設備ä重要à保護h開閉制御機器ÞÍÜ国

富士電機ä低圧受配電機器ú開閉制御機器àßä大量生産

内外áÀºÜÀ客ËôÁÿä大Ãà支持Ĉ得ÜºāgôÕh

品åh自動組立ŒčŜĈ主体ÞÍÕ生産Ĉ行ÙÜºāÕ÷h

国際規格対応áþā製品性能äęŖsĹŔ化ú国内外ä市

生産設備Ýä組立品質ä維持管理h製品品質ä維持管理á

場要求á素早Å対応ÏāÕ÷ä製品開発Â進ĉÝºāg

ÀÇā課題ø多ºg安定ÍÕ品質Þ信頼性ä高º製品Ĉ市

ÉĂÿä器具製品åËôÌôà材料ú部品Ý構成ËĂÜ
ºāg最新ä解析技術ú要素技術h信頼性評価技術Ĉ取Ā

場á提供ÏāÕ÷h組立ŒčŜÝä仕組õ作ĀÂ非常á重
要Ý¸āg

入Ăh量産製造過程Ýä部品加工Áÿ組立工程áÀÇā製
品ä品質Þ信頼性ä作Ā込õø必要不可欠Ý¸āg

組立ラインの課題と対策

富 士 電 機 åh 配 線 用 遮 断 器}MCCBkMolded Case
Circuit Breaker~Þ漏電遮断器}ELCBkEarth Leakage

自動組立ŒčŜä課題åh個々ä工程Ý製品ä機能Þ品

Circuit Breaker~ á À º Ü 世 界 市 場 î ä 展 開 Ĉ 図 ā Õ

質ĈºÁá作Ā込öÁÝ¸āgÓäÕ÷áåh自動組立工

÷h2009 年 1 月 á 32 v 800 AF ä Ġ œ s ģ Ĉ 統 合 Íh

程}部品ä供給ú搬送h挿入h圧入h結合h塗布h貼付à

｢G-TWIN Ġœsģ｣ Ĉ発売ÍÕg

ß~áÀÇā繰返Í動作ä信頼性向上Â重要Ý¸āg製品
⑴h⑵

本稿ÝåhÉäĠœsģáÀÇā 100 A 以下製品ä開発

Ĉ構成Ïā部品ŕłŔÝä品質管理úh日々生産Ĉ行¼É

Ĉ機á構築ÍÕh部品加工Áÿ組立h出荷ôÝä一貫生産

ÞÝ起Ãā設備機構部品ä摩耗àßáþā劣化Ĉ未然á防

ŒčŜáÀÇā製品ä品質Þ信頼性Ĉ作Ā込öÕ÷ä施策

ºÝh品質ä作Ā込õÂ維持ÝÃÜºāÁĈ管理ÏāÉÞ

áÚºÜ具体事例Ĉ挙ÈÜ紹介Ïāg

Â重要Ý¸āg
ôÕh手組立ŒčŜÝä課題åh人作業á依存ÏāÉÞ

器具製品に求められる品質と信頼性

á起因Ïā加工条件ä設定ňĢú組立間違ºàßĈ発生Ë
ÑàºÉÞhàÿéá不良品Ĉ製造工程内Ý確実á発見Ý

器具製品åh電気設備áÀºÜ電流ä開閉h回路状態ä
表示h電力ä計測j監視àßä機能Ĉ確実á実行ÝÃā品

Ãā仕組õĈ構築ÏāÉÞÝ¸āg
開発設計段階Áÿ製造工程}加工j組立~
h生産ŒčŜ

質Þ信頼性Â要求ËĂāg特á配線用遮断器Þ漏電遮断器

ä維持管理ôÝĈ含÷Õ総合的à品質ä作Ā込õ体制Ĉ構

å保安機器ÞÍÜ¸ÿüā使用環境}設置環境h使用期

築ÏāÕ÷áh関係各部門ÞäĜŜĔŕŜıđŜġĴċœ

間~áÀºÜhºÌÞº¼ÞÃá確実áÓä保安機能Â機

ŜęáþĀhøäÚÅĀ思想Ĉ製品構造á盛Ā込ĉÝÀÅ

能ÍàÇĂæh火災ú感電災害àßä重大à影響Ĉ与¾ā

ÉÞÂ重要Ý¸āg

ÉÞáàāgÓäÕ÷h製品規格ä認証Ýø厳Íº条件Â
課ÑÿĂÜÀĀhÏïÜä製品á対ÍÜ高º製品品質Þ信
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á行ÙÜºÕ印字ĦľıďĐċ設計Ĉ排除ÏāÉÞÂ可能
ÞàĀhİğčŜ設計ňĢĈ防止ÏāÉÞÂÝÃÕg

開発設計段階での取組み
.

自動生産ライン構築における製品構造への反映

従来ä自動組立ŒčŜ構築äĢįĬŀåh製品開発後á
自動組立ŒčŜä工程設計h設備設計h立上ÈĈ行º量産

āÕ÷áh製品ä生産情報ĜsĲĈ読õ取āÞÓĂá適合
ÍÕ銘板ŒłŔÂ 1 台ÐÚ発行ËĂā仕組õĈ構築Íh貼
Ā間違ºĈ防止ÍÜºāg

化ËĂÜºÕgÉä方法Ýåh構成部品Â自動化á適Ëà
º形状Ý¸ÙÕĀh無理à自動化áþā設備機構ä複雑化

部品加工段階での取組み

Â原因Ý繰返Í動作ä信頼性Â低ÅàÙÕĀÏāÉÞÂ多
ºg

部品ŕłŔÝä品質確保å製品品質Ĉ作Ā込öÉÞåø

今回ä自動生産ŒčŜ構築Ýåh組立方法ä検討ú自動

×ăĉh組立工程áÀÇā繰返Í動作信頼性ä向上äÕ÷

化設備構想h製品品質保証方法àßĈ製品開発段階Áÿ検

áø重要à管理ņčŜıÝ¸āg構成部品ä多Åå金型Ĉ

討ÏāÉÞÝh組立工程áÀÇā製品品質Þ信頼性Ĉ作Ā

使ÙÜ加工Ïā樹脂成形部品Þ塑性加工部品Ý¸āg次á

込öÕ÷ä製品構造îä施策Ĉ施ÍÜºāg具体的áåh

樹脂成形部品ä製造工程áÀÇā品質Þ信頼性ä作Ā込õ

各機能要素äŏĴĬı化ÞŏĴĬı単位Ýä品質保証化ú

áÚºÜ述ïāg

一方向組立設計h組立j測定用ä位置決÷基準形状化àß

富士電機ä配線用遮断器ú漏電遮断器åh環境負荷ä少

Â¸āgôÕh
生産設備設計段階Ýä工程 FMEA}Failure

àº製品Ĉ目指Íh一部ä機種Ýå従来ä熱硬化性樹脂Á

Mode and Eﬀect Analysisk故障ŋsĲÀþé影響解析~

ÿÏïÜ熱可塑性樹脂á切Ā替¾Üºāg熱可塑性樹脂Ĉ

手法Ĉ用ºÕ潜在的à故障ŋsĲ解析Þ対策Ĉ繰返Í実施

採用ÍÕÉÞÝh従来外製化ÍÜºÕ成形加工Ĉ内製化Í

ÏāÉÞúh設備İğčŜŕļŎsäŒŜĘċĬŀáþĀh

Ü製品組立Þ連動ÍÕ 24 時間自動成形加工ŒčŜĈ構築

生産工程Ýä品質確保Þ向上Ĉ図ÙÜºāg

ÍÕ}図 ~
g
Éä成形加工ŒčŜåh原材料供給Áÿ成形Ĉ経Ü組立

.

銘板 CAD システムと印字システム

ôÝä工程Ĉ自動化ÍÜºāg品質Ĉ維持ÏāÕ÷á材料

製品áåh型式ú仕様Ĉ明記ÍÕ銘板ŒłŔĈ貼Ā付Ç

ŊsĔsÁÿä材料証明書ä記録管理h材料水分測定h全

Üºāg製品仕様ä多様化àßáþĀh本機種ÖÇÝø数

成形機ä成形状態監視h定期的à寸法検査Ĉ経Ü組立Œč

千種類ä銘板ŒłŔÂ存在Ïā}図 ~
g
従来h銘板İğčŜå開発設計者Â作成ÍÕ図面Ĉ基á
İğčĳsÂ印字ĦľıďĐċĈ設計ÍhŒčŜä印字Ġ
ĢįŉáİsĨĈ供給ÍÜºÕgÉä方法ä問題点åh仕
様追加ú製品規格ä変更àßá膨大à時間Þ労力Â必要
Ý¸Āh結果ÞÍÜİğčĳsä設計図面ıŕsĢňĢĈ
発生ËÑÜºÕg今回開発ÍÕ銘板 CAD ĠĢįŉåhº
ą ü ā CAD/CAM}Computer Aided Design/Computer
Aided Manufacturing~Ý¸Āh開発設計者Â作成ÍÕ図
面Ĉ自動的á印刷İğčŜ}画像İsĨ~á変換ÏāĠĢ
įŉÝ¸āgÉäĠĢįŉä構築áþĀ開発設計者ÂĠĢ
įŉþĀ実際á印刷ËĂā画像İsĨĈ確認ÝÃāÉÞúh
画像İsĨÞÍÜ一元管理Ĉ行¼ÉÞÝh従来ŒčŜÊÞ
図

銘板ラベル

自動成形加工ライン

成形金型
成形機のメンテナンス

材料
メーカー
材料証明

成形管理システム
成形加工

製品外観

製品組立

フィードバック

生産情報コード
（二次元コード）

図

寸法検査

フィードバック

図

フィードバック

成形品質傾向管理の仕組み
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á示Ï

ÉäŏĴĬı組立最終工程áåhŏĴĬı単体Ý動作特

þ¼à各工程Ýä傾向管理情報áþÙÜh安定ÍÕ成形品

性Ĉ満足ÍÜºāÁ全数検査Ïā試験機Â¸ĀhŏĴĬı

質Ĉ維持ÍÜºāg

単体ä二次元ĜsĲáþā品質ä傾向管理Ĉ行ÙÜºāg

Ŝî供給Ïā仕組õÞàÙÜºāg具体的áå図

特 集

ôÕh金型î樹脂Ĉ注型ÏāÞÃá発生ÏāĕĢåh金

ÉäŏĴĬıäĠœċŔ番号å製品本体ä二次元ĜsĲá

型ä摩耗ú腐食Ĉ加速ËÑ成形品質Ĉ低下ËÑāgÉĂá

ø情報Â格納ËĂÜÀĀh製品Ĉ解体ÍàÅÜøh過電流

対ÍÜ成形樹脂ŊsĔsj成形機ŊsĔsj金型材料Ŋs

引外ÍŏĴĬıä品質情報Ĉ管理İsĨłsĢÁÿ閲覧Ï

Ĕs各社Þ共同Íh発生ĕĢĈ抑制ÍÕÉÞáþÙÜ成形

āÉÞÂÝÃāg

品質ĈºÙÓ¼向上ËÑh金型ä長寿命化áø大Ãà効果
.

Ĉ得āÉÞÂÝÃÕg

スポット溶接品質の作り込み

配線用遮断器ú漏電遮断器åh接合工程ä多ÅáhĢ
ņĬı溶接øÍÅåĢņĬıă¼付ÇĈ採用ÍÜºāg一

製品組立段階での取組み

般的á金属材料Ĉ溶融ËÑ接合ÏāĢņĬı溶接ä溶接条
製品 1 台単位Ýä品質ä作Ā込õĈ行¼Õ÷áh製品組

件åh溶接電流Þ通電ĞčĘŔ時間h加圧力àßÝ¸āg

立工程Ýå情報技術Ĉ多Å活用ÍÜºāg例¾æh重要機

接合電極ĪĬŀáþÙÜh接合状態Ĉ監視ÏāÕ÷溶接測

能ŏĴĬıú製品本体áåh生産情報ĜsĲ}二次元Ĝs

定器Ĉ使ºh被接合部á通電ËĂÕ電流値ÞĞčĘŔ時間

Ĳ~Ĉ貼Ā付ÇÜºā}図 h図 ~
gÉä生産情報ĜsĲ

Ĉ監視ÏāÉÞÝ接合部ä品質保証Ĉ行ÙÜºāg今回h

áåh生産年月日h製品仕様h個別認識用äĠœċŔ番号

接合品質Ĉ向上ËÑāÕ÷新Õà取組õĈ展開ÍÕg

àßÂ格納ËĂÜÀĀh組立ŒčŜáÀÇā部品ú加工条

⑴

件ä自動段取Āh接合結果h試験結果ä管理Ĉ行ÙÜºāg
次á具体的à生産情報ĜsĲä活用事例Ĉ紹介Ïāg

接合用電源Þ溶接測定器áþā接合品質ä向上

接合用電源á直流čŜĹsĨ方式Ĉ採用ÍÕg交流式á
比ï熱効率Â高Å短時間Ýä接合Â可能Ý¸Āh接合欠陥
Â発生ÍáÅº特徴Ĉ持ÙÜºāgôÕh接合電極ĪĬŀ

.

過電流引外しユニットの品質作り込みと保証

å高温発熱áþā酸化劣化Ĉ起ÉÍh接合時ä抵抗変化Ĉ

配線用遮断器ú漏電遮断器áÀºÜ過電流検出ú漏電検

起ÉÏÕ÷定期的à交換Þ研磨作業Â必要Ý¸āgÓäÕ

出åh製品機能上最ø重要à役割Ĉ果ÕÏgÉĂÿå各機

÷溶接測定器åh溶接電流値hĞčĘŔ時間äñÁá電極

能要素äŏĴĬı化構造Ĉ採用ÍÜºāgŏĴĬı化ÍÕ

間電圧ø測定Íh被接合部ä抵抗変化Ĉ管理ÏāÉÞÞÍ

過電流引外Íú漏電検出用零相変換器導体åh単体Ý動作

Õg

特性Â保証ÝÃā構造ÞàÙÜºāg

⑵

溶接電極製法áþā接合品質ä向上

過電流引外ÍŏĴĬıå 10 種類ä部品Ý構成ËĂh各

接合電極åh電極ĪĬŀáĨŜęĢįŜúŋœĿİŜà

部品ä組合Ñ寸法Â性能Ĉ左右Ïā機構ŏĴĬıÝ¸āg

ßä材質Ĉ適用ÍhńŔĩá銅úĘŖŉ銅àßĈă¼付Ç

自動組立ŒčŜÝå性能Ĉ決÷ā複数ä重要部品寸法Ĉ供

àßä方法áþĀ接合ÏāäÂ一般的Ý¸āgÉä方法Ý

給時á全数測定Íh組合Ñ後á性能Ĉ満足Ïā寸法ÞàÙ

åh電極ĪĬŀä接合品質ÂæÿÚÃúÏÅhÓäÕ÷製

ÜºāÁĈ全数検査ÍÜºāgÓĂĈ実現ÍÜºāäÂh

品ä接合品質äæÿÚÃú電極寿命ä低下àßä問題Â

ŏĴĬı側面á貼Ā付ÇÜºā二次元ĜsĲÞhÓä情報

¸ÙÕgÉĂÿä問題Ĉ解決ÏāÕ÷á接合電極ä製法á

Ĉ 1 対 1 Ý対応ËÑāÕ÷ä組立用搬送ĖŌœċá搭載Í

電極材料ŊsĔsÞ共同Ý開発ÍÕ新接合方式Ĉ採用ÍÕg

Õ RFID}Radio Frequency Identiﬁcation System~ Ĩ ę

ÉĂåĨŜęĢįŜàßä電極ĪĬŀá銅ĠŌŜĘĈ直接

Ý¸ā}図 ~
gÉä RFID åhİsĨä読取Āj書込õ

接合ÏāÉÞÝhă¼付Ç部á接合欠陥Â存在ÍàºÕ÷

ä両方向通信Â可能Ýh複雑àĠĢįŉĈ構成ÏāÉÞà

}図 ~
h熱伝導ÂþÅ電極ä冷却時間Â早ºäÂ特徴Ý¸

Å情報Ĉ管理ÏāÉÞÂÝÃāÞº¼特徴Â¸āg

āg
ÉĂÿä施策áþĀh被接合部ä状態変化Â的確á把握
ÝÃāþ¼áàÙÕgÉäÉÞÝh電極交換時期ä適正化

過電流引外し
ユニット

ú溶接状態ä監視Â行¾āþ¼áàĀhĢņĬı接合工程

生産情報コード
（二次元コード）
タング
ステン

欠陥

タング
ステン

ろう材
銅シャンク

RFID タグ

銅シャンク
（a）ろう付け品

図

組立用搬送キャリア

134（ 24 ）

図

電極接合部の断面
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部品選択ランプ

出荷

部品棚

特 集

部品組立

成形材料

本体組立
生産情報コード読取機

成形
部品組立

図
図

生産ライン概要

部品ピッキングシステム

áÀÇā溶接品質ä作Ā込õĈ実現ÍÕgôÕh接合不良
品å確実á工程外á排出Ïā仕組õÞàÙÜºāg
Ëÿáh接合結果å製品ÊÞäĠœċŔ番号áþĀ接合
ドリルダウン

管理ĠĢįŉĞsĹá保管ËĂh生産現場Ý記録管理ÍÜ
ºā工程内統計表î自動転記ËĂā仕組õÞàÙÜÀĀh
傾向管理Þ品質維持á役立ÜÜºāg
.

部品ピッキングシステム

配線用遮断器ú漏電遮断器ä組立åh自動組立ŒčŜÞ
手組立ŒčŜä二Úä方法Ý行ÙÜºāg両ŒčŜÞøá

図

設備稼動監視システム

部品供給ú設備段取Āåh生産情報ĜsĲä認識áþĀ自
動的á行ąĂā仕組õĈ採用ÍÜºāg図

å手組立Œč

ŜáÀÇā部品äĽĬĖŜęĠĢįŉÝ¸āg生産情報
ĜsĲä読取ĀáþĀhÓä型式á使用Ïā部品Ĉ選択Íh

Ĉ収集h管理Ïāg工程ÊÞä傾向管理İsĨä解析áþ
Ā予防保全計画ä策定ú保全後ä状況確認á役立ÜÜºā
}図 ~
g
ôÕh設備áå接合以外áøĔĠŊúãÎ締÷hčŜŒ

間違ÙÕ部品Ĉ取Ā出Ó¼ÞÏāÞ警告Ĉ発Íh製品å次
工程á供給ÝÃàº仕組õÞàÙÜºāg
ôÕh再確認ÞÍÜh次工程ä組立工程Ýø構成部品Â

čŜ金型加工àßä工程ø多ºgÉĂÿä寿命管理å設備
ÊÞá設定ËĂÜÀĀh寿命回数á到達ÏāÞ保守員Â交

正ÍÅ組õ込ôĂÜºāÁß¼ÁäĪĐĬĘ機能Ĉ付加Í

換hŊŜįĳŜĢĈ行¼仕組õÞàÙÜºāg

ÜºāgËÿáh特殊仕様úēŀĠŐŜ品ä組立工程áÀ

⑵

ºÜåhÉäĽĬĖŜęĠĢįŉáŋĴĨ画面Ĉ設置Íh
作業内容Â確認ÝÃā仕組õÞàÙÜºāg

品質管理ĠĢįŉ

ŒčŜá¸ā試験機Áÿ製品ú重要機能ŏĴĬıä生産
情報ĜsĲá試験結果Ĉ付加Íh収集h管理Ïāg収集結
果åÏïÜ直行率Ý管理Íh製造工程内Ý品質Ĉ作Ā込÷

製造管理システムの活用

ÜºāÁĈ判断ÍÜºāg稼動監視ĠĢįŉÞ同様á傾向
管理ÂÝÃā機能Â¸Āh製品品質ä維持h向上á日々役

配線用遮断器ú漏電遮断器ä生産ŒčŜåh部品加工Á

立ÜÜºāg

ÿ組立j出荷ôÝĈ自動化設備Ĉ主体ÞÍÜ構成ËĂÜº
ā}図 ~
gÓä生産設備ä機能ä維持Þ向上åh製品品

あとがき

質ä作Ā込õÞ保証äÕ÷á非常á重要Ý¸āgÓäÕ÷
áh本生産ŒčŜÝå六Úä製造管理ĠĢįŉáþĀ製品

配線用遮断器ú漏電遮断器ä生産ŒčŜáÀÇā品質Þ

ä品質Þ生産性Ĉ日々管理ÍÜºāgôÕhčŜıŒĶĬ

信頼性ä作Ā込õáÚºÜ具体例Ĉ挙ÈÜ紹介ÍÕg受配

ıáþĀh別工場ÁÿÝøœċŔĨčŉÝ生産ŒčŜä状

電機器ú開閉制御機器á代表ËĂā器具製品ä機能ú仕様

況Ĉ確認ÝÃāg管理ĠĢįŉä活用áþĀ関係部門Ý情

åhôÏôÏ多様化Íh高度化ÏāÉÞÂ予想ËĂāgÓ

報Ĉ共有Íh製品品質ä向上á努÷Üºāg

ĂÿĈ満足Ïā製品開発åø×ăĉh製造工程áÀÇā品

次á二Úä代表的à管理ĠĢįŉáÚºÜ紹介Ïāg
⑴

設備稼動監視ĠĢįŉ
生産ŒčŜá¸ā約 200 ä設備Áÿ生産状況ú稼動状況

質ä作Ā込õÞ保証技術ø高度化ÍhÀ客Ëôä要求á応
¾ÿĂā製品Ĉ生õ出Ï生産ŒčŜä構築á努÷ÜºÅ所
存Ý¸āg
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製品の品質 ･ 信頼性に貢献する金型技術
特 集

4VSKPUN;LJOUVSVN`[OH[0TWYV]LZ7YVK\J[8\HSP[`HUK9LSPHIPSP[`

宮本

幸雄@\RPV4P`HTV[V

ĜŜņsĶŜı製品åh構成部品ä多ÅÂh金型Ĉ用ºÕŀŕĢj成形áþā加工部品Ý¸Āh金型ä品質ä良否å最終
製品ä品質á大ÃÅ影響Ïāg富士電機åh品質á多大à影響Ĉ及òÏ変動要因Ĉ事前á調査j予測Íh変動áþā加工部
品äæÿÚÃĈ最小化ËÑā金型技術ú加工ķďĸďá基ÛºÕ金型Ĉ製作Íh各生産拠点á供給ÍÜºāg金型技術向上
ä取組õÞÍÜh解析技術Þ品質工学ä適用áþā加工部品ä寸法安定性向上ú金型ä長寿命化áþā成形稼動率ä向上h
金型ä汚染防止áþā成形品ä品質向上áþĀh製品ä品質j信頼性á貢献ÍÜºāg
Most component products have parts formed by press-molding, and the quality of the mold used has a large impact on the ﬁnal product
quality. By previously investigating and predicting variable factors that signiﬁcantly aﬀect quality, Fuji Electric is applying its mold technology and processing knowhow, which minimizes the ﬂuctuation in processed parts arising from such variable factors, to manufacture molds and
supply them to production sites throughout the world. Through eﬀorts to improve mold technology, which include applying analytical techniques and quality engineering to improve the dimensional stability of processed parts, extending the mold service life to improve utilization
rates, and preventing mold contamination in order to improve the quality of molded products, Fuji Electric is contributing to the realization of
higher product quality and reliability.

本稿ÝåhŀŕĢ ･ 成形加工部品ä品質ä作Ā込õÞh

まえがき

金型設計 ･ 構造 ･ 材料àßáþā新Õà金型技術îä取組
富士電機äĜŜņsĶŜı製品Ĉ構成Ïā部品ä多Ååh
金型Ĉ用ºÕŀŕĢ ･ 成形áþā加工部品Ý¸āgÓä加

õáþāhŀŕĢ ･ 成形加工部品ä品質 ･ 信頼性ä向上á
ÚºÜ述ïāg

工部品ä高精度化h高品質化åh製品ä品質ú信頼性Ĉ支
¾ā基盤Þàāg安定ÍÕ品質Þ信頼性Ĉ持Ú製品Ĉ継続

プレス ･ 成形加工部品の品質の作り込み

的á生産ÏāÕ÷áåh高品質à金型技術Â必要不可欠Ý
¸āgÚôĀh金型ä品質ä良否å最終製品ä品質áø大
ÃÅ影響ÏāøäÝ¸āg

図

á新製品開発ä流ĂÞ関係Ïā部門ä役割Ĉ示Ïg

量産時áÀºÜ市場要求Ĉ満ÕÏ安定ÍÕ品質 ･ ĜĢı ･

ÍÕÂÙÜh金型部門Ýåh最新ä金型材料ú加工技術

納期Ĉ実現Íh製品Ĉ早期á市場供給ÏāÕ÷h開発時ä

ä導入h生産Ĉ通ÎÜ得ÿĂÕ部品加工á関Ïā知見Ĉh

課題ĈºÁá初期段階Ý明確化Íh対策Ĉ講ÎāÁÂ重要

金型ä設計 ･ 製造á反映ÏāÉÞáþĀh金型ä高精度化

Ý¸āg

á取Ā組ĉÝºāg

開発ステップ

開発計画
構想設計

金型部門åh開発ä初期段階þĀ参画Íh機能hĜĢıh

開発部門

金型部門

生産技術・製造部門

商品企画

製品構造分析

現行品分析

構想設計審査

価値分析

試作図面
試作設計
試作試験

コスト見積り
製品構造検討

試作

生産方式検討

試作試験結果報告

投資計画立案

量産図面
量産試作
量産試験

生産準備

初ロット生産準備
構造最終確認
金型設計製作

量産試験結果報告
発売準備

金型出来栄え確認
コスト見積り

初ロット確認審査

1 ロット生産準備
量産確認

量産フォロー

図１

量産品質確認

量産フォロー

新製品開発の流れ
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環 境
B

特 集

温度，湿度
材料管理状態
金型管理状況
加工機保守状況
金型
プレス型・成形型

金型構造
組立精度
加工部品精度
部品材質，熱処理

プレス部品
成形品
加工機
プレス
成形機

A

材料
被加工材
樹脂材料

（a）成形品モデル

加工機能力
計量，型締め
加工条件
（圧力，温度，速度）

図

中央値からのずれ量（mm）

0.3

材料組成
繊維量
製造方法

品質影響因子

寿命h外観h供給納期àßä製品要求内容Ĉ実現ÏāÕ÷h

従来

0.2

解析技術と品質工学の適用後

0.1
公差範囲
±0.15

0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
A部1

固有技術Ĉ投入ÍÜh生産性Þ品質安定性Ĉ両立ËÑÕ部

A部2

B部1

B部2

（b）寸法測定結果

品図面á仕上ÈāÉÞÂ使命Ý¸āgÉÉÝåhŀŕĢ ･
成形加工áÀÇā品質影響因子á留意ÍÜºāg
図

図

成形品モデルと実成形後の寸法測定結果

á示Ïþ¼áh一般áŀŕĢ部品ú成形品á必要à

要素áå金型h加工機}ŀŕĢ機h成形機~
h材料}被加
ゲート

工材~
hËÿáÉĂÿĈ取Ā巻Å使用環境Â¸āgÓĂÔ
Ăä要素ä持Ú変動要因Â相互á影響Í合ºhŀŕĢ部品

変位量
（ｍｍ）

ú成形品ä品質á多大à影響Ĉ及òÏøäÝ¸āg特á生

0.13
0.12
0.10
0.09
0.08
0.07
0.05
0.04
0.03
0.01
0.00

産拠点äęŖsĹŔ展開áÀºÜh各生産拠点Ýä安定Í
Õ生産Ĉ実現ËÑāÕ÷áøhÓä生産拠点Ý用ºā加工
機ú材料Àþé金型ä使用環境ä変動áþā加工部品äæ
ÿÚÃĈhºÁá金型技術áþĀ最小化ËÑāÁÂ重要Þ
àÙÜºāg
ÉĂÿä変動要因Ĉ事前á調査h予測ÍÕ上Ýh保有Ï

ゲート *

10 mm

ā金型技術ú加工ķďĸďá基ÛºÕ金型Ĉ製作Íh各生

＊ ゲート：樹脂の入口

産拠点á供給ÍÜºāg
次áh金型技術ä向上á向ÇÕ取組õÀþé適用事例Ĉ

図

樹脂流動解析結果（そり解析）

示Ïg
流動解析Ýåh樹脂流動経路}ěsı位置hĞčģhŒ

プレス ･ 成形加工部品の品質 ･ 信頼性の向上

Ŝĳs~ä最適設定Ĉ評価ÏāgÉä結果Ĉ基áh成形条
件ä各ĺŒŊsĨÞ水準ä設定Ĉ行ÙÜ簡易的à成形Ĉ実

.

解析技術と品質工学による寸法安定性の向上

金型á要求ËĂāÉÞáåh製品図面á要求ËĂÜºā

施Íh最適化Ĉ図āÉÞáÍÕg
図

åh解析Ĉ適用Ïā成形品ŋİŔÞ実際ä成形Ĉ

寸法公差Þh形状Ĉ満足ÍÕ生産Ĉ維持ÏāÕ÷ä技術Â

行ÙÕ後ä寸法測定結果Ý¸āg本成形品ä AhB 寸法å

¸āg製品開発ä初期段階áÀºÜh量産時ä長期áąÕ

従来ä事前評価Ýå公差範囲外ÞàÙÜºÕÂh解析技術

ā成形品ä品質維持äÕ÷áh成形加工áÀºÜ充塡性ú

Þ品質工学ä適用áþĀ要求公差内á収÷āÉÞÂÝÃÕg

成形後ä変形}ÓĀhèÇ~Ĉ事前検証ÏāgÉäÞÃ樹

ôÕh図

å上記ä手法Ĉ活用Íh品質工学áÀÇā最

脂流動解析Ĉ用ºÕ事前検討á加¾h品質工学áÀÇāĺ

適ĺŒŊsĨ値Ĉ適用ÍÕ樹脂流動解析結果Ý¸āgÓĀ

ŒŊsĨ設計手法Ĉ用ºÕ成形条件ä最適化ÞºÙÕ 2 段

変形量å実機成形Þ同等ä結果ÞàÙÕg

階評価Ĉ行ÙÜºāg
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設計部門

金型部門
金型狙い寸法データ

金型設計データ

金型製作用ＮＣデータ

成形試抜

金型部品展開
金型データ利用
自社成形
3D データ
外形図面

製品形状の提案
製品寸法確保
金型設計製作コストダウン
成形不良事前評価

金型ノウハウに基づく
狙い寸法変換
収縮率データベース
ゲート位置・形状
コーナー R，テーパー角

樹脂流動解析
ツールの活用

キャビ，コア分割
3D モデル配置
製品モデル金型への転写
金型部品配置

3D 切削加工
金型モデルの利用
最適加工条件設定
高硬度切削加工の実践

樹脂合流部解析

成形条件
樹脂物性データ

時間
大

成形結果フィードバック

データベース化
小

図

開発試作段階での解析実機評価の流れ

課題：破損・摩耗対策抑制
目的：化合物（Cr）サイズ均一化
手段：マトリックスハイスの採用

鋼種

表面処理

課題：凝着摩耗抑制
目的：摩擦係数低減
手段：表面処理（PVD）

加工方法

課題：破損対策
目的：マイクロクラック抑制
手段：放電加工→研削加工

図
図

放電変質層（白色部）

金型寿命影響因子と主な対策

Ĉ捉¾āÞh主á金型部品ä摩耗Þ疲労Â¸āg中Ýø成
動解析ĭsŔä活用áþĀh容易á事前評価ÂÝÃāg解

形品ä強度対策ÞÍÜh成形材料á繊維Â配合ËĂÜºā

析結果Ĉ都度hİsĨÞÍÜ蓄積Íh成形材料ä変動状況

場合áåh金型ä摩耗Ĉ加速ËÑā要因ÞàāÕ÷h長寿

ú成形機ÊÞä性能状況Ĉ加味ÍÕĺŒŊsĨ設定áþĀ

命対策å必須ä取組õÝ¸āg

解析精度ä向上áÚàÈh開発部門îä製品形状提案áþ
Ā安定的à量産維持á対応ÍÜºāg

図

áh一般的à金型ä寿命影響因子Ĉ示ÏgÉĂÿ影

響因子ä対策Â長寿命化ä実現áÚàÂāg
鋼種áÚºÜåh被加工材j成形材料ä特性Ĉ考慮Í

.

金型の長寿命化による成形稼動率の向上

Ü耐摩耗性ä高º鋼種Ĉ選定ÏāÉÞÂ有効Ý¸āgô

金型åh必要à時á必要àÖÇ生産ÝÃāÞº¼特長Ĉ

Õh熱処理条件áþĀ成形加工á必要à耐摩耗性h耐衝撃

持Úg成形品ä品質信頼性Ĉ高÷āÉÞÞ同等áh製品供

性h耐腐食性ÞºÙÕ特性Ĉ付与ÏāÉÞÂÝÃāgËÿ

給ä要求納期á応¾āÕ÷á金型ä稼動率Â重視ËĂāg

áh表面処理Ĉ施ÏÉÞáþÙÜºÙÓ¼ä延命Â可能Ý

稼動率Ïàą×耐久性ä高º金型製作ÞÍÜ長寿命対策ä

¸āg

取組õĈ示Ïg
正常á使用ÍÕ場合áh金型ä寿命ÞÍÜ発生Ïā現象

ÍÁÍàÂÿh加工方法áþÙÜåh金型寿命îä悪影
響Ĉ及òÏ要因ÞàĀ得āÕ÷h金型製作áÀÇā部品加
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Ĉ策定ÏāÉÞáþĀh金型生産運用ä最適化Ĉ実現Íh

工工程ä設定å重要Ý¸āg
中Ýø金型部品加工á多用ËĂāŘčōĔĬı放電加工

稼動率ä向上àÿéá生産納期á応¾Õ量産成形ÂÝÃā

⑴

þ¼áàÙÕgËÿáh生産ŖĢĈ削減ÝÃÕg

発生ÍÕ微細àĘŒĬĘĈ起点ÞÍÜ金型部品Ĉ破損ÍÜ
Íô¼可能性Â¸āgÓÉÝhĘœċŒŜĢhĔĬı回数h

.

電気条件ÞºÙÕ放電加工条件ä最適化}ċŕŜġ~ú放

金型の汚染防止による成形品の品質向上

樹脂成形金型åh成形性向上ä観点Áÿ金型ä開閉時á

電加工後äĿŒĢıôÕå研削加工áþÙÜh変質層Ĉ除

封Î込÷ÿĂā空気ä排気Ĉ行ºh溶融樹脂Â金型内部á

去Íh長寿命化Ĉ推進ÍÜºāg

充塡ÍúÏºþ¼á排気路}ĕĢ逃È~Ĉ設ÇāgĕĢ逃

使用Ïā鋼種Þ材料Þä相性áþĀh金型á破損Â発生
Ïā場合Â¸āg図

⒜å金型Â破損ÍÕ事例Ý¸āg損

ÈÂ満足á機能Íàº場合hĕĢ焼ÇáþĀ成形品Â黒変
ÍÕĀh不定期áĠŐsı}充塡不良~Â発生ÍÕĀh¸

傷ä原因Ĉ追究ÍÜ再発防止Ĉ検討ÍÕg鋼種áÚºÜå

āºå成形品ä表面á光沢öÿÂ発生Íh良品成形å困難

従来äĩčĢ鋼ÁÿĸčĢ鋼á換¾h表面改質áþĀ硬度

ÞàāgËÿáh溶融樹脂Áÿ発生Ïā腐食性ĕĢúōĴ

Ĉ増強ËÑh耐摩耗性Þ素地îä密着性ä高ºĜsįČŜ

Â金型部品ä表面ú入Ă子分割ä隙間á徐々á堆積Íh成

ęĈ付与Íh加工方法Ĉ改善ÍÜh従来ä補修間ĠŐĬı

形不良ä原因ÞàāÉÞÂ多º}図 ~
g

数Ĉ格段á向上ËÑÕ図

ÉäÕ÷h金型設計áÀºÜĕĢ逃Èä手段Ĉ検討Ïā

⒝
g

Éäþ¼àh生産時ä問題点Ĉ改善ÍÕ事例Ĉ蓄積Íh

ÉÞåh量産成形Ĉ行¼上Ý非常á重要Ý¸āg
従来åh金型分割面á設ÇÕĕĢ抜Ã溝Ĉ作成ÍhœĿ

最適à金型材料選定ú金型形状変更h加工条件ä設計指針

ú立壁àßáþĀ排出Â困難à場合áåh入Ă子Ĉ分割Í
Ü分割面ä隙間ÁÿĕĢĈ排出Ïā方法Ĉ採用ÍÜºÕg
ôÕåhĕĢ抜Ã鋼材ÞÍÜņsŒĢ状}多孔質体~ä素
摩耗痕

材Ĉ適用ÍÜºÕg
最近ä取組õÞÍÜh金型ÓäøäĈ耐腐食性ä優ĂÕ
材質á変¾āÕ÷áh鋼材ŊsĔsÞÞøá新鋼材Ĉ開発
ÍhËÿá表面処理ä最適化Ĉ推進ÍÕgÉä結果h金型
腐食ú汚ĂÂ付着ÑÐ表面状況å良好à状態Ĉ維持ÝÃÜ

チッピング発生
（a）破損事例（ダイス鋼）

ºā}図 0 ~
gôÕhÉĂáþĀ図 1 á示Ïþ¼áh従来
á比ï連続生産ĠŐĬı数Ĉ大幅á伸æÏÉÞÂÝÃh成
形品ä品質ø維持Í続ÇÜºāg
本稿Ýå成形品ä事例Ĉ紹介ÍÕÂhŀŕĢ部品加工á

摩耗なし

チッピングなし
（b）改善事例（ハイス鋼）

図

金型の改善による破損防止事例
（a）従来型

図

（b）改善型

金型腐食の改善事例

800
ショット数（千回）

特 集

åh加工表面á放電変質層}図 ~Â生ÎāgÉä部位á

600

改善型

400
従来型
200
補修
0

金型汚染箇所

0

2

4

6

8

経過月数（月）

図

金型汚染事例
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ÀºÜø同様ä取組õĈ展開Íh製品ä品質j信頼性ä向

向上Þ品質確保Ĉ支¾ā金型技術ä確立Ĉ推進Ïā所存Ý

上á寄与ÍÜºāg

¸āg
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⑴
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大野
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富士電機Ýåh応力ú振動j温度上昇ä低減Ĉ通ÎÕ製品ä信頼性向上Ĉ実現ÏāÕ÷h強度j振動ú熱冷却Ĉ中心ÞÍ
Õ機械系ĠňŎŕsĠŐŜ技術ä開発Þ適用Ĉ進÷Üºāg振動解析ÝåhĨsļŜ発電機ä固定子ĜčŔđŜĲáÀÇā
電磁力Þä共振回避Ĉ目的ÞÍÕ振動ĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ構築Íh製品開発á適用ÍÜºāg冷却設計ä分野Ýåh汎
用čŜĹsĨĈ対象áh主回路配線Ý生Îā発熱分布Ĉ電流解析áþÙÜ計算ÍhĻsıĠŜĘúŀœŜı基板Ĉ含ö製品
温度Ĉ推定ÏāĠňŎŕsĠŐŜ技術ä開発Ĉ実施Íh製品ä熱的信頼性ä確保á努÷Üºāg
To enhance product reliability through reducing stress, vibration and temperature, Fuji Electric is advancing the development and
application of mechanical system simulations with a focus on strength, vibration and thermal cooling. For vibration analysis, Fuji Electric has
established vibration simulation technology for the purpose of avoiding resonance with the electromagnetic forces at the turbine generator
stator coil end windings, applying it to products development. In the ﬁeld of cooling design, Fuji Electric is working to ensure the thermal
reliability of products and for general-purpose inverters has developed simulation technology that analyzes the current ﬂow to compute the
distribution of heat generated in the main circuit wiring and also estimates the temperature of the product, including the heat sink and printed
circuit board.

まえがき

ä利用範囲Â拡大ÍÜºāgÉĂá合ąÑh製品Â通常使
ąĂā運転条件ú動作環境åø×ăĉäÉÞh通常運転Ĉ

富士電機åh火力発電ú地熱発電á代表ËĂā大型ä発
電ŀŒŜı設備ÁÿhčŜĹsĨúŋsĨàßäĺŘsđ
ŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~･ ĲŒčĿ機器hËÿáåĺ

超¾ā条件Ĉ想定ÍÕ性能ú信頼性ä確認øhĠňŎŕs
ĠŐŜ技術ä利用áþĀ可能áàÙÜÃÜºāg
Óä中Ýø特áh熱応力ú共振áþÙÜ生Îā疲労破壊h

Řs IC ú IGBT}Insulated Gate Bipolar Transistor~ŋ

Ęœsŀáþā変形ä進行h温度上昇á伴¼電子部品ä寿

ġŎsŔàßä電子İĹčĢôÝh幅広º用途hÓÍÜ大

命低下àßh製品ä長期信頼性á関ąā設計課題á対ÍÜ

小ËôÌôà製品群Ĉ持ÙÜºāg
使用環境ú運転条件h要求ËĂā寿命å製品áþĀ異à
āøäähºÐĂä製品áÀºÜøh応力ú変形量Ĉ適正
ŕłŔôÝ低減ÏāÞÞøáh構造物ä固有振動数Ĉ把握
Íh共振Ĉ回避ÏāÉÞÂ機械的à設計課題ÞÍÜ挙Èÿ

åh試作試験á基ÛÅ従来äċŀŖsĪÝå短期間Ýä検
証Â困難àÉÞø¸ĀhĠňŎŕsĠŐŜáþā検討Â設
計段階Ý広Å行ąĂÜºāg
表 1 áh製品ä信頼性確保Ĉ目的ÞÍÜ実施ÍÜºā機

械系ĠňŎŕsĠŐŜä例Ĉ示Ïg

ĂāgôÕh製品内部ä各種部品ä発熱áþā温度上昇Ĉ

応力ú変形量ä低減h共振回避Ĉ目的ÞÍÕ強度ĠňŎ

抑制ÏāÉÞøh製品ä品質ú安定動作Ĉ保証ÍhËÿá

ŕsĠŐŜáÀºÜåhĺŘs半導体äåĉÖ層äþ¼à

å長期信頼性Ĉ確保ÏāÕ÷á不可欠Ý¸āg

微小領域Ýä熱応力úĘŒĬĘ進展ä推定Áÿh大規模発

近年h発電設備ä大容量化úhĺŘđŕ機器ú電子İĹ
čĢä小型 ･ 高密度実装化hËÿáåh電気自動車úĸč

電ŀŒŜıáÀÇā構造物ä強度検討ôÝh幅広º分野Ý
製品ä信頼性á関ąā検討Ĉ実施ÍÜºāg

ĿœĬĲ車îä搭載ÞºÙÕ製品ä用途拡大ä要求Â高

最近åhŀŒĢĪĬĘúĝŉh接着材àßä高分子材料

ôÙÜºāgÓĂá伴º富士電機Ýåh強度 ･ 振動ú熱冷

Ĉ対象áh粘弾性解析Þº¼手法áþā製品ä長期信頼性

却Ĉ中心ÞÍÕ機械系ĠňŎŕsĠŐŜ技術ä開発 ･ 活用

ä確認áø取Ā組ĉÝºāg例¾æhčŜĹsĨàßä高

áþā製品ä信頼性ä向上Ĉ進÷Üºāg

温環境下áËÿËĂā可能性ä¸ā樹脂筐体}Ãý¼Õ

本稿Ýåh富士電機áÀÇā製品信頼性á関連ÍÕ機械

º~ÝäĘœsŀáþā応力緩和úhŋsĨ回転子îä磁

系ĠňŎŕsĠŐŜä主à適用範囲áÚºÜ述ïÕ後h具

石接着時ä接着剤応力úh界面ä機械的寿命ä推定Ĉ目的

体例ÞÍÜhĨsļŜ発電機ä固定子ĜčŔ振動解析h汎

ÞÍÕ強度解析技術ä実用化Ĉ進÷Üºāg

用čŜĹsĨä主回路温度解析áÚºÜ紹介Ïāg

次áh製品ä安定動作úh長期信頼性ä確保Ĉ目的ÞÍ
Õ温度ĠňŎŕsĠŐŜáÀºÜåh機器筐体内Ýäŀœ

機械系シミュレーションによる信頼性向上への
取組み

Ŝı基板実装部品ä冷却検討úhĺŘs半導体ä放熱設計
Â主à適用対象ÞÍÜ挙ÈÿĂāg小型化ú大電流化Â進
öÉĂÿ製品áÀºÜåh材料ä劣化ú電子部品ä寿命低

3D-CAD}Computer Aided Design~ ä 普 及 Þ Ĝ Ŝ

減Ĉ引Ã起ÉÏ温度上昇ä抑制Â重要à設計課題ä一ÚÝ

ĽŎsĨä性能向上Ĉ背景ÞÍÜhĠňŎŕsĠŐŜ技術

¸ĀhĠňŎŕsĠŐŜ技術ä活用áþāh冷却構造h放
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製品信頼性に関わる機械系シミュレーションの例
分

野

電子デバイス

主な設計検討項目

機械系シミュレーション技術の適用事例

筐体（きょうたい）構造
素子冷却
基板冷却

筐体強度・衝撃解析，樹脂筐体クリープ解析
車両振動解析，筐体内気流解析
モジュール温度解析，実装部品温度解析

サーボモータ
同期電動機

回転子・固定子構造
コイル冷却

強度・振動解析，鋳造解析
コイル温度解析，冷却風流れ解析

パワー半導体

パッケージ構造
チップ冷却

熱応力解析，絶縁基板そり変形解析
モジュール内部温度解析

タービン

ブレード・ロータ構造
プラント配管内流動

強度振動解析，翼列流れ解析
水・蒸気二相流解析，配管系水撃解析

発電機

回転子・固定子構造
コイル冷却

強度振動解析
コイル温度解析，冷却風流れ解析

ブレーカ
サーマルリレー

接点開閉構造
電磁反発運動制御
アークガス流制御

機構動作解析，高速ひずみ強度解析
電流伝熱解析，アークガス流解析
樹脂流動解析

自動販売機
コールドチェーン機器
フード機器

商品ハンドリング
断熱構造・気流制御

収納・搬送挙動解析，機構動作解析
応力・衝撃解析，温度・気流解析
冷凍サイクル解析，ファン騒音解析

通貨機器

紙幣・硬貨ハンドリング

搬送・収納挙動解析
機構動作解析・強度解析

発電プラント

受配電・制御機器

流通システム

軸受

図

回転子

固定子鉄心

固定子コイルエンド

タービン発電機の構造例
⑴

熱構造ä最適化á取Ā組ĉÝºāg

タービン発電機固定子コイルの振動解析

図

固定子コイルエンド

機械的àĢıŕĢĈ受ÇāgÓäÕ÷h電磁力Þä共振Ĉ
回避ÏāÉÞÂ製品ä信頼性Ĉ確保Ïā上Ý不可欠Ý¸āg

最近ä技術開発ä代表例ÞÍÜh最初áh2 極空気冷却

ÍÁÍhĜčŔđŜĲå構造Â極÷Ü複雑Ý¸ĀhôÕh

ĨsļŜ発電機ä固定子ĜčŔä振動解析áÚºÜ紹介Ï

樹脂含浸ä前後Ý各部ä剛性ø変化ÏāÕ÷h従来技術Ý

āgĨsļŜ発電機Ýåh回転子ä軸振動低減úh固定子

åh設計段階Ý共振ä有無Ĉ確認ÏāÉÞå困難Ý¸ÙÕg

鉄心ú固定子ĜčŔä電磁力Þä共振回避Â製品信頼性á
関ąā振動面Ýä重要課題Ý¸āgÉĂÿ課題á対ÍhĠ
ňŎŕsĠŐŜ技術ä活用áþā製品各部ä構造検討 ･ 強
度評価Ĉ通Îh製品ä信頼性向上á取Ā組ĉÝºāg

.

樹脂含浸による接着のモデル化

樹脂含浸ä工程Ýåh固定子Ĉ絶縁ÏāÕ÷h表面Ĉ樹
脂ÝĜsįČŜęÏāgÓä際h固定子各部á溶ÇÕ樹脂
Â流Ă込õhÓä後h冷¾Ü固ôāÉÞÝ部材間Â樹脂Ý

.

タービン発電機の構造と固定子コイルエンド
図

á空気冷却ĨsļŜ発電機ä構造ä代表例Ĉ示Ïg

ôÕh図

áå固定子ĜčŔđŜĲĈ示Ïg固定子ĜčŔ

接着ËĂāgÍÁÍhÉä接着層åh部材間ä隙間äæÿ
ÚÃáþĀ実際áå厚ËÂ不均一Ý¸Āh内部áå部分的
à剝離ø生ÎÜºāÞ考¾ÿĂāgÓäÕ÷hňĘŖ的à

đŜĲåhĜčŔh絶縁間隔片h支¾金具àßÁÿ構成Ë

構造Ĉ含ö接着層ä剛性Ĉ解析上Ý厳密á再現ÏāÉÞå

ĂÜÀĀhÉĂÿä部品Ĉ縛Ā紐}èø~Ý締結ÍÕ上Ýh

困難Ý¸āgÓÉÝ今回h図

á示Ïæã定数áþāŇĘ

樹脂含浸áþĀh一体á接着Ïāg本絶縁方式å全含浸方

Ŗ的àŋİŔ化Ĉ実施ÍÕgÓä上Ýh実機Þ同様á樹脂

式Þ呼æĂh緩õá対Ïā信頼性Â高ÅhôÕh緩õ補修

含浸Ĉ施ÍÕh図

àßäŊŜįĳŜĢÂ低減ÝÃāŊœĬıĈ持Úg

ä測定結果Ĉ図

固定子ĜčŔđŜĲåh始動時ú運転時á電磁力áþā

ä測定用ĜčŔĈ製作Íh固有振動数
á示ÏŋİŔÝä解析結果Þ比較ÏāÉ

ÞÝh接着層äæã定数Ĉ算定ÍhÓä値ĈĜčŔđŜĲ
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ドライブシステム

代表的製品
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拘束条件

コイル
ばね

特 集

接着層（樹脂）
絶縁間隔片
接着層（樹脂）
コイル
実際の接着

図

モデル化

樹脂含浸による部材間接着層のモデル化

コイル

図

固定子コイルエンドの解析モデル

変位
縛り紐（ひも）

図

大

絶縁間隔片

ばね定数算出のための測定用コイル

小
ばね
コイル
絶縁間隔片

図

楕円モードの解析結果

コイル

ばね定数算出のための解析モデル

全体ä振動解析á用ºÕg
.

解析モデル
図

áĜčŔđŜĲ全体ä解析ŋİŔĈ示Ïg樹脂含浸

実測
15
誤差
10

5

ä接着状態Ĉæã定数ÞÍÜ解析á反映Íh振動解析Ĉ実
A

施ÍÕgàÀh固定子鉄心ä挙動åĜčŔđŜĲä振動

誤差（％）

図

楕円モードの周波数（Hz）

20
解析

B

C

D

E

F

0

発電機

ŋsĲá寄与ÍàºÞ仮定ÍhĜčŔđŜĲä鉄心側á拘
束条件Ĉ与¾Ü計算Ĉ行ÙÜºāg
.

コイルエンドの振動解析結果

解析結果á対ÍÜåh電磁力Þä共振ä恐ĂÂ¸ā楕
円}Ö¾ĉ~ŋsĲá着目ÍÜh実測値Þä比較Ĉ行ÙÕg
図

áĜčŔđŜĲä楕円ŋsĲä様相Ĉ示ÏÞÞøáh

図

áåh出力ú体格ä異àā 6 機種ä発電機áÀÇā実

図

楕円モードにおける実測と解析の比較

確認Ĉ行ÙÜºÕĜčŔđŜĲä共振ä有無Âh設計段階
áÜ検証ÝÃāþ¼áàĀhĨsļŜ発電機ä信頼性向上
ú開発期間ä短縮á役立ÙÜºāg

汎用インバータ内部の温度解析

測値Þä比較結果Ĉ示ÏgºÐĂä発電機áÀºÜøh実
測Þ解析ä楕円ŋsĲä差異å 10 % 以下Ý¸Āh固定子
ĜčŔđŜĲá対Íh高精度à振動ŋsĲä推定Â可能Ý
¸āÉÞÂ確認ÝÃÕg
本解析技術áþĀh従来å主áh製作後ä振動測定áÜ
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汎用インバータの冷却設計

振動 ･ 強度ÞÞøáh冷却設計ø各種製品ä信頼性Ĉ左
右Ïā課題ÞÍÜ挙ÈÿĂāg次áh汎用čŜĹsĨ内部
ä温度推定Ĉ目的á開発Ĉ進÷ÜºāĠňŎŕsĠŐŜ技
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熱的信頼性Ĉ確認ÏāÉÞÂ必要ÞàÙÜÃÜºāgÓÉ

術áÚºÜ紹介Ïāg

ÝhĺŘsŋġŎsŔĈ含ö主回路配線Þh実装部品ä温
度Ĉ推定ÏāĠňŎŕsĠŐŜ技術ä構築á取Ā組ĉÝº

流Ĉ任意ä電圧 ･ 周波数ä交流á変換ÏāčŜĹsĨ部á

āg

図

Áÿ構成ËĂÜºāg一般áčŜĹsĨ装置ä電力変換
効率å約 95 % Ý¸āg残Āä約 5 % ä電気đĶŔėsåh

.

主回路配線の損失計算

ĺŘsŋġŎsŔú配線hıŒŜĢhĜŜİŜĞàßÁÿ

主回路配線ä損失計算Ýåh3D-CAD İsĨÁÿ配線

熱ÞÍÜ放散ËĂāg汎用čŜĹsĨÝåh発熱量ä大Ã

形状ä読込õĈ行ºh配線ä抵抗率ú電流値Ĉ定義ÏāÉ

ºĺŘsŋġŎsŔä温度上昇Ĉ緩和ÏāÕ÷áĻsıĠ

ÞÝh電流密度ú発生損失ä分布Ĉ求÷Õg

ŜĘĈ利用ÍÜºāg従来ä冷却設計áÀºÜåhĻsı

図 0 áĺŘsŋġŎsŔh 図 1 áŀœŜı基板äĺ

ĠŜĘä放熱性能ä向上á主眼Ĉ置Ãh構造上äËôÌô

ĨsŜÞĿĢĹsáÜ構成ËĂā主回路配線ä電流密度分

à工夫Ĉ行ÙÜÃÕgÍÁÍh近年ä装置ä小型化úh熱

布ä代表例Ĉ示ÏgĺĨsŜ配線ä幅ú厚Ëh電流ä経路

設 計 Þ EMC}Electromagnetic Compatibility~ ä 両 立 設

áþÙÜ電流密度á分布Â生ÎÜºāÉÞÂ分ÁāgÉĂ

計ä要求Ĉ受Çh筐体内äŀœŜı基板実装部品á関ÍÜ

ÿä計算結果Ĉ利用ÍÜh主回路配線ú実装部品Ĉ含öč

øh設計ä上流段階áÜh発熱量ú伝熱経路Ĉ明確化Íh

ŜĹsĨ内部ä温度解析Ĉ行ÙÕg
.

インバータ内部の温度解析

筐体内部ä実装部品ä温度上昇値åhĻsıĠŜĘä放
熱能力áø左右ËĂāgÓÉÝ今回åhĻsıĠŜĘĈ含
öčŜĹsĨ筐体全体Ĉ解析対象ÞÍÜh主回路配線ä損
失分布Þ主要部品ä発生損失Ĉ考慮ÍÕ温度解析Ĉ実施Í
Õg図 2 áčŜĹsĨ内部ä温度分布Ĉ示Ïg
実測Þä比較áþĀh各部ä温度上昇áÀÇā解析値Þ
実測値ä差異åh平均Ý約 15 % Ý¸āÉÞĈ確認ÍÜº
（a）筐体構造

āgčŜĹsĨ全体ä複雑構造Ĉ対象ÞÍÕ大規模解析Ý

（b）内部構造

¸ĀhŋİŔ化手法àßá改良ä余地Ĉ残ÍÜåºāøä
図

äh温度分布ä傾向å実測値ÞÀÀöã一致Ïā結果Ĉ得

汎用インバータの概観

温度
高

電流密度
高

低
低

図

（a）ヒートシンク

パワーモジュールの電流密度分布

温度
高

電流密度
高

低

低

（b）電源基板

図

主回路配線の電流密度分布

図

インバータ内部の温度分布
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á汎用čŜĹsĨä概観Ĉ示Ïg装置内部ä主回路

åh入力ä商用電源Ĉ直流á変換ÏāĜŜĹsĨ部Þh直
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Üºāg
本解析技術ä利用áþĀhčŜĹsĨ装置ä熱的信頼性

特 集

確保Ĉ目指ÍÕ検討Âh設計ä上流段階Ý可能Ý¸Āh現
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大野

ä高度化ÞÞøáh計測 ･ 評価技術ä向上Ĉ図āÉÞÝh
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電気電子機器ä誤動作àßä電磁妨害á対Ïā信頼性向上äÕ÷ä技術á EMC}Electromagnetic Compatibility~Â挙
ÈÿĂāgčŜĹsĨàßäĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~機器åh半導体ä高周波ĢčĬĪŜęáþĀ大Ãà電磁
ķčģĈ発ÏāÕ÷h十分á電磁ķčģĈ低減ÏāÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg富士電機åh複数ä解析ĦľıďĐċĈ活用Í
Ü発生Ïā電磁ķčģ}伝導ķčģh放射ķčģ~Ĉ推定Íh試作前á対策Ĉ行¼ EMC 対応ľŖŜıŖsİČŜę設計ä
製品適用Ĉ進÷ÜºāgÉä技術åhĺŘđŕ機器自身Þ周辺機器ä信頼性向上á寄与Ïāg
EMC (Electromagnetic Compatibility) technology improves the reliability of electrical and electronic equipment against malfunctions
and electromagnetic interference. Power electronics devices such as inverters and the like become sources of signiﬁcant amounts of electromagnetic noise caused by high-frequency semiconductor switching, and therefore a reduction in electromagnetic noise to tolerable levels is
required. Fuji Electric uses several types of analysis software to estimate the amount of generated electromagnetic noise (conduction noise and
radiation noise), and is promoting the application of EMC front-loading design to products prior to prototyping. This technology contributes to
improving the reliability of power electronics devices themselves as well as peripherals devices.

まえがき

ĺŘđŕ機器Â必要áàāgÓäñÁh工場ú通信ĠĢį
ŉàßä電源装置h電車ä駆動 ･ 補助電源àßä電気鉄道

電気電子機器á求÷ÿĂā信頼性åh機能 ･ 性能Ĉ十分

分野hŋsĨúľĊŜ ･ ņŜŀĈ駆動Ïā産業分野ĈåÎ

á発揮ÏāÖÇÝàÅh温度ú湿度àßä環境変化á対Ï

÷h近年ÝåĸčĿœĬĲ自動車ú電気自動車ä駆動装置

ā耐久性h安心 ･ 安全á使用ÏāÕ÷ä安全性àßËôÌ

ú家庭用電化製品áø適用ËĂāàßh幅広º分野ÝĺŘ

ôÝ¸Āh富士電機Ýå各分野ä技術Ĉ駆使ÍÜ製品ä信

đŕ機器Â使用ËĂÜºāg

頼性向上á努÷Üºāg
電気電子機器ä電磁妨害á対Ïā信頼性向上äÕ÷ä基

.

盤 技 術 á EMC}Electromagnetic Compatibilityk 電 磁 両
立性~Â挙ÈÿĂāg電磁妨害Þåh自然現象Ý¸ā雷

EMC の分類と各種試験

電気電子機器ä電磁妨害á対Ïā信頼性Ĉ測定ÏāÕ÷
áåh各種ä試験Ĉ行¼必要Â¸āg

ú静電気hÀþé電気電子機器àßÂ発生Ïā意図Íà

図 1 áh電気電子機器á影響Ĉ及òÏ EMC ä分類á対

º電流ú電磁波àßä電磁ķčģÂĚsĿŔú空間àß

Ïā各種試験Ĉ示ÏgEMS ä分類Ýå自然現象ú電気電

Ĉ経由ÍÜ電気電子機器á入Ā込õh電子回路Ĉ誤動作

子機器Â発生Ïā電磁ķčģĈ模擬ÍÕčňŎĴįČ 試

ËÑāÉÞĈº¼g電磁妨害Ĉ防止ÏāÕ÷áh電磁ķ

験ÂhEMI ä分類Ýå電気電子機器Â発生Ïāķčģŕ

注

čģĈ発生Ïā機器á対ÍÜåÓä発生量ÂhôÕ電子

łŔĈ規制値以下áÏāÕ÷ä試験ÂhÓĂÔĂ機器á課

回路Ĉ含ö機器áå電磁ķčģá対Ïā耐量ÂÓĂÔĂ

ÑÿĂāgÉĂÿ各種試験方法ú基準値å国際電気標準会

規制ËĂÜºāgÏàą× EMC Þåh電磁妨害ä原因Þ

議}IEC~áþÙÜ定÷ÿĂÜºāgôÕh業界別ä独自

àā電磁ķčģĈ抑制Ïā技術}EMIkElectromagnetic

基準Â定÷ÿĂÜºā場合ø¸Āh電気電子機器äËôÌ

Interference~Þ電磁ķčģä影響Ĉ受ÇáÅÅÏā技術

ôà規制Ĉ満足ÏāÉÞÝh電磁妨害á対Ïā信頼性向上

}EMSkElectromagnetic Susceptibility~Ĉ両立ËÑāÕ

á努÷Üºāg

÷ä技術Þº¾āg
.

パワーエレクトロニクス機器の EMC に関する
技術課題

パワーエレクトロニクス機器における EMC の課題

ĺŘđŕ機器ä電力Ĉ自在á変換Ïā技術ä根幹Âh
IGBT}Insulated Gate Bipolar Transistor~àßäĺŘs
半導体áþā数 kHz v数十 kHz ä高周波ĢčĬĪŜę技

.

パワーエレクトロニクス機器

術Ý¸āgĺŘs半導体äĢčĬĪŜęáþĀ高速á電気

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~機器åh直流電力

Ĉ切Ā刻õàÂÿ変換ÏāÉÞÝh高効率化áþā省đĶ

Ĉ交流電力áh¸āºå交流電力Ĉ直流電力á変換Ïāà

Ŕėsú装置ä小型化h正確à電力ĜŜıŖsŔáþā高

ßh電圧 ･ 電流ä大ÃËú周波数Ĉ自在á変換ÏāÕ÷á
用ºÿĂā電気機器Ý¸āg例¾æh太陽電池Ý発電ËĂ
Õ直流電力Ĉ一般家庭Ý使¾ā交流電力á変換Ïā際áåh

注čňŎĴįČk電磁妨害波Â存在Ïā環境Ýh機器h装置ôÕ
åĠĢįŉÂ性能劣化àÍá動作ÝÃā能力
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パワーエレクトロニクス機器の EMC 対応設計技術によ
る信頼性向上
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EMC の分類
︵電磁妨害感受性︶

特 集

EMS

静電気放電

静電気放電イミュニティ試験

放射電磁界

放射電磁界イミュニティ試験

磁界

電源周波磁界イミュニティ試験

伝導性雑音

雷サージ

サージイミュニティ試験

・・・

︵電磁両立性︶

EMC

イミュニティ評価試験・EMI 測定項目

アース端子雑音

伝導性雑音
ファストトランジェント / バースト試験
伝導性イミュニティ試験
方形波・三角波雑音試験

電源端子雑音
入出力端子雑音

伝導妨害

・・・

図１

・・・

・・・
︵電磁妨害︶

EMI

電源イミュニティ試験

瞬低・電圧低下
電源変動

放射妨害

伝導性雑音
雑音端子電圧
放射電界強度

高調波電流

高調波測定

EMC の分類に対応する各種試験

：電圧，電流の急峻な変化

コレクタ−エミッタ間電圧

V ce
0

コレクタ電流

Ic
0
ターンオン動作

ターンオフ動作

図
図

IPM

半導体スイッチングによる動作波形の模式図

ĺ Ř s 半 導 体 素 子 á IGBT Ĉ 採 用 Í Õ IPM}Intelligent
⑴

Power Module~Ý¸āgIPM åhIGBT ä駆動回路ú保

信頼性àßäŊœĬıĈ実現ÍÜºāg
Óä反面hÉä高速ĢčĬĪŜęå大Ãà電磁ķčģ
源ÞàāÉÞÂþÅ知ÿĂÜºāg図

åh半導体ĢčĬ

護回路àßĈ搭載ÍÕŀœŜı基板ĈĺĬĚsġá内蔵Ï
āÉÞÁÿhķčģ源Þàā IGBT ä直近á配置ËĂāÕ

ĪŜęáþā動作波形ä模式図Ĉ示ÍÜºāg一般的á

÷h大Ãà電磁ķčģáËÿËĂāgIPM á限ÿÐhĺ

åh半導体äĨsŜēŜhĨsŜēľäĨčňŜęÝ数百

Řđŕ機器áå十分á誤動作対策Ĉ施ËàÇĂæàÿàºg
Ïàą×hĺŘđŕ機器åh大Ãà電磁ķčģĈ発生Ï

V ä電位変動Â 1 µs 以下ä短期間Ý完了ÏāgÉä電圧h
電流ä急峻}Ãû¼Íûĉ~à変化áþÙÜ生Îā高周波

ā加害者Ý¸āÞ同時áh最ø大Ãà影響Ĉ受Çā被害者

ä電圧 ･ 電流Âh大Ãà電磁ķčģ源Þàāg例¾æ電源

ä側面Ĉ持Ú特殊à装置Ý¸āg

ĚsĿŔĈ通ÍÜĺŘđŕ機器外部î流出ÏāÞ{伝導ķ
čģ|ÞàĀhôÕ電界ú磁界á変化ÍÜ空間á放射ËĂ

パワーエレクトロニクス機器の EMI シミュレー

āÞ{放射ķčģ|Þàāg

ション技術

Éäþ¼áĺŘđŕ機器åh大Ãà電磁ķčģĈ発Ïā
ÉÞÁÿh電子回路Ĉ誤動作ËÑàºþ¼á十分á電磁ķ
čģĈ低減Ïā必要Â¸āgáøÁÁąÿÐhĺŘđŕ機

.

パワーエレクトロニクス機器の電磁ノイズ伝搬経路

最初áhĺŘđŕ機器ä電磁ķčģ伝搬経路áÚºÜ説

器á最ø近接ÍÜ配置ËĂā電子回路åhĺŘđŕ機器

明Ïāg図

Ĉ制御ÏāÕ÷äŀœŜı基板á実装ËĂÜºāg図

Ĩä回路構成Ĉ示ÏgÉÉÝ汎用čŜĹsĨåĩčēsĲ
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汎用インバータが発生する電磁ノイズ伝搬経路
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C1
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S2

C2

Ü外部î流出Íh電磁妨害Ĉ引Ã起ÉÏ原因Þàāg電磁
ķčģä伝搬経路åh通常電力Ĉ供給ÏāĚsĿŔú配線

C stray

Ĉ流Ăā経路Þh浮遊容量Ĉ介ÍÜ装置ä筐体}Ãý¼Õ
º~
}冷却ľČŜ~úċsĢ線Ĉ流Ăā経路ä 2 種類á分
類ËĂāg浮遊容量Þåh構造的á形成ËĂÜÍô¼意図
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Ü装置内部äºÕāÞÉăá形成ËĂāg浮遊容量å最大
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制御用
M
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Ýø数百 pF Þ非常á小ËºÂh高周波ä電磁ķčģä主
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要à伝搬経路Þàāg

C stray

CPU

トランス

浮遊容量

ÓÍÜhÉä浮遊容量å外部î流出Ïā電磁ķčģä伝
：制御電源の浮遊容量を伝搬する経路
：主回路の浮遊容量を伝搬する経路

搬経路ÞàāÖÇÝàÅhĺŘđŕ機器内部äŀœŜı基
板á実装ËĂÕ電子回路ä誤動作Ĉ引Ã起ÉÏ伝搬経路á
øàāg図

áĺŘđŕ機器内部ä回路構成ä模式図Ĉ示

図

誤動作の原因となる伝搬経路

ÏgĺŘđŕ機器å電力変換Ĉ行¼主回路部ÞÓä制御Ĉ
行¼制御回路部}ŀœŜı基板~Ĉ持×h通常ÓĂÔĂĈ

Þ EMS á共通Ïā対策法Þàāg図 h図

á示ÍÕÞ

絶縁ÏāÉÞÝh主回路部äĢčĬĪŜęáþā数百 V

ÀĀhÉäķčģ源電流ä発生åß×ÿøĺŘs半導体ä

ä電位変動Â制御用ŀœŜı基板á直接流Ă込ôàºþ¼

ĢčĬĪŜęá伴¼高周波ä電圧h電流変動á起因ÍÜº

áÏāgÍÁÍh絶縁ÏāÕ÷ä部品Ý¸āľĒıĔŀŒ

āÉÞÂ分Áāg

ú制御用電源äıŒŜĢáø微小à浮遊容量 Cstray Â形成
ËĂh主回路部ä電位変動ä一部Â制御用ŀœŜı基板á
流Ă込ĉÝÍô¼}図

.

パワーエレクトロニクス機器の EMC 対応フロント
ローディング設計

赤矢印~
gôÕh主回路}S1hS2~

Þ冷却ľČŜ間áåhIGBT ŋġŎsŔ内部á形成ËĂā

富士電機Ýåh前述äþ¼à状況Ĉ踏ô¾hĺŘđŕ

浮遊容量Â形成ËĂāgÉä IGBT ŋġŎsŔ内部á形成

機器ä EMC 性能Ĉ設計時点Ý見積øÙÜ問題Ĉ解決Ïā

ËĂā浮遊容量åh多Åå外部î流出ÏāÂh一部åŀœ

{EMC 対応ľŖŜıŖsİČŜę設計|Ĉ推進ÍÜºāg

青矢印~
gÉĂÿ浮遊容量Ĉ介

ľŖŜıŖsİČŜę設計Þåh製品設計ä初期工程á解

ÍÜ流Ăā高周波ä電流Âh制御用ŀœŜı基板ä基準電

析àßĈ重点的á行¼ÉÞáþÙÜ検証àßä後工程ä負

Ŝı基板î流Ă込ö}図

位 M Ĉ大ÃÅ揺ËìĀh結果ÞÍÜ誤動作Ĉ引Ã起ÉÏ

荷Ĉ軽減Íh品質向上ú納期短縮Ĉ図ā設計ŀŖĤĢĈº

原因Þàāg

¼g

ÉäºÕāÞÉăá形成ËĂā浮遊容量Ĉ伝搬経路ÞÏ

ĺŘđŕ機器áÀÇā EMC ľŖŜıŖsİČŜę設計

āķčģ源電流Ĉ低減ÏāÉÞÂhĺŘđŕ機器ä EMI

åhĺŘđŕ機器Â発生Ïā EMI ú制御回路内ä電圧変
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伝導ノイズ推定事例

伝導ノイズ解析フロー

動Ĉh解析Ĉ用ºÜ事前á推定Ïā技術Ý¸āgÉĂáþ
リアクトル

Āh製品自身Þ周辺機器ä安定動作áÚºÜh試作評価ä
õá頼āÉÞàÅ多面的á検証ÝÃāg
.

単純化

パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 機 器 の EMI 解 析 プ ラ ッ ト

ケーブル

フォーム

ĺŘđŕ機器Â発Ïā電磁ķčģåh図

á示Ïþ¼

小
プリント板

áh伝導ķčģÞ放射ķčģá大別ËĂāgÉäÕ÷h伝
導ķčģÞ放射ķčģÝåhEMC対応ľŖŜıŖsİČ
Ŝę設計Ĉ推進ÏāÕ÷ä EMI解析範囲Â異àāgÉÉ

図

放射ノイズ解析モデルの例

Ýh現状ä技術Ýåh一Úä解析ĦľıďĐċÖÇÝå電
磁ķčģ}伝導ķčģh放射ķčģ~Ĉ正確á推定ÝÃÐh

ŔĨ部Ĉ最適á設計ÝÃāg詳細設計後ä解析Ýåh図中

複数ä解析ĦľıďĐċĈ組õ合ąÑā必要Â¸āgÓÉ

á示Ïþ¼à正確à 3D-CAD}Computer Aided Design~

Ýh富士電機Ýåh解析ĦľıďĐċä一部Ĉ共通化ÍÕ

ŋİŔĈ活用ÏāÉÞÝ装置試作前á精度ä高º EMC 対

EMI解析ŀŒĬıľĒsŉĈ構築ÍÜºāg

策Ĉ行¼ÉÞÂÝÃāg

伝導ķčģ解析åh装置Þ周辺äĚsĿŔhŋsĨôÝ
詳細àŋİŔĈ構築ÏāÉÞÝhĚsĿŔĈ伝搬Ïā伝

図

åhEMI ľČŔĨ追加時ä伝導ķčģä推定事例

Ĉ示ÍÜºāg規制ä対象ÞàāĽsĘ値Âh対象周波数

⑵

導ķčģĈ正確á推定ÝÃāgËÿáh放射ķčģ解析åh

Ý¸ā 0.15 v 30 MHz ä領域áÀºÜh測定結果Þ解析

装置各部Ý放射ËĂā磁界ú電界ä空間伝搬Ĉ電磁界解析

結果ÂþÅ一致ÍÜºāg特áh規制Ĉ満足Ïā際á問題

ĦľıďĐċĈ活用ÍÜ解析ÏāgÉÉÝh放射ķčģ解

Þàā 0.15 MHz ú 1 MHz 超h2 MHz 超àßäĽsĘŕ

析á用ºā装置部äŋİŔåh伝導ķčģ解析用ŋİŔĈ

łŔÂþÅ一致ÍÜÀĀhEMI ľČŔĨ設計î活用Ïā

活用ÍÜºāgÉĂáþĀh製品設計時áÀÇā解析規模

äá十分à精度Â得ÿĂÜºāg
以上äþ¼à解析ľŖsá基ÛºÜ設計ÏāÉÞÝh試

Ĉ縮小ÝÃhĢŉsģà解析ä実現Ĉ可能áÍÜºāg

作後ä評価期間Ĉ大幅á短縮ÝÃh伝導ķčģä EMC ľ
.

伝導ノイズ解析事例

ŖŜıŖsİČŜę設計Ĉ実現ÍÜºāg

伝導ķčģ解析技術åhÉĂôÝáø多Åä機器î適用
⑶

ÍÜÀĀh現在å EMC 対応ľŖŜıŖsİČŜę設計ä
汎用čŜĹsĨ用 EMI ľČŔĨîä適用Ĉ進÷Üºāg

.

放射ノイズ解析事例

放射ķčģ解析åh空間伝搬Ĉ電磁界解析Ïā段階Â¸

åh伝導ķčģ解析ľŖsĈ示ÍÜºāgľŖsá

āÕ÷h解析規模}要素数h解析時間~Â増大Ïā原因Þ

示Ïþ¼áh3 段階ä設計完了後áķčģ解析ÏāÉÞĈ

àāgÉäÕ÷h放射ķčģôÝ含÷Õ EMC 対応ľŖŜ

基本ÞÍhÓäñÁáø大Ãà設計変更Â生ÎÕ場合àß

ıŖsİČŜę設計ä実現áåh解析精度ä改善Þ同時á

図

å随時解析Ĉ行¼g製品設計ä初期段階}理論設計~áÀ

電磁界解析規模ä縮小á取Ā組ö必要Â¸āg図

ºÜå部品ŋİŔĈ構築ÍÜ解析Íh候補部品Ĉ決定Ï

ĂôÝá検討ÍÕ放射ķčģ解析ŋİŔä例Ĉ示Ïg検討

áhÉ

āgÍÁÍh入手ÝÃÜºàº部品Â多ºàßh解析精度

初期áÀºÜåœċĘıŔú回路ĺĨsŜàßĈ反映ÍÕ

å低ºÕ÷á大Ãà設計ŇsġŜĈ確保ÏāgÓä後h設

複雑àŋİŔĈ構築ÏāÉÞÝh放射ķčģŕłŔĈ正確

計Â進õ詳細à装置構成Â決定ÏāáÚĂÜhŋİŔ構築

á推定Ïā技術確立Ĉ進÷ÕgÍÁÍh装置全体Ĉ電磁界

範囲Ĉ広ÈāÉÞÝ解析精度Â改善ËĂāÕ÷hEMI ľČ

解析ÏāáåŋİŔ構築ú解析負荷àß多Åä時間Ĉ要Ï
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ÁÙÕ EMC 性能評価Ĉh解析技術Ĉ活用ÍÕ{EMC 対
応ľŖŜıŖsİČŜę設計|Ĉ推進ÏāÉÞÝh製品ä
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安定動作Ĉ実現ÍhËÿàā信頼性向上á努÷ÜºÅ所存
Ý¸āg
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放射ノイズ推定事例
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ÉÝh放射原理ä明確化Þ主要à放射源ä抽出Ĉ経Üh現
在Ýå解析ŋİŔä単純化ú複数ä放射源Áÿä解析á取
Ā組ĉÝºāgŋİŔä単純化áþĀ電磁界解析部ä解析
負荷Ĉ軽減Ïā一方Ýh伝導ķčģ解析Þä共用部Ĉ含÷
ÕhÓäñÁä解析精度Ĉ向上ËÑāÉÞÝ放射ķčģ推
定精度Ĉ改善Ïāg図

áĺŘđŕ機器Áÿä放射ķčģ

玉手

道雄

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器ä設計hEMC 対応設
計技術ä開発á従事g現在h富士電機ńsŔİČ
ŜęĢ株式会社技術開発本部基礎技術研究ĤŜ
Ĩs電磁気応用研究部g電気学会会員g

推定事例Ĉ示Ïg40 MHz 付近áÀºÜh測定結果Þ解析
結果ä誤差Â約 10 dB Þ若干大ÃÅàÙÜºāøäähÓ
äñÁä評価周波数範囲}30 v 100 MHz~Ýåh包絡線

林

形状ÂÀÀþÓ一致ÍÜÀĀh良好á放射ķčģŕłŔĈ

EMC 対応設計技術ä開発á従事g現在h富士電機

推定ÝÃÜºāg

美和子

ńsŔİČŜęĢ株式会社技術開発本部基礎技術
研究ĤŜĨs電磁気応用研究部g電気学会会員g

Éäþ¼áh伝導ķčģÖÇÝàÅ難易度ä高º放射ķ
čģáÚºÜø EMC 対応ľŖŜıŖsİČŜę設計ä実
現á向Ç解析技術ä向上Ĉ図ÙÜºāg

皆見

あとがき

崇之

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器ä EMC ľČŔĨ開
発hEMI 規格取得á従事g現在h富士電機ĠĢ
įŉģ株式会社環境ĦœŎsĠŐŜ本部輸送Ħ

EMC å電気電子機器ä信頼性Ĉ左右ÏāĖsįĘķŖ

œŎsĠŐŜ事業部ĲŒčĿĤŜĨs設計第一部g

ġsä一ÚÝ¸āg従来å装置試作後ÝàÇĂæ行¾à
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組込õ機器á実装ËĂā機能å多様化Íh求÷ÿĂā性能ø向上ä一途Ý¸āg富士電機åhĸsĲďĐċ開発áÀºÜ
åh熱流体解析hSI 解析h電磁界解析ä技術úĭsŔĈ早ÅÁÿ導入ÍŀœŜı板開発ä品質向上á効果Ĉ上ÈāÞÞøáh
統一部品İsĨłsĢĈ構築ÍÜ信頼性Ĉ確保ÍÜºāgĦľıďĐċ開発áÀºÜåh組込õŀŒĬıľĒsŉúŀŖĩ
ĘıŒčŜ開発技術hÀþé開発ŀŖĤĢä継続的à改善活動áþĀ信頼性Ĉ確保ÍÜºāgôÕh機能安全ä要素技術Ĉ
組込õ機器製品ä信頼性向上á活用ÍÜºāg
Embedded devices are incorporating increasingly diverse product functions, and ever-higher levels of performance are required. During
hardware development, Fuji Electric introduces SI analysis, electromagnetic analysis and thermal analysis techniques to improve quality of
the developed printed circuit board, and also creates the common parts database of Fuji Electric to ensure reliability from early on. During
software development, Fuji ensures reliability through the use of embedded platforms and product line development technology, and by
continuously implementing improvements to the development process. In addition, elemental technologies for functional safety are used to
enhance the reliability of embedded products.

àß多Åä要因Â¸ĀhÓĂÔĂá対策Â必要Þàāg

まえがき

ĦľıďĐċä信頼性áÚºÜåh｢JIS X 0129-1 Ħľ
組込õ機器製品á実装ËĂā機能å多様化Íh求÷ÿĂ

ıďĐċ製品ä品質−第 1 部k品質ŋİŔ｣ á信頼性á関
Ïā特性Â示ËĂÜºāg主àøäĈ次á挙Èāg

ā性能ø向上ä一途Ý¸āg

⒜

ĸsĲďĐċåh組込õ用途ä CPU Ýø高性能化j高

成熟性
ĦľıďĐċá潜在Ïā障害ä結果ÞÍÜ生Îā故障

速化Â著Íº上h小型化Â進ĉÝÀĀh発熱密度Â上昇Íh

Ĉ回避ÏāĦľıďĐċ製品ä能力Ĉº¼gĦľıďĐ

受動ķčģä影響Â増加ÍÜÃÜºāgôÕh環境対応ú
機能改善äÕ÷部品ä改廃Â頻発ÍÜÀĀhÓäÕéá設

ċá存在Ïā障害ä有無j量j頻度ä度合ºĈ示Ïg端

計変更j再試験Ĉ繰Ā返ÍÜºāg

的áº¾æĹęÂ少àºÉÞÝ¸āg

一方hĦľıďĐċåh容量Þ開発工数Â増大傾向á¸

⒝

障害許容性

ĀhÓä品質Â課題ÞàÙÜÃÜºāg経済産業省ä組込

ĦľıďĐċä障害部分Ĉ実行ÍÕ場合hôÕå仕様

õĦľıďĐċ産業実態調査報告書áþĂæh製品出荷後

化ËĂÕčŜĨľĐsĢ条件á違反Â発生ÍÕ場合áh

á発覚ÍÕ不具合ä約 59 % ÂĦľıďĐċä不具合Þ分

指定ËĂÕ達成水準Ĉ維持ÏāĦľıďĐċ製品ä能力

⑴

析ËĂÜÀĀhĦľıďĐċä設計品質ä向上Ĉ最優先課

Ĉº¼g誤入力h誤操作Ĉ検出ÍđŒs処理Ĉ行¼能力

⑵

àßĈËÏg

題ÞÍÜ捉¾Üºā組織å 43.5 % á上ÙÜºāg
富士電機áÀºÜø例外ÝåàÅhĺŘsđŕĘıŖĴ
ĘĢ}ĺŘđŕ~機器h情報j制御機器àßä組込õ機器

ハードウェア開発における信頼性技術

ä開発áÀºÜ同様ä課題Â¸Āh継続的à改善Ĉ実施Í
Üºāg

ĸsĲďĐċ開発áÀºÜ信頼性á影響Ïā要因å数多

本稿Ýåh組込õ機器áÀÇāĸsĲďĐċjĦľı

Å¸Āh中ÝøŀœŜı板åºÅÚøä要因áÚºÜ対策

ďĐċ開発Ĉ中心áÍÕ信頼性技術ä動向Þh信頼性確保

Â必要áàāgÉäŀœŜı板ä設計環境Þ部品選定á

á向ÇÕ取組õĈ紹介Ïāg

絞ÙÜ取組õĈ紹介Ïāg
⑷

⑴

ŕčċďı設計Ĉ中心ÞÍÕ設計環境構築
ĸsĲďĐċ開発Ý信頼性Ĉ左右Ïā要因ÞÍÜh部品h

組込み機器における信頼性

回路h耐ķčģ性}EMI/EMS~
h熱h機構Þä干渉hå
注 1

注 2

信頼性Þåh一般áå{与¾ÿĂÕ条件Ý規定ä期間中

ĉÖ接合信頼性hRoHS 指令 jREACH 規則 ä環境対応à

要求ËĂÕ機能Ĉ果ÕÏ性質|Ý¸Āh
{与¾ÿĂÕ条件

ßÂ¸āgÉĂÿ多Åä要因Â複雑á影響ÍÜÀĀh個々

⑶

Ý¸ā期間故障Íàº性質|Þº¾āg
組込õ機器áÀºÜåhÓä構成要素äĸsĲďĐċÝ

ä要因Ĉ対策ÍÕ上Ý総合的á信頼性Ĉ確保Ïā必要Â¸
āg

åh信頼性Ĉ左右Ïā要因ÞÍÜ熱j電界j電波àßäķ

組込õ機器ä信頼性Ĉ向上ÏāÕ÷áåhÉĂÿ多Åä

čģ耐性h振動àßä機械的要因h部品Óäøää故障性

要因Ĉ設計ä各ľĐsģÝ解析ÍàÂÿ設計Ĉ進÷ÜºÅ
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回路設計

SI 解析
依頼

客

回答

環境
レポート

顧客
対応
部門

設計
部門

アナログ回路シミュレーション

調査
依頼
調達
部門

共通

製品環境情報
データベース

図

調査
依頼

部品・材料
データベース

部品・
材料
メーカー

回答

REACH 規則対応
調査フォーマット
（AIS・JIGⅡ）

統一部品データベースの概念図

熱流体解析

ā障害発生履歴ä有無h障害解析能力àßä見極÷àßÂ
図

¸āg

解析ツール連携の概念図

富士電機ÝåhÉäþ¼à部品á関Ïā情報Ĉ共有Ïā
設計環境j手法ä確立Â重要Þàāg

Õ÷h図

á示Ï統一部品İsĨłsĢ環境Ĉ構築Íh部

従来åh熱解析ú SI 解析}反射jĘŖĢısĘàßä

品ä基本情報Þh品質ú部品起因ä障害情報Ĉh全社Ý

信号品質解析~
h放射電波解析åh個々ä解析ĭsŔĈ利

共有化ÍÜ運用ÍÜºāg近年Ýåh環境対応Ĉ重要視

用ÍhÓä結果Ĉ基áh回路設計úŕčċďı設計á対策

ÍhRoHS 指令対応åøÞþĀhREACH 規則対応ä情報

Ĉ盛Ā込ö設計ľŖsÞÍÜÃÕg

調査j管理ø可能ÞÍh総合的à部品情報ä管理Ĉ実現Í

最近Ýåh一Úäŕčċďı設計İsĨĈ基áh熱j

Üºāg

SIj電源解析Ĉ実施Íh個々ä問題á対応ÍÕĺĨsŜ設

部品選定á際ÍÜåhÉä部品情報管理ä仕組õÝ信頼

計Ĉ実現ÝÃā環境Â整ºÚÚ¸āgËÿá一歩進÷h構

性j環境情報àßĈ確認ÍÕ上Ý選定Íh装置設計Ĉ進÷

想設計}回路検討~段階ÝhĖs部品ä配置Ĉ検討ÍàÂ

Üºāg

ÿ熱jSIj電源解析Ĉ行ºhŕčċďı設計Ĉ進÷ÜºÅ

今後åh解析環境ä連携Þ部品選定ä仕組õä進化á加
¾hĦľıďĐċ開発ä信頼性向上Ĉ主眼áhĸsĲďĐ

開発環境Â整ºÚÚ¸āg
富士電機Ýåh個別解析ĭsŔä導入Ĉ早ÅÁÿ行ÙÜ

ċĈ仮想化ÍÕĹsĪŌŔĸsĲďĐċä上ÝhĦľı

解析Ĉ実行ÍÜÀĀhĺŘđŕ製品Ĉ中心áh回路設計j

ďĐċÞĸsĲďĐċä親和性Ĉ評価ÝÃā協調設計環境

ŕčċďı設計á各解析ĭsŔĈ連携ËÑÜŀœŜı板開

ä構築Ĉ進÷ÜºÅg

発á適用Ĉ始÷Üºāg図

áhŕčċďı設計İsĨĈ

中心ÞÍÕ解析ĭsŔ連携ä概念図Ĉ示Ïg回路設計jŕ

ソフトウェア開発における信頼性技術

čċďı設計ĭsŔĈ中心áhŀœŜı板ä外形àßä構
造情報Ĉ構造 CAD}Computer Aided Design~Áÿİs

組込õĦľıďĐċä信頼性Ĉ確保Ïā技術åhŋİœ

ĨÝ取Ā込ögÓĂĈ基á主要部品Ĉ配置ÍhÓäŕčċ

Ŝę技術àßä設計j検証技術hŀŒĬıľĒsŉá代表

ďı設計İsĨĈ熱流体jSIj電磁界解析ä各解析ĭsŔ

ËĂā実行基盤ä構築技術h開発ä実行行為ä工程Ĉ管

á渡Íh解析ÏāgÓä結果Ĉŕčċďı設計á反映Ïā

理j改善Ïā開発ŀŖĤĢ技術àß多種多様à技術Â¸āg

ÉÞĈ繰Ā返Í実行Íh基本的à構想Â固ôÙÕ段階Ý詳

章á挙ÈÕĦľıďĐċä信頼性特性Ĉ多面的á向上Ï

細ŕčċďı設計á進ö設計ľŖsĈ可能áÍÜºāg
Éä設計環境áþĀhŀœŜı板開発ä品質向上Þ開発

ā技術ÞÍÜh組込õŀŒĬıľĒsŉhŀŖĩĘıŒč
Ŝ開発h開発ŀŖĤĢ改善áÚºÜÓä取組õĈ示Ïg

期間短縮á効果Ĉ上ÈÜºāg今後å適用Ĉ順次拡大ÍÜ
.

ºÅ予定Ý¸āg
⑵

部品情報ä共有

組込みプラットフォーム

組込õ機器áåh機種間Ý共通的à機能Â¸ĀhÉĂÿ

ĸsĲďĐċä信頼性要因ÞÍÜ部品ä持Ú信頼性Þh

ĈŀŒĬıľĒsŉÞÍÜ提供Íh多Åä製品á適用Ïā

供給ŊsĔsä信頼性Â重要Ý¸āg供給ŊsĔsä信頼

ÉÞáþĀh実績ä¸āĦľıďĐċĈ有効á活用ÏāÉ

性áåhŊsĔsä信頼性îä取組õ姿勢h部品á起因Ï

ÞÂÝÃh開発効率ä向上ÞÞøá品質ä確保áø有用Ý
¸āg
富士電機áÀÇā組込õ機器向ÇäŀŒĬıľĒsŉ開

注 1RoHS 指令k電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用制
限áÚºÜä EU}欧州連合~ä指令
注 2REACH 規則k化学物質ä登録h評価h認可及é制限á関Ï
ā EU}欧州連合~ä規則

発ÞÓä適用áÚºÜ次á述ïāg
⑴

組込õĦľıďĐċ共通ŀŒĬıľĒsŉ
富士電機åh組込õ機器全般á共通ä機能Ĉh組込õĦ
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ľıďĐċ共通ŀŒĬıľĒsŉÞÍÜ開発ÍhËôÌô

ÍÕg
電源制御ŀŒĬıľĒsŉÝåhĺŘđŕ処理Þ HMI

á組込õĦľıďĐċ共通ŀ

à製品á適用ÍÜºāg図

特 集

処理äĦľıďĐċĈhÓĂÔĂh電源共通部h機種共通

ŒĬıľĒsŉä構造Ĉ示Ïg
組込õĦľıďĐċ共通ŀŒĬıľĒsŉåhRTOS

部Àþéŏsğú仕向ÇÊÞäĔĢĨŉ部Þá階層化ÍÕ

}Real Time OS~ä上á TCP/IP ú汎用ĠœċŔàßä通

構成ÞÍÕgÉĂáþĀh新機種Ĉ開発Ïā場合å機種共

信機能hĦľıďĐċäĩďŜŖsĲ更新àß機器ä運用

通部分Ĉh仕向Ç対応ÝåĔĢĨŉ部分Ĉ開発ÏāÉÞÝh

á関ąā支援機能Ĉ装備ÍÜºāg

電源制御機器Ĉ構成ÏāÉÞÂÝÃāg各階層間Àþéh

各製品ä開発ÝåhÉäŀŒĬıľĒsŉĈ使用ÏāÉ

ĺŘđŕ処理Þ HMI 処理äčŜĨľĐsĢ部åhİsĨ

ÞáþĀh機種固有ä部品¸āºåċŀœĚsĠŐŜä開

項目ä定義hİsĨ交換手続ÃàßäŔsŔÂ標準化ËĂ

発á専念ÏāÉÞÂÝÃāg

Üºāg

ÉäŀŒĬıľĒsŉåhľČsŔĲáÀÇā適用実績

機能変更j拡張á当ÕÙÜåh変更開発Ïā部分ÞÓä

ä¸ā RTOS ÞňĲŔďĐċ群Ý¸ĀhÉĂĈ適用Ïā

影響範囲Ĉ明確áÍÜ極小化ÏāÉÞÂÝÃh製品ä信頼

ÉÞáþĀ全社的à品質向上á寄与ÍÜºāg

性確保á有用Ý¸āg

⑵

電源制御ŀŒĬıľĒsŉ
UPS}無停電電源装置~àßä電源機器Ýåh電源出力

.

Ĉ制御ÏāÕ÷äĺŘđŕ処理Þh各種設定ú監視ĈÏā

プロダクトライン開発

組込õ機器製品å派生開発Â多Åh派生開発Ĉ重ãāñ

Õ÷ä表示h通信àßä HMI}ĻŎsŇŜŇĠŜčŜĨ

ßÓä信頼性Â低下ÏāœĢĘÂ高ºÞºąĂÜºāgŀ

ľĐsĢ~処理Â混在ÍÜºāg

ŖĩĘıŒčŜ開発技術åhĦľıďĐċĈĲŊčŜÞ呼

富士電機åh製品化á要Ïā期間短縮Þ製品品質Ĉ向上
ÏāÕ÷áh図

á示Ï電源制御ŀŒĬıľĒsŉĈ開発

æĂā小Ëà単位á細分化ÍÜ開発Ïā手法Ýh類似ä仕
様Ý多数äĦľıďĐċĈ開発Ïā場合á有効à手法Ý¸
āg富士電機åhŀŖĩĘıŒčŜ開発Ĉ行¼Õ÷áh開
発支援環境Þh共通ĦľıďĐċ資産}ĜċċĤĬı~Þ
製品開発Ĉ円滑á行¼Õ÷ä開発ŀŖĤĢĈ定義ÍÕgÓ

製品別機能実装部

ä様子Ĉ図

アプリケーション
共通部品

共通部品

共通部品

á示Ïg

ŀŖĩĘıŒčŜ型開発支援環境Ýåh製品要求仕様Ĉ

共通部品

分析ÏāÕ÷äĲŊčŜ分析ĭsŔh必要àĜċċĤĬı
Ĉ閲覧j選択ÏāÕ÷äĜċċĤĬıĿŒďğshŋİŔ

標準インタフェース（API*)

図ÁÿŀŖęŒŉĈ自動生成Ïā実装ĜsĲġĐĶŕsĨ
支援
機能

TCP/IP

RS232C
USB
（汎用シリアル） （ホスト / ターゲット）

àßĈ提供ÏāgÉĂÿĈ適用ÏāÉÞáþĀhĦľı
ďĐċä部品化ä対象Â拡大Íh系列開発áÀÇāĦľı

RTOS

ďĐċ開発ä信頼性Ĉ向上ÝÃāg

ハードウェア依存部

ôÕh部品Ĉ再利用ÍÕ製品開発Ĉ効果的á行ÙÜºÅ

組込みソフトウェア共通プラットフォーム

Õ÷áåhĜċċĤĬıä拡充Ĉ行¼必要Â¸āgÓÉÝh

ハードウェア

＊ API：Application Interface

図

既存äĦľıďĐċ資産Áÿh再利用Ïā部品Ĉ効率þÅ

組込みソフトウェア共通プラットフォームの構造
プロダクトライン型開発プロセス
HMI 処理

コアアセット開発

ユーザインタフェース

アーキテクチャ
設計

パワーエレクトロニクス処理
カス
タム

設定値

設定値

機種
パワエレ制御部
共通

シーケンス
制御部

演算頻
アナログ データ
交換管理 度管理
電源 制御
共通
故障
CAN
検出
通信
シス
テム

割込
制御

ローダ

インタフェース

API*

運用
保守

履歴
管理

ドメイン
分析

ドライバ

時刻管理

故障
波形
記録

コンポー
ネント
開発

製品設計
再利用 製品
分析

登録

LAN
モニタ

API*
通信プロ
トコル
管理

製品開発
開発管理

コアアセット

実装，テスト
製品

履歴
記録

フィードバック
ドメイン
分析
ツール

メモリ
管理

UML
エディタ

コアアセット
ブラウザー

実装コード
形式表現
・
・
ジェネ
ジェネ ・
レータ
レータ

プロダクトライン型開発支援環境

＊ API：Application Interface

図

電源制御プラットフォームの構成
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ŖĤĢ改善åh信頼性確保áÀÇā重要à取組õÞ位置付

抽出Ïā技術Ĉ開発ÍÕgœľĊĘĨœŜę技術úœĹs

Çh取Ā組ĉÝºāg

ĖŎŊŜıàß~ä分析Áÿ部品仕様Ĉ表現ÏāŋİŔ

⑴

開発ŀŖĤĢ改善推進体制ä構築

開発ŀŖĤĢ改善活動ä推進äÕ÷áåhıĬŀĩďŜ

}ĘŒĢ図h状態遷移図hĠsĚŜĢ図àß~Ĉ作成Ïā

ä体制Ĉ構築ÏāÉÞÂ効果的Ý¸āg富士電機Ýå経営

手法Ĉ整備ÍÕg

層直下á全社ä改善活動Ĉ推進ÏāŀŖġĐĘıĈ設Çh

今後h適用Ïā製品Ĉ拡大ÍÜºÅ予定Ý¸āg

Óä指導j助言ä下Ý各開発部門Â活動Ïā体制ÞÍÕg
.

開発プロセス改善の取組み

ÉäıĬŀĩďŜä体制äñÁhŀŖĤĢ改善ä実務œs
⑵

2009 年度版組込õĦľıďĐċ産業実態調査報告書á

ĩsĘŒĢÂ参画Ïā連絡会Ĉ組織Íh各部門共通的à課

þĂæhĦľıďĐċ不具合ä再発防止対策ÞÍÜĦľı

題抽出h対策審議h情報共有Ĉ行ºàÂÿ推進ÍÜºāg

ďĐċ開発ŀŖĤĢä見直ÍĈ挙ÈÜºā組織åh64.0 %

⑵

項

目

ŀŖĤĢ見¾ā化ĭsŔä開発Þ適用
改善活動推進á当ÕÙÜåh部門áÀÇā開発ŀŖĤĢ

á上ÙÜºāg富士電機øh組込õĦľıďĐċä開発ŀ

チェック内容

評価の仕方

選

択

現

状

計

画

評

価

コーディング
規約

コーディング規約
に従いプログラム
を作成している
か?

0：プロジェクトとしてのコーディング規約が存在しない。
1：コーディング規約はあるが，使用していない。あるいは一部の
メンバーのみ使用している。
2：プロジェクトとしてのコーディング規約が存在し，全員がその
コーディング規約にのっとりプログラミングを行っている。

1

2

2

2

レビュー

作成したコードに
ついて，コードレ
ビューを実施して
いるか ?

0：コードレビューは実施していない。
1：コードレビューは実施しているが，レビュー基準はない。ある
いは一部のメンバーのみ実施している。
2：コードレビュー基準にのっとり，レビューを行い，実施結果を
議事録に取っている。また，指摘事項はきちんとフォローされ
ている。

1

1

2

1

静的解析

静的解析ツールな
どを用いて，ソー
スコードのチェッ
クを行っている
か?

0：ソースコードのチェックは行われていない。
1：ソースコードのチェックは行われているが，項目などが統一さ
れていない。あるいは一部のメンバーのみ実施している。
2：プロジェクトで定められたチェック項目に従い，すべてのソー
スコードについてチェックが行われている。

1

2

2

2

プログラミング
（PG）

1

2

3

PG 工程合計
PG 工程指標＊

全体合計
全体指標＊

9

13

18

16

100%

72%

100%

89%

92

91

161

151

88%

43%

77%

72%

（a）開発プロセスチェックシート

120
計画達成度

指標 *（％）

100

評価

80
計画

60
40

現状

20
0

SP

SA

UI，SS

PG

PS

PT

IT

委託管理

工程
（b）分析グラフ

＊ 指標：開発プロセスの成熟度を独自に定義したものである。
プロセスを全て適正に実施した場合を 100% とし，
それに対する達成の度合いを示す。

図

開発プロセスチェックシートの例
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組込み機器における信頼性技術

⒞

ä状況Þ改善目標àßĈ数値化ÍÜ管理j評価Ĉ行¼Õ÷

機 能 安 全 管 理}FSMkFunctional Safety Manage-

áh見¾ā化ĭsŔĈ開発Í適用ÍÜºāgÓä一例Ĉ次

特 集

ment~Â要求ËĂÜÀĀh要求仕様策定Áÿ設計h妥当

á示Ïg
⒜

性検証ôÝh開発工程全般áąÕÙÜ適正àŀŖĤĢ管

開発ŀŖĤĢĪĐĬĘĠsı

理Ĉ行¼ÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg

開発ŀŖĤĢä成熟度Þ改善目標Ĉ数値的á把握Ï
āĭsŔÝ¸āg使用例Ĉ図

開発ŀŖĤĢ

á示Ïg開発ŀŖĤĢ

⑵

富士電機ä取組õ

ĪĐĬĘĠsıÝåh部門áÀÇā改善前äŀŖĤĢä

規格á記載ËĂÜºā機能安全ä実現á必要à要件h技

状況h改善計画h改善活動後ä評価áÚºÜh簡易à設

術å多岐áąÕĀ複雑Ý¸āg富士電機Ýåh実開発á適

問á回答ÍÜºÇæ数値的á記載ÝÃāþ¼à仕組õá

用ÝÃā実装技術ôÝĿŕsĘĩďŜÍÕ技術ĕčĲŒč

ÍÜºāg結果å工程ÊÞá集計ËĂęŒľáþĀ確認

Ŝh開発ŀŖĤĢàßĈ整備Íh技術İsĨłsĢÞÍÜ

ÏāÉÞÂÝÃh視覚的áŀŖĤĢä改善状況Â把握Ý

社内Ý運用ÍÜÀĀh組込õ製品ä信頼性向上á活用ÍÜ

Ãāg

ºāg

⒝

品質評価Ġsı

ĲĖŎŊŜı作成hŀŖęŒŉ製作時ä生産性úhį

あとがき

Ģı項目密度hđŒs発生率hđŒs密度àßä品質指
標値ä実績Ĉ自動的á計算ÏāĭsŔĈ開発ÍÜ適用Í
Üºāg

組込õ機器開発áÀÇāĸsĲďĐċhĦľıďĐċĈ
中心áÍÕ信頼性技術ä動向Þh富士電機áÀÇā取組õ
áÚºÜ紹介ÍÕg
組込õ機器ä技術h機能å今後ø多様化ÍÜºÅg信頼

機能安全と信頼性技術

性向上ä取組õĈ今後ø継続ÍÜºÅ所存Ý¸āg
機能安全åh機能的à工夫}安全Ĉ確保Ïā機能h安全
機能Þº¼~Ĉ導入ÍÜh許容ÝÃāŕłŔä安全Ĉ確保
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⑵

機能Ĉ実現ÏāÕ÷ä要件h技術Â示ËĂÜºāg

⑶

⑴

⑷

機能安全Þ信頼性技術

危害ôÕå資材ä損傷ä危険性~Â許容可能à水準á抑¾
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力Ĉ安全à方向á制御ÏāhÞº¼äÂ組込õ機器áÀ
Çā機能安全ä考¾方Ý¸āgÉäþ¼áh機能安全å
⑸

章á述ïÕ信頼性Þå異àā概念Ý¸Āh目的ø異àāÂh

信頼性Ĉ上ÈĂæ安全性Â上ÂāhÞº¼側面ø¸Āh機
能安全á適用Ïā技術áåh組込õ機器ä信頼性Ĉ確保Ï
āÕ÷á有用àøäÂ¸āg例Ĉ次á挙Èāg
⒜

伊藤

徹

組込õĠĢįŉ技術hŀŒĬıľĒsŉä研究 ･
開発á従事g現在h富士電機ńsŔİČŜęĢ株
式会社技術開発本部基礎技術研究ĤŜĨsľČs
ŔĲĠĢįŉ研究部ŇĶsġŌsg

ĸsĲďĐċ開発技術
安 全 側 故 障 Ĉ 考 慮 Í Õ 故 障 率 解 析}FMEDAk

Failure ModeshEﬀects and Diagnostic Analysis~Â求
÷ÿĂÜºāg
⒝

ĦľıďĐċ開発技術

構造設計技術àßä設計品質Ĉ確保ÏāÕ÷ä技術Â
求÷ÿĂÜºāg
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大野
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組込õ機器äĸsĲďĐċ開発h開発環境構築á
従事g現在h富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社
技術開発本部基礎技術研究ĤŜĨsľČsŔĲĠ
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製品ä品質j信頼性Ĉ確保¸āºå向上ÏāÕ÷áåh故障j劣化ŋsĲĈ特定ÍhÓĂá基ÛºÕ部品äĢĘœsĴŜ
ęú信頼性改善áþā初期品質ä確保h使用条件Ýä信頼性評価Â必要Þàāg富士電機åh初期故障ä防止á重要à品質
評価Ýåh製品ä基本特性Ý¸ā電気特性評価ú強度特性評価äñÁh非破壊試験ú騒音特性評価àßĈ実施ÍÜºāg耐
久性Ĉ評価Ïā信頼性評価Ýåh製品ä信頼性向上Þ長寿命化á伴º加速寿命試験}腐食h疲労h振動評価àß~Ĉ行ÙÜ
ºāgôÕh故障解析Ĉ基áÍÕ再発防止úh余寿命診断áþā予防保全á取Ā組ĉÝºāg
To ensure and/or improve product quality and reliability, it is necessary to identify failure modes and degraded modes and then, based
thereon, to screen parts and improve reliability so as to ensure the initial quality. Reliability must also be evaluated under actual usage conditions. In the evaluation of quality, which is important for preventing premature failure, Fuji Electric assesses electrical and strength characteristics, which are basic product characteristics, and also carries out nondestructive testing and assesses noise characteristics and the like. In
the evaluation of reliability to assess durability, accelerated life tests (corrosion, fatigue, vibration evaluation, etc.) are carried out to improve
product reliability and elongate the product life. Fuji Electric is also working on recurrence preventive measures based on failure analysis, and
preventive maintenance based on a remaining life assessment.

的á推進ÍÜºāgÓĂÔĂä信頼性評価îä取組õáÚ

まえがき

ºÜ次á述ïāg
信頼性Þå{製品Â与¾ÿĂÕ条件Ýh所定ä期間要求
⑴

ËĂÕ機能Ĉ故障àÅh果ÕÏÉÞ|Þ定義ËĂāgÍÕ

品質・信頼性評価技術

ÂÙÜh製品ä信頼性Ĉ確保¸āºå向上ÏāÕ÷áåh
ĸsĲďĐċúĦľıďĐċhĠĢįŉä運用管理àßh
ÏïÜĈ含÷Õ信頼性Â重要Ý¸āg

富士電機åhčŜĹsĨú電動機hĞsŅĠĢįŉàß
äĲŒčĿĠĢįŉ機器hĺŘs半導体ú磁気İČĢĘ

特áhĸsĲďĐċÝåh故障j劣化ŋsĲĈ特定Íh

媒体àßä電子İĹčĢ製品hËÿáå発電ŀŒŜı設

ÓĂá基ÛºÕ部品äĢĘœsĴŜęú信頼性改善áþā

備h受配電j制御機器h自動販売機àß幅広º製品á対Í

初期品質ä確保hàÿéá使用条件Ýä耐久性試験áþā

ÜhËôÌôà品質j信頼性評価Ĉ行ÙÜºāg主à製品

信頼性評価Â必要ÞàāgôÕh製品ä品質ú信頼性Ĉ作

á対Ïā品質j信頼性試験Àþé評価j試験設備áÚºÜ

Ā込öÕ÷áåh製品äõàÿÐ材料ŕłŔÝä設計技術

表

⑵h⑶

á示Ïg

ú評価技術Â不可欠Ý¸ĀhËôÌôà手法Â必要Þàāg
本稿ÝåhĸsĲďĐċä観点Áÿh各製品áÀÇā評

.

価技術h各製品îä適用事例Ĉ挙Èh製品ä信頼性向上î

品質評価

ä取組õĈ紹介Ïāg

製品ä開発j製造段階Àþé出荷段階Ý行¼品質評価試
験åh初期故障àßä不具合Ĉ防止ÏāÕ÷á重要à評価
Ý¸āg製品ä基本特性Ý¸ā電気特性ú強度特性äñÁh
非破壊試験ú騒音特性評価àßø品質評価á分類ËĂāg

富士電機における信頼性評価技術

強度評価技術h非破壊評価技術h騒音評価技術ä最近ä事
信頼性評価技術ä分類Ĉ表 1 á示Ïg富士電機Ýåh各
製品Ýä品質j信頼性試験ÖÇÝàÅh故障解析ú余寿命

例àÿéá回転機äĹŒŜĢ試験Þ特性試験Ĉ紹介Ïāg
⑴

強度評価技術

診断技術áø取Ā組õh市場Ý発生ÍÕ不具合îä迅速à

電子機器ä接合部強度h薄膜ä硬度àßä品質j特性評

対応Àþé予防保全áþā故障発生防止àßáÚºÜ積極

価Ĉ行¼際h評価部位Â数十 nm v数 mm Þ非常á微小

表

信頼性評価技術の分類
信頼性評価技術
品質試験・評価
信頼性試験・評価
故障解析
余寿命診断・評価

目

的

主な評価手法

スクリーニング，デバッグ，部品改善

強度評価，非破壊評価，騒音評価，電気特性評価

検査，寿命評価，限界把握

ヒートサイクル試験，腐食試験，疲労試験

故障モード特定，故障原因究明

破面解析，成分分析，再現試験

予防保全

腐食度評価，劣化度評価
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各製品の主な品質・信頼性評価および試験
富士電機の主な製品群

特 集

分

野

製

主な品質・信頼性評価および試験
品

質

信頼性

評価・試験設備

インバータ
無停電電源

電気特性試験
絶縁特性評価
落下衝撃試験

ヒートサイクル試験
高温高湿試験
ガス腐食試験
振動試験

ヒートサイクル試験装置
高温高湿試験機
ガス腐食試験機
振動試験装置

モータ

耐電圧試験
効率試験
不釣合い試験
騒音評価
軸受評価

長時間加電試験
ヒートサイクル試験（接着剤）

耐電圧試験設備
効率試験装置
バランス試験設備
聴音試験装置

IGBT モジュール

電気特性試験
絶縁特性試験
接合強度評価

ヒートサイクル試験
パワーサイクル試験
ヒートショック試験
高温高湿試験
ガス腐食試験
振動試験

ヒートサイクル試験装置
パワーサイクル試験装置
高温高湿試験装置
ガス腐食試験装置
振動試験装置

磁気記録媒体

磁気特性評価
浮上性評価

ロードアンロード試験
素子劣化試験

磁気特性評価装置
浮上性評価装置
ロードアンロード試験装置

感光体

電気特性評価
画像特性評価
温湿度特性

高温放置試験
高温高湿放置試験
ヒートサイクル試験
ローラ汚染試験
強光疲労試験
クリープ試験

ヒートサイクル試験装置
高温高湿試験装置
ローラ汚染試験装置
強光疲労試験装置
クリープ試験装置

タービン

引張試験
性能試験
回転振動試験
騒音評価
非破壊試験

疲労試験
クリープ試験
亀裂進展試験
腐食試験
現地暴露試験
摩耗試験

引張試験機
疲労試験機
クリープ試験機
腐食試験機
摩耗試験機
バランス試験設備

発電機

耐電圧試験
性能・効率試験
引張試験
曲げ試験
回転振動試験
騒音評価

長時間加電試験
ヒートサイクル試験
疲労試験

耐電圧試験設備
性能試験設備
引張試験装置
バランス試験設備

ブレーカ

短時間耐量試験
ヒータ温度上昇試験
バイメタル温度上昇試験

連続通電試験
開閉耐久試験
遮断試験

連続通電試験機
開閉耐久試験機
遮断試験機

サーマルリレー

端子強度試験
電気特性試験
共振試験

耐久振動試験
開閉耐久試験
遮断試験
応力腐食割れ試験
ヒートサイクル試験

耐久振動試験機
開閉耐久試験機
遮断試験機
ヒートサイクル試験機

自動販売機
コールドチェーン機器
通貨機器

冷却・過熱性能試験
消費電力，騒音試験
電装ソフトウェア試験
静電気，電波試験
販売試験

降雨試験
塩乾湿試験
防盗試験
振動試験

塩水噴霧試験機
複合サイクル試験機
耐候性試験機
高温低温環境試験装置
振動試験装置

ドライブシステム

電子デバイス

品

発電プラント

受配電・制御機器

流通システム

à領域強度特性Ĉ把握Ïā必要Â¸āg多様à製品群ä評
価á対応ÏāÕ÷áåh構造材用ä大容量試験機äñÁh
微小荷重àßá対応ÍÕ評価設備Â必要Þàāg

圧痕が同じ＝硬度が等しい

富士電機åh100 t ôÝ対応可能à引張試験機àßä大

測定画面

型強度試験設備äñÁh数十 nm 範囲ä微小領域ä硬度測
定ÂÝÃāĳķčŜİŜĨsú 10 N 以下ä引張強度Â行
¾ā超微小荷重引張試験機àßä評価設備Ĉ保有Íh多様
アルミニウムワイヤ

à製品ä強度評価á対応ÝÃāg
図

áhĳķčŜİŜĨsÝ電子İĹčĢáÀÇāċŔ

ňĴďŉŘčōä硬度Ĉ測定ÍÕ事例Ĉ示ÏgċŔňĴď

電極

ŉŘčōÞ電極Þä接合界面ä硬度Â母材Þ同等ä硬度Ý
¸Āh健全á接合ËĂÜºāÉÞĈ確認ÍÜºāg
⑵

非破壊評価技術
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図

ナノインデンターを用いたアルミニウムワイヤの硬度測定
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大型構造物ä製造áåh溶接jă¼付施工Â不可欠Ý¸
Āh接合部ä品質å製品ä信頼性Ĉ大ÃÅ左右Ïāg
取Ā組õh実機á適用ÍÜºāg最近ä事例ÞÍÜh超音

đŜĢĢıċ一店舗ä全体Ĉ完全á覆ºh全国ä春夏秋冬
ä昼夜áąÕā外気温湿度ú日照Ĉ模擬ÝÃā設備Ý¸Āh
実環境相当Ýä特性評価Ĉ行¼ÉÞÂÝÃāg

波 TOFD}Time of Flight Diﬀraction~法áþā欠陥評価
.

技術Ĉ用ºh製品á適用ÍÜºāg
超音波 TOFD 法å内部欠陥ä上端Àþé下端回折波ä
伝播}Ýĉç~時間Áÿ欠陥位置j寸法Ĉ算出Ïā手法Ý

信頼性評価

信頼性評価試験åh製品ä耐久性Ĉ評価Ïā試験Ý¸āg
製品ä信頼性向上h長寿命化á伴ºh加速寿命試験Ĉ行¼

¸āg一般的à超音波手法äĺŔĢ反射法á比ïÜh欠陥

場合Â多ºgÉä加速寿命試験Ýåh製品ä劣化ŋsĲÂ

位置Þ寸法Ĉh短時間ÁÚ高精度á検出ÝÃā特徴Â¸āg

市場Þ同等ÞàāÉÞÂ重要Ý¸āg使用環境j条件á応

á示Ïþ¼áh蒸気ĨsļŜ用溶接ŖsĨä品質

図

ÎÕ評価法ä選定ú条件ä設定Â必要áàāg
富士電機Ýåh効果的à結果Ĉ得āÕ÷á加速試験法ä

検査á TOFD 法Ĉ適用ÍÜºāgĺŔĢ反射法Ĉ併用Íh
Ëÿá探傷深Ëá応ÎÜ TOFD 探傷条件Ĉ最適化ÏāÉ

検討Ĉ行ÙÜºāgÉÉÝåh腐食h疲労h絶縁h振動評

ÞáþĀh接合部全域Ĉ網羅Ïā評価技術Ĉ確立Íh溶接

価àßä保有技術Ĉ紹介Ïāg

部ä欠陥ÂàÅh信頼性向上Ĉ図ÙÜºāg

⑴ 腐食評価

⑶

騒音評価技術

地熱ĨsļŜåh腐食性化学成分Â多量á含ôĂā地

製品ä騒音評価Ĉ精度良Å行¼Õ÷áåh評価対象以外

熱流体Ĉ扱ÙÜºāg自動販売機åh温泉地ú海岸地域

ä騒音Ý¸ā暗騒音úh建屋壁面áþā反射音Ĉ極力小Ë

àßä腐食性雰囲気ä多º場所Ýø使用ËĂāg富士電

ÅÏā必要Â¸āg

機åhÉĂÿä環境Ĉ模擬ÍÕ信頼性評価Ĉ行¼Õ÷äĕ

富士電機Ýåh楔}ÅËé~型吸音材Ĉ各内壁面}床Ĉ

Ģ腐食試験装置ú環境試験装置á加¾Üh製品固有ä腐食

含ö 6 面~á配置ÍÕ全無響室}暗騒音ŕłŔ 7 dB 以下~

劣化ŋsĲĈ再現ÏāÕ÷h必要á応ÎÜ個々á対応ÍÕ

Ĉ用ºh精度ä高º騒音評価Ĉ行ÙÜºāg図

独自ä腐食試験装置Ĉ開発Íh信頼性評価Ĉ行ÙÜºāg

áh電磁

接触器ä騒音評価例Ĉ示Ïg筐体}Ãý¼Õº~ä表面ú
開口部Áÿ放射ËĂā衝撃音Ĉ 5 方向}周囲 4 方向Àþé
上方~Áÿ測定Íh音圧挙動ú周波数ĢŃĘıŔ解析Áÿ
騒音発生源ä特定Ĉ行ÙÜºāg
⑷

回転機äĹŒŜĢ試験
回転機ÝåhŖsĨ}回転子~äąÐÁà不釣合ºÝø

高速回転áþĀ大Ãà振動Â発生ÏāÕ÷hĨsļŜú発

電磁接触器

電機àßä大型回転機Ýå重大à事故áÚàÂā恐ĂÂ¸
āg
富士電機Ýåh質量 125 t ôÝäŖsĨĈ回転数 4,500 r/
min ôÝ試験可能à高速ĹŒŜĢ試験設備}図 ~áþĀh
不釣合º振動ä低減Ĉ図ÙÜºāgÉĂôÝá試験ÍÕ
600 MW 用ĨsļŜj発電機ĈåÎ÷h数百本äŖsĨå
良好à振動値Ý運転ÍÜºāg
⑸

特性試験

図

無響室における騒音評価

図

バランス試験設備

製品åËôÌôà環境Ý使用ËĂāÕ÷h実際ä使用環
境Ĉ模擬ÍÕ状態Ýä特性Ĉ評価ÏāÉÞÂ重要Ý¸āg
富士電機ÝåhĠŐsĚsĢàßäĜsŔĲĪĐsŜ機
器h設備機器Þ空調機器Ĉ総合ÍÜ評価ÏāÉÞÂ可能à

送信側探触子

受信側探触子
スキャナ

探触子

欠陥
（a）測定原理

図

TOFD 法適用例（溶接ロータ）

溶接部

（b）装置
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富士電機Ýåh接合部内部欠陥ä非破壊評価技術開発á

総合熱試験施設Ĉ建設Í活用ÍÜºāgÉĂåhĜŜļĴ
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åh地熱ĨsļŜä材料選定äÕ÷ä評価試験Ý¸āg

表

ÉĂÿåh実機ä信頼性Ĉ検証ÏāÖÇÝàÅh耐食性

}図 ~
g
⑶

絶縁性評価
ĺŘs半導体áþÙÜĢčĬĪŜę運転Ïā汎用čŜ

⑷

ÍÜºāg

ĹsĨàßÝåhŀœŜı板á 1,000 V 近Åä電圧ÂĢı

⑵

ŕĢÞÍÜ加ąāäÝh絶縁信頼性ä評価Ĉ行ÙÜºāg

疲労評価
電子機器àßäåĉÖ接合部ä疲労寿命評価Ĉ行¼際h

ŀœŜı板ä代表的à絶縁劣化現象ÞÍÜ{đŕĘıŖ

試験片Ğčģä違ºáþā金属組織ä大ÃËÂh疲労特性

ĚňĔŔ ŇčęŕsĠŐŜ|Â¸āgÉĂåh例¾æ銅

á影響ÏāgÓäÕ÷h実際ä部品接合部ä金属組織ä大

÷ÙÃÁÿàāĢŔsńsŔÞĢŔsńsŔ間úhĢŔs

ÃËĈ想定ÍÕ疲労特性取得Â重要Ý¸āgÍÁÍh実接

ńsŔÞ内層銅箔}åÅ~間àßäĕŒĢ繊維部á金属č

合部ä大ÃËä試験片Ĉ用ºÕ疲労試験Ĉ行¼ÉÞåh試

ēŜÂ溶出Íh導電路Ĉ形成Ïā現象Ý¸āg

験技術的á困難àÕ÷h一般的áåh実接合部þĀåāÁ
á大Ãº試験片Ĉ用ºÜ疲労寿命Ĉ取得ÍÜÃÕg
富士電機Ýåh微小試験片}φ1.0 mm~áþā疲労試

富士電機Ýåh新ÕàŀœŜı板Ĉ採用Ïāá当ÕĀh
高温高湿雰囲気Ý実使用条件þĀ高º電圧Ĉ印加ÍÜh保
証寿命ÝđŕĘıŖ ĚňĔŔ ŇčęŕsĠŐŜÂ生Îà

験技術Ĉ開発Íh寿命評価á適用ÏāÉÞÝh実接合部ä

ºÉÞĈ検証Íh問題ÂàºÉÞĈ確認ÍÜºāg図

金属組織Ĉ反映ÍÕhþĀ精度ä高º疲労試験ÂÝÃā

ŀœŜı板ä絶縁信頼性評価方法Ĉ示Ïg

á

富士電機Ýåh各種ŀœŜı板ä評価Ĉ事前á行ºh実
表

運転電圧áÀºÜ絶縁劣化äàºøäĈ選定Íh製品á適

地熱タービンの腐食試験

用ÍÜºāg
試

験

内

容

⑷

腐食液中に浸漬，減量を測
定し耐食性を評価

腐食試験

静的な応力をかけながら，
腐食液中に浸漬，破断時間
を評価

応力腐食割れ（SCC）試験

腐食液中で繰返し曲げ応力
負荷を発生させ，破断回数
を評価

腐食疲労試験

静的な平均応力と動的な繰
返し応力を同時に発生させ，
疲労限度を評価

腐食疲労試験（平均応力負荷）

コンパクトノッチテンション（BNCT）
試験

静的な応力を負荷し，発生
す る SCC 亀 裂 進 展 量 を 評
価

ダブルカンチレバービーム（DCB）試験
および応力腐食亀裂進展（K1SCC）試験

予亀裂を作成し，亀裂先端
に生じる応力集中に対する
進展感受性を評価

環境加速試験

屋外á設置Ïā製品áÚºÜh環境áþā劣化á対Ïā
信頼性Ĉ評価ÏāÉÞÂ重要Ý¸āg
富士電機ÝåhľČŔŉ型太陽電池ŋġŎsŔáÚº
Üh長期áąÕā紫外線ú降雨á耐¾ā信頼性Ĉ確保Ïā
Õ÷hþĀ厳Íº環境Ĉ迅速á評価ÝÃā環境加速試験
ä SWOM}ĞŜĠŌčŜĔsŅŜċsĘ灯式耐候性試験~
Ĉ行ºh長期ä信頼性Ĉ確認ÍÜºāg
⑸

振動評価技術
小型ŋsĨú車載電気機器àßÝåh取Ā付ÇÿĂā基

礎ú装置Áÿ繰Ā返ËĂā振動ú衝撃Ĉ受Çh構造部材Â
疲労破壊á至ā場合Â¸āg
富士電機Ýåh図

á示Ï加振試験装置Ĉ用ºÜ振動ú

衝撃á対Ïā耐久試験Ĉ行ºh製品ä耐振性Ĉ確認ÍÜº
āgàÀh加振波形ÞÍÜ実機Ý得ÿĂÕ振動波形Ĉ用º
10.00
全ひずみ範囲εt（%）

特 集

Ĉ向上ÏāÕ÷ä材料úĜsįČŜę技術ä開発áø適用

āÉÞÝh実環境Ĉ模擬ÍÕ評価Ĉ行ÙÜºāg

大型試験片
1.00

.
微小試験片

故障解析

製品á不具合Â発生ÍÕÞÃáåh一刻ø早º原因究明

0.10

Â不可欠Ý¸āg 表

0.01
10

áh一般的à評価項目Þ評価手法

Ĉ示Ïg
102

103

104

105

繰返し数（回）
（a）試験片サイズによる室温疲労特性

直流高電圧
（数kV）

φ10 mm

ガラエポ積層部
φ20 mm
絶縁層

φ1.0 mm
銅めっきスルーホール

（b）大型試験片（φ10）と微小試験片（φ1.0）

図

疲労試験における試験片サイズの影響
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図

絶縁信頼性評価

内層銅箔
（はく）
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評価項目と評価手法
評価項目

主な評価目的

実体顕微鏡

損傷状態の把握，損傷起点部位の特定

非破壊評価

超音波顕微鏡，X 線検査装置，X 線回折

損傷部位の特定，内部欠陥評価，残留応力評価

破断面解析

光学顕微鏡，走査電子顕微鏡

損傷モードの特定（疲労破壊，強制破壊など）

微視解析

オージェ電子顕微鏡，透過型電子顕微鏡

損傷要因の特定（微小欠陥有無など）

材料評価

金属顕微鏡，電子分極装置，蛍光 X 線分析

材料健全性の確認（組成，金属組織など）

成分分析

EDX *1，EPMA *2，ICP *3 発光分光分析装置

腐食性元素，異常元素有無の評価など

＊ 1：EDX：Energy Dispersive X-ray Spectrometry（エネルギー分散 X 線分光法）
＊ 2：EPMA：Electron Probe Microanalyzer（電子線マイクロアナライザ）

＊ 3：ICP：Inductively Coupled Plasma（誘導結合プラズマ）

腐食膜厚 D（

m）

しきい値

現在の腐食膜厚
設置期間での
腐食膜厚

設置期間

腐食膜厚
しきい値
（製品故障）
に至る時間

余寿命
時間（ｈ）

図

加振試験装置（モータ振動試験）

富士電機ÝåhÉĂÿä装置Ĉ用ºh故障解析Ĉ迅速á

腐食膜厚 D ＝ f（ガス濃度，湿度，時間）

図

腐食劣化診断のマスターカーブ例

行¼体制Ĉ整¾ÜºāgôÕh故障解析áþĀ得ÿĂÕ知
見àßåh製品î反映Í再発防止á努÷Üºāg
.

余寿命診断

Ïā所存Ý¸āg
参考文献

蒸気ĨsļŜàßä高温Ý使用ËĂā製品Ýåh予防保

⑴

全技術ÞÍÜh使用材料ä劣化ŊĔĴģŉĈ基áÍÕ寿命

⑵

ÏčŜĹsĨàßä製品Ýøh比較的過酷à設置環境下Ý
使用ËĂh予防保全îä期待Â高ôÙÜºāg
富士電機åhÉäčŜĹsĨá対ÍhËôÌôà診断技
術Ĉ開発ÍÜÃÕgÓä¼×ä一ÚÝ¸ā環境劣化診断技
術åhčŜĹsĨä構成機器Ý¸āŀœŜı板Ĉ対象áÍ
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āg近年hŀŒŜı機器ä駆動用ÞÍÜ重要à役割Ĉ果Õ
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⑶

鈴木信二郎ñÁ. 有機感光体用材料技術. 富士時報. 2010,
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⑷

酒井吉弘ñÁ. 地熱ĨsļŜä最新技術. 富士時報. 2005,

vol.78, no.2, p.140-145.
⑸

中原泰男ñÁ. ĲŒčĿĠĢįŉĈ支¾āŘsŔĲŘčĲ
ĞsļĢÞ予知保全. 富士時報. 2009, vol.82, no.2, p.140-147.

Ü設置環境áþā劣化Ĉ定量的á評価Íh余寿命Ĉ診断Ï
āĠĢįŉÝ¸āg腐食劣化診断Þ塵埃}Îĉ¸º~劣化
診断ÁÿàĀh設置環境äĕĢ濃度h塵埃堆積量h温度h
運用状況àßĈ用ºÜh劣化診断用ŇĢĨsĔsĿÁÿh
⑸

故障á至ā時期Ĉ予測Ïā}図 ~
g

あとがき
製品ä多機能化úh使用環境ä多様化åh今後ôÏôÏ
進展ÏāÞ考¾ÿĂāgÓäÕ÷h信頼性Ĉ向上ËÑā取
組õå重要Ý¸ĀhËôÌôà要求á答¾ÿĂā評価技術
Â求÷ÿĂāg
今後øh信頼性評価技術ä向上h新Íº評価技術ä開発

塩川

国夫

電子 ･ 構造材料Àþé評価技術ä研究開発á従事g
現在h富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社øäÚ
ÅĀ戦略本部生産技術ĤŜĨs信頼性技術部Ň
ĶsġŌsg日本材料学会会員g

á取Ā組õhÀ客Ëôä信頼Â得ÿĂā製品ä創出á貢献
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主な評価手法
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健次

特 集

電子 ･ 有機材料Àþé評価技術ä研究開発á従事g

岸

郁朗

振動 ･ 騒音評価Àþé評価技術ä研究開発á従事g

現在h富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社øäÚ

現在h富士電機ńsŔİČŜęĢ株式会社øäÚ

ÅĀ戦略本部生産技術ĤŜĨs信頼性技術部Ň

ÅĀ戦略本部生産技術ĤŜĨs信頼性技術部Ň

ĶsġŌsg電気学会会員hđŕĘıŖĴĘĢ実

ĶsġŌsg日本機械学会会員g

装学会会員g
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製品の品質・信頼性を支える分析・解析技術
特 集

(UHS`[PJHS;LJOUPX\LZ[V:\WWVY[7YVK\J[8\HSP[`HUK9LSPHIPSP[`

植田

厚([Z\ZOP<LKH

寺西

秀明/PKLHRP;LYHUPZOP

森

大輔+HPZ\RL4VYP

製品ä品質j信頼性Ĉ確保ÏāÕ÷áåhÓä開発ú製造過程áÀºÜh信頼性Ĉ裏付ÇāİsĨĈ蓄積Íh反映ËÑā
Õ÷ä多種多様à分析j解析技術Â必要Ý¸āg富士電機äĺŘs半導体Ýåh二次čēŜ質量分析法áþāĲsĺŜı
}微量添加元素~ä深º拡散構造ä分析úh後方散乱電子回折法áþā接合状態ä微視的à結晶構造ä解析àßĈ行ÙÜº
āg磁気記録媒体Ýåh磁気記録層ú保護膜ä膜質h膜厚àßĈ正確á評価ÏāÕ÷h透過型電子顕微鏡ú放射光施設Ĉ活
用ÍÕ X 線吸収微細構造解析法Ĉ用ºÜ検証ÍÜºāg
To ensure product quality and reliability, during the development and manufacturing processes, a wide variety of analytical techniques
are needed to collect and assess data that substantiates the reliability. For Fuji Electricz
s power semiconductors, secondary ion mass spectrometry is used to analyze the deep diﬀused structure of dopants (trace amounts of additive elements) and backscattered electron diﬀraction
is used to analyze the microscopic crystalline structure at junctions. For magnetic recording media, a transmission electron microscope and
X-ray absorption ﬁne structure analysis that uses radiation equipment are used to assess and validate the quality and thickness of the magnetic recording layer and protective ﬁlm.

まえがき

富士電機における分析・解析技術

富士電機ä製品åhĺŘs半導体j磁気記録媒体ÞºÙ

表 1 áh富士電機áÀÇā分析j解析技術ä構成Ĉ示Ïg

Õ電子İĹčĢÁÿ遮断器účŜĹsĨàßä汎用機器h

高º品質j信頼性Ĉ確保ÏāÕ÷á高度à分析j解析技術

Ëÿáå自動販売機j太陽電池j燃料電池j各種発電ŀŒ

Â必要ÞËĂÜºā製品}ĺŘs半導体h磁気記録媒体h

Ŝıàßh微細化j薄膜化Â著Íº製品群Áÿ大型äĠĢ

太陽電池h燃料電池~Ĉ対象ÞÍÜhÓä課題解決äÕ÷

įŉôÝ多岐áąÕÙÜºāg

ä微量分析技術h微視解析技術h結晶構造解析技術h表

ºÐĂä製品分野áÀºÜøęŖsĹŔ化Â進ö中h激

面j界面j薄膜解析技術àßä要素技術Ĉ体系的á強化Í

Íº競争á¼×勝ÙÜºÅÕ÷áåh高º品質j信頼性Ý

ÜºāgÉĂÿä要素技術Ĉ高度化ÏāÉÞÝ他ä製品á

ä差別化Â不可欠ÞàÙÜºāgÉä差別化Ĉ実現ÏāÕ

対ÍÜø波及ÍÜ活用ÏāÉÞÂÝÃāg

÷áåh製品ä開発j製造過程áÀºÜh信頼性Ĉ裏付Ç
āİsĨĈ蓄積Íh反映ËÑāÕ÷ä多種多様à分析j解

分析・解析技術

析技術}形状h膜厚h組成h結晶構造h化学状態~Â必要
ÞËĂÜºÜhÓä重要性Þ責任Â増ÍÜºāg

富士電機Ýåh多岐áąÕā製品群á対ÍÜh 章Ý示

本稿Ýåh分析j解析技術ä構成Ĉ示Íh代表的à製品

ÍÕ分析j解析技術Ĉ適切á用ºāÉÞáþĀhÓä製品

áÀÇā適用事例Ĉ基áh社内Ý保有Ïā分析j解析技術

îä信頼性Ĉ高÷Üºāg各分析j解析技術ä適用事例Ĉ

Ĉ駆使ÍÕ取組õhàÿéá外部ä最先端ä設備Ĉ活用Í

次á示Ïg

Õ特徴的à取組õĈ紹介Ïāg

表

分析・解析技術の構成
分析・解析技術

主な検証項目

主な評価手法

微量添加元素の分布評価

二次イオン質量分析法（SIMS）

低濃度分子の分布評価

赤外分光マッピング

原子レベルの微細構造観察

透過電子顕微鏡（TEM）

接合部の結晶粒組織評価

後方散乱電子回折法（EBSD）

結晶欠陥の分布評価

X 線トポグラフィー

微量・低濃度成分の分析・解析

微視・結晶構造の分析・解析

表面・界面の状態評価

光電子分光法（XPS）

超薄膜の膜質評価

X 線吸収微細構造解析法（XAFS）

表面・界面・薄膜の分析・解析
不良箇所の特定

エミッション顕微鏡

不良箇所の断面観察

集束イオンビーム（FIB）
，TEM

故障解析

主な製品と用途

™半導体（pn 構造）
™太陽電池（発電層）
™磁気記録媒体（磁性層）
™燃料電池（電極触媒）
™半導体（基板）
™デバイス全般
™磁気記録媒体（保護層）
™デバイス全般（不良対策）
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図

.

微量添加元素の分布評価技術

áhSIMS áþāhďĐsĸá注入ÍÕ微量添加元

素ä拡散ŀŖľĊčŔ例Ĉ示ÏgęŒľÁÿh微量添加
元素ä濃度範囲Â広Å}濃度差 100 万倍~
h深º拡散}v

子j 中 性 粒 子j č ē Ŝ à ß Ë ô Ì ô à 粒 子 Â 放 出 Ë Ă

20 μm~Â行ąĂÜºāÉÞÂ確認ÝÃāgďĐsĸ最表

āg二次čēŜ質量分析法}SIMSkSecondary Ion Mass

面Áÿ深º位置ôÝh高感度j高精度Ý分析ÝÃÜºāg

Spectrometry~åhÉĂÿä粒子ä¼×hčēŜĈ検出
Í質量Ĉ測定ÏāÉÞÝh試料中á含ôĂāĲsĺŜı

.

}微量添加元素~Ĉ深Ë方向á高感度}ppb v ppm~á分

接合部の結晶構造解析技術

60 v 70 °
傾斜ÍÕ試料表面á電子線Ĉ照射ÏāÞh試

析Ïā手法Ý¸āg例ÞÍÜĺŘs半導体áÀÇā微量添

料 表 面 領 域} 約 50 nm 以 下 ~ ä 電 子 回 折 線 Â 作 ÿ Ă

加元素ä分布評価áÚºÜ説明Ïāg

āg 後 方 散 乱 電 子 回 折}EBSDkElectron Backscatter

図 1 áh富士電機ä UPS}無停電電源装置~á内蔵Ë

Diﬀraction~法åhÉä回折像Ĉ解析ÏāÉÞÝ結晶情報

ĂÜºāĺŘs半導体ŋġŎsŔhÀþéŋġŎsŔ内á

Ĉ得ā手法Ý¸āg例ÞÍÜĺŘs半導体áÀÇāĪĬŀ

組õ込ôĂÜºāĺŘs半導体ĪĬŀĈ示ÏgĺŘs半導

接合状態ä解析áÚºÜ説明Ïāg

体åh集積回路Þå異àĀhĠœĜŜ基板ä表面側ÖÇÝ

半導体ĺĬĚsġåh半導体ĪĬŀ間Ĉ電気的á接続Íh

åàÅ表面側Áÿ裏面側á向ÇÜh縦方向á大電流Ĉ流Ï

各ĪĬŀä電気的特性Ĉ最大á引Ã出ÏÞÞøáh使用環

ÍÅõÞàÙÜºā}縦型İĹčĢ~
g

境áÀºÜ長期間h安定動作Ïāþ¼á保護ÏāøäÝ¸

ÍÕÂÙÜh微量添加元素ä拡散構造åh濃度範囲Â広

āgĺŘs半導体ĺĬĚsġåh社会čŜľŒú自動車á

Å深ºÞº¼特徴Â¸ĀhÉäþ¼à微量添加元素ä拡散

使用ËĂāÉÞÂ多Åh携帯電話àßä情報機器þĀø厳

構造åh高温高湿試験áÀÇā耐電荷性Ĉ通ÎÜhİĹč

Íº信頼性基準Â要求ËĂāgËÿáhSiC}炭化Çº素~

Ģä長期信頼性á大Ãà影響Ĉ及òÏgÓäÕ÷h濃度

ú GaN}窒化ĕœďŉ~Ĉ用ºÕ次世代半導体åhþĀ

ŀŖľĊčŔä実測áþā正確à把握hÀþé設計îä

高温Ý常用ËĂāÕ÷á高温環境Ýä高º信頼性Â求÷ÿ

ľČsĲĹĬĘå極÷Ü重要Ý¸āg

ĂÜºāg
ĺĬĚsġä内部åh図

á示Ïþ¼áh半導体ĪĬŀh

å ĉ Öh Ĥ Œ ň Ĭ Ę 基 板 Þ Cu 板 ä 接 合 体 Ý ¸ ā DCB
}Direct Copper Bonding~基板hAl ŅŜİČŜęŘčōh
ěŔàß多Åä材料Ĉ使用ÍÜºāgĺĬĚsġä信頼性
åh各部材ä物性j形状ä選定ÞÓä組õ合ąÑĈ定÷ā
設計技術á大ÃÅ依存ÏāgÓÉÝh適切à設計ĈĨčŉ
UPS

パワー半導体
モジュール

AI ワイヤ

パワー半導体
チップ

はんだ

IGBT，FWD などの
半導体チップ

セラミック
基板

図

ジュールおよびパワー半導体チップ
銅ベース

1020

図

半導体パッケージ内の構造

1019

濃度差 106＝100 万倍

1018
1017
1016
1015
1014
10

Al ワイヤ
半導体
チップ

13

0

5

10

15

20

基板表面からの深さ（µm）

図

SIMS による微量添加元素の拡散プロファイル分析
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Al 薄膜
Si ウェーハ

＊色は結晶配向性を示す

拡散深さ〜 20 µm

図

Cu 板

DCB
基板

富 士 電 機 製 の UPS に 内 蔵 さ れ て い る パ ワ ー 半 導 体 モ

濃度（atomos/cm3）
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œsá行¾āþ¼áh各材料ÞÓĂÿä接合状態ä詳細à

下地層Ý¸ā裏打×層Þ中間層Ĉ含÷Ü 10 層前後áøÀ

解析Â必要Þàāg

þé複雑化ÍÜÀĀh各層ä膜厚h結晶構造ĈĳķŊsı
ŔēsĩÝ制御ÏāÉÞáþĀh高記録密度化h書Ã込

⑴

⑶

元素分析àßĈ中心á行ÙÜºÕÂhEBSD 解析Ĉ加¾ā

õ容易性h熱安定性Þº¼特性Ĉ同時á成Ā立ÕÑÜºāg

ÉÞÝh結晶材料ä配向Ĉ二次元像ÞÍÜ視覚化j定量化

ÍÕÂÙÜhÉĂÿä膜厚h膜質Ĉ正確á評価ÏāÉÞåh

ÝÃāþ¼áàÙÕgEBSD åh接合部áÀÇā材料ä硬

製品ä性能ÀþéÓä信頼性確保äÕ÷á不可欠Ý¸ā

度úh靱性Þ結晶粒径ú合金層ä分布状態Þä関係Â分Á

}図 ~
g

ā有効à技術Ý¸āg

富士電機åhÉä評価Ĉ行¼Õ÷áhTEM áþā微視

ŘčōŅŜİČŜę部áÀºÜhAl ŘčōÞĪĬŀ上
ä Al 薄膜Þä接合状態Â正確á把握ÝÃÕ事例Ĉ図

á

解析技術hX 線回折}XRDkX-ray diﬀraction~装置áþ
ā結晶配向度ä評価技術àßĈ確立ÍÜºāg図

åh磁

示Ïg接合断面äĩŊsġŕĢà作製技術ä確立áþÙÜh

気記録媒体ä層構成Þ磁性層ä断面 TEM 像ä一例Ĉ示Í

結晶粒径h各ęŕčŜä配向h結晶構造同定Â可能áàÙ

ÕøäÝ¸āg磁性粒ä柱状構造Þ格子面間隔á起因Ïā

ÕÉÞĈ示ÏøäÝ¸āg

格子縞Â明瞭á観察ËĂÜºāÉÞÂ分ÁāgÉĂÿä像

本技術Ĉ用ºÜh受入Ă段階ä材料Àþé開発段階áÀ

Áÿh成膜初期ä結晶成長形態Ĉ直接観察Íh磁性層ä結

Çā接合後j信頼性試験後ä接合状態ä調査Ĉ行¼ÉÞÝh

晶成長形態Ĉ評価ÍÜºāg富士電機Ýå TEM 観察Ĉ行

接合ŊĔĴģŉÂĘœċá把握ÝÃāþ¼áàÙÕg

¼Õ÷ähčēŜňœŜę法Ĉ用ºÕ加工ĩŊsġä少à

Óä結果Ĉ設計技術áľČsĲĹĬĘÏāÉÞÝŀŖĤ

º試料薄膜化技術äķďĸďĈ蓄積ÍÜÀĀhÉĂÿä評

Ģ条件ä最適化á活用Íh開発速度ä向上á貢献ÍÜºāg

価技術Ĉ駆使ÏāÉÞÝh各層ä出来栄¾Ĉ評価検証ÍÜ
ºāg

.

高分解能微視解析技術

⑵

燃料電池áÀÇā電極触媒ä微細構造観察
富士電機åh1998 年Áÿ 100 kW Āĉ酸形燃料電池ä

電子線Ĉ薄片試料}1 μm 以下~á照射Ïā際hÓäô
ô直進ÍÜ試料Ĉ透過Ïā電子Þh原子ä種類ú結晶性á
þĀ散乱Ĉ起ÉÏ電子Â¸āg透過型電子顕微鏡}TEMk
Transmission Electron Microscope~åhÉĂÿä電子Ĉ
結像ÍÜ拡大観察Ïā手法Ý¸Āh原子ŕłŔä空間分解
能Ĉ持ÙÜºāg磁気記録媒体h燃料電池Ĉ例á説明Ïāg

潤滑層
保護膜

⑴

記録層

磁気記録媒体áÀÇā磁性層ä微細構造観察

ĸ s Ĳ İ Č Ģ Ę Ĳ Œ č Ŀ}HDD~ ä 記 録 容 量 åh 年

中間層

率約 40 % Þ大ÃÅ増加ÍÜÃÜºāgÉä HDD ä中Ýh

裏打ち層

磁気記録媒体áÀÇā記録容量ä増加åh磁気記録層Þ保

基板

⑵

護膜áþāÞÉăÂ大Ãºg
5 nm

磁気記録層åhĳķŊsıŔēsĩä薄膜Â何層ø積層
ËĂÕ構造ÞàÙÜºāg最近ä磁気記録媒体ä積層数åh
図

磁気記録媒体の層構成と磁性層の TEM 像

図

りん酸型燃料電池「FP-100i」

磁気ヘッド

磁気記録媒体

液体潤滑膜
〜100 nm

カーボン膜
合金膜

（0.8 mm）
例

中間層

基板

磁気記録媒体断面

図

記録層

磁気記録媒体の断面図構造

裏打ち層
合金膜部分断面
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商品機Ĉ 2011 年 1 月末時点Ý 27 台納入ÍÜÀĀh累積

ľČsÂ¸āg
例ÞÍÜĺŘs半導体基板ä三次元分布解析áÚºÜ説
明ÏāgİĹčĢĈ作Ā込ö基板内ä結晶欠陥ä存在åh

Ü累計 91,568 時間Ĉ達成Íh信頼性h耐久性Ĉ実証ÍÜ

İĹčĢ動作時ä漏Ă電流ä発生àßh信頼性á深刻à影

ºāg2009 年度Áÿå新機種 ｢FP-100i｣ Ĉ販売ÍÜºā

響Ĉ与¾āÕ÷h電気的特性Þ結晶欠陥ä存在状態Þä対

⑷

応付ÇÁÿŊĔĴģŉĈ把握ÏāÉÞÂ重要Ý¸āgÉä

}図 ~
g
電極反応Ĉ促進Ïā触媒åhĔsŅŜ担体上áĳķŊs

課題á対ÍÜåh指向性ä高º強力à放射光Ĉ用ºāÉÞ

ıŔēsĩä金属微粒子Â分散ÍÜÀĀ}図 ~
h触媒ä

áþĀh保有Ïā実験室型ä設備ÝåÝÃàÁÙÕ高感度

変化å電極特性á大ÃÅ影響Ĉ及òÏgÉäÕ÷ TEM á

ÝÁÚ微小部ä分析Ĉ非破壊ÁÚ短時間Ý可能áÍÕg

þā触媒粒子ä分散状態ä評価åhXRD áþā合金状態

図

áhSPring-8 Ý取得ÍÕİsĨä一例}三次元 X
⑸

ú平均結晶子径ä評価ÞÞøá触媒性能ä検証á有用Ý¸

線ıņęŒľ~Ĉ示ÏgŇčĘŖļsŉ X 線Ĉ試料結晶

Āh触媒種ú運転条件áþā相違h経時変化Ĉ調査Íh電

á透過ËÑh回折 X 線ä強度Ĉ独自á設計ÍÕ特殊à微

極特性ä向上h保持á活用ÍÜºāgÓäñÁh断面試料

細ĢœĬıĈ通ÍÜ測定Ïāg試料ĈĢĖŌŜÏāÉÞÝ

Ĉ作製ÍÜä電子顕微鏡観察åh触媒hĀĉ酸hĕĢä三

三次元ıņęŒľÂ得ÿĂh基板内ä転位ä空間分布評価

相Â反応Ïā電極構造調査á必須Ý¸āgĀĉ酸ú生成水

ÂÝÃā}空間分解能 0.5 μm~
gÉäþ¼áÍÜ得Õ実測

中ä微量分析áþā腐食調査h改質器účŜĹsĨh水処

İsĨĈİĹčĢjŀŖĤĢ設計îľČsĲĹĬĘÏāÉ

理装置àß周辺機器ä性能調査àßĈ行ºhĀĉ酸形燃料

ÞáþĀh設計ßÀĀä特性Ĉ持Ú信頼性ä高º製品ä開

電池ä開発h信頼性向上á分析j解析ä視点Áÿ貢献ÍÜ

発î導ºÜºāg図 0 åh富士電機Â現在利用ÍÜºā

ºāg

放射光施設ä一覧Ý¸āg

.

結晶欠陥の分布評価技術

.

超薄膜の膜質評価技術

結晶内ä欠陥úüÂõàßä分布ú形àßĈh二次元

各種İĹčĢĈ構成Ïā膜}層~åh薄膜化Â進õĳķ

ŇĬĽŜę画像ÞÍÜ捉¾ā手法ÞÍÜ X 線ıņęŒ

ŊsıŔēsĩÞàÙÜÀĀhÓä膜質Ĉ精度良Å捉¾ā
ÉÞÂ難ÍÅàÙÜºāg放射光施設Ĉ活用ÍÕ例ÞÍÜh
磁気記録媒体áÀÇā保護層ä膜質解析áÚºÜ説明Ïāg

セパレータ

磁気記録媒体ä表面áĜsıËĂÜºāĔsŅŜ保護

基材
ガス通路

単セル

触媒 TEM 観察像
水素ガス
↓

↓

↓

↓

↓

↓

触媒粒塊
ふっ素樹脂
（PTFE）

基材
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運転時間å当初ä開発目標ä寿命}4 万時間~Ĉ超¾Üº
āgńįŔá納入ÍÕ燃料電池åēsĹsńsŔĈ実施Í

X-ray Photoelectron Spectroscopy~装置àßáþĀ保護

基材

触媒

膜ä品質管理Ĉ行ÙÜºāg
HDD ä記録密度向上áå磁気ĢŃsĠŜę}磁気ŁĬ

5.0 nm

ĲÞ磁気記録媒体ä磁性層Þä距離~Ĉ極限ôÝ狭÷ā必
要Â¸Āh薄膜化ÍÜø耐久性h耐食性機能Â十分á¸ā

カーボン担体

保護膜ä開発Â求÷ÿĂāgÍÕÂÙÜh膜厚ÖÇÝàÅh
図

膜質h被覆性àßĈ従来þĀø詳細á評価Ïā必要性Â出

電極触媒の TEM 像

ÜÃÜºāg富士電機åhÉäĔsŅŜ保護膜ä評価法Þ
ÍÜh前述ÍÕ TEM áþā微視解析hXPS法áþā結
エピタキシャル成長層
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a

d. SAGA-LS
（佐賀県立九州シンクロトロン
光研究センター）

（b）水平断面トポグラフ

放射光施設を利用した三次元 X 線トポグラフィー

b

c. SPring-8
（高輝度光科学研究センター）

図

富士電機が分析に利用している放射光施設
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製品の品質・信頼性を支える分析・解析技術

ĂÜh分析j解析技術îä要求øôÏôÏ高ôāÞ考¾Ü
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成膜法 B

ºāg

電子収量（任意単位）

ÅÞÞøáh信頼性ä高º製品Ĉ創出Í提供ÏāÉÞá貢
成膜法 A
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厚

積極的á利用ÏāÉÞáþĀhÉä XAFS 測定Ĉ実施Í

分析j解析技術ä開発Þ応用á従事g現在h富士

Üºāg図 1 á異àā成膜法}AhB~Ý成膜ÍÕĔsŅ

電機ńsŔİČŜęĢ株式会社øäÚÅĀ戦略本

Ŝ膜ä XAFS ĢŃĘıŔĈ示Ïg本測定åh産業利用Â

部生産技術ĤŜĨs分析技術部ŇĶsġŌsg日
本顕微鏡学会会員g

可能à軟 X 線ļsŉŒčŜĈ持Ú SAGA-LS Ý測定ÍÕg
成膜法 B Ýåh成膜法 A þĀøęŒľĊčıá由来Ïā
1 s Áÿπ* 軌道îä遷移á起因ÏāĽsĘÂ小ËÅhĩč

寺西

ōŋŜĲ成分}σ*~Â多º硬質à優ĂÕ膜Â形成ËĂÜ

半導体İĹčĢjŀŖĤĢàßä研究開発h評価

ºāÉÞÂąÁĀh超薄膜ä成膜方法ä違ºáþā膜質ä

解析技術開発á従事g現在h富士電機ńsŔİČ

差異Ĉ高感度Ý捉¾āÉÞÂÝÃāþ¼áàÙÕg

秀明

ŜęĢ株式会社øäÚÅĀ戦略本部生産技術ĤŜ
Ĩs分析技術部g応用物理学会会員g

あとがき
森
富士電機製品ä信頼性Ĉ支¾ā分析j解析技術áÚºÜh
代表的à製品á対Ïā取組õ事例Ĉ基á紹介ÍÕg分析j
解析部門ä使命åh製品ä開発段階Áÿ設計j製造部門Þ

大輔

分析j解析技術ä開発Þ応用á従事h現在h富士
電機ńsŔİČŜęĢ株式会社生産技術研究ĤŜ
Ĩs分析技術部g

一体ÞàÙÜh信頼性Ĉ裏付ÇāİsĨĈ蓄積ÍÜ製品á
反映ËÑāÉÞá¸āg製品ä高性能化Â一段Þ進öáÚ
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今後øh最先端ä分析j解析技術á着目ÍÜ活用ÍÜº
π*
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解説 1 全面腐食，応力腐食割れ，腐食疲労，エロージョン・コロージョン
■全面腐食

■腐食疲労

金属表面Â局部的ÝàÅh均一á腐食Ïā現象

金属Â腐食性ä環境下Ý繰返Í応力Ĉ受Çh静的強度þ

金属Â一定持続荷重下Ý侵食性環境ä影響Ĉ受Çh著Í

■エロージョン・コロージョン

Å脆化}ÒºÁ~ÍÜ破壊Ïā現象

đŖsġŐŜ}流Ăú固体粒子áþā機械的à侵食~Þh
ĜŖsġŐŜ}腐食性溶液中Ýä電気化学的à腐食~Þä
相乗作用áþĀh金属Â減肉Ïā現象

解説 2 バグ曲線
Ĺę曲線ÞåhŀŖęŒŉä試験中á発見ÍÕ不具合
}Ĺę~ä累積件数ĈhX 軸á時間hY 軸áĹę累積件数
Ý表現ÍÕęŒľáŀŖĬıÍÕøäÝ¸āgįĢıÞĹ
ęä発見j修正Ĉ繰Ā返ÏÉÞáþĀhĹę曲線å初期á
バグ累積件数

解 説

ĀåāÁá低º応力áþÙÜ破壊Ïā現象
■応力腐食割れ

急激à立上ĀĈ示Íh
後期á平坦}îºÕĉ~Þàā}図~
g
平坦ÞàÙÕ時点ÝhŀŖęŒŉä完成度å高水準á達Í
ÕøäÞ判断ÏāÉÞÂÝÃāgÉäþ¼áhĹę発見件

安定→完成度が高い

数ä推移áþĀįĢıä進捗状況ÞŀŖęŒŉä完成度Â
把握ÝÃāg

0
時間

図

168（ 58 ）

バグ曲線の例

富士時報

Vol.84 No.2 2011

略

語

略語（本号で使った主な略語）
AFM

Atomic Force Microscope

原子間力顕微鏡

API

Application Interface

CAD

Computer Aided Design

ĜŜĽŎsĨ支援設計

C-AFM

Conductive Atomic Force Microscopy

電流検出型原子間力顕微鏡

CAM

Computer Aided Manufacturing

ĜŜĽŎsĨ支援製造

DCB

Direct Copper Bonding
Electron Backscatter Diﬀraction

後方散乱電子回折

EDX

Energy Dispersive X-ray Spectrometry

đĶŔės分散 X 線分光法

ELCB

Earth Leakage Circuit Breaker

漏電遮断器

EMC

Electromagnetic Compatibility

電磁両立性

EMI

Electromagnetic Interface

電磁妨害

EMS

Electromagnetic Susceptibility

電磁妨害感受性
電子線ŇčĘŖċĳŒčğ

EPMA

Electron Probe Microanalyzer

ESCA

Electron Spectroscopy for Chemical Analysis

X 線光電子分光装置

FIB

Focused Ion Beam

集束čēŜļsŉ

FMEA

Failure Mode and Eﬀect Analysis

故障ŋsĲÀþé影響解析

FMEDA

Failure Modes, Eﬀects and Diagnostic Analysis

安全側故障Ĉ考慮ÍÕ故障率解析

FSM

Functional Safety Management

機能安全管理

FWD

Free Wheeling Diode

HAZOP

Hazard and Operability Study

HMI

Human Machine Interface

略 語

EBSD

HVOF 溶射

High Velocity Oxy-Fuel Thermal Spray

高速ľŕsŉ溶射

ICP

Inductively Coupled Plasma

誘導結合ŀŒģŇ

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor

絶縁ěsıĹčņsŒıŒŜġĢĨ

IPM

Intelligent Power Module

MCCB

Molded Case Circuit Breaker

配線用遮断器

REACH 規則

Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals

化学物質ä登録h評価h認可及é制限á
関Ïā EU}欧州連合~ä規則

RFID

Radio Frequency Identiﬁcation System

RoHS 指令

RTOS

Restriction of the use of Certain Hazardous

電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用

Substances in Electrical and Electronic
Equipment

制限áÚºÜä EU}欧州連合~ä指令

Real Time OS

SIMS

Secondary Ion Mass Spectrometry

二次čēŜ質量分析法

SPM

Scanning Probe Microscope

走査型ŀŖsĿ顕微鏡

TEM

Transmission Electron Microscope

透過型電子顕微鏡

UML

Uniﬁed Modeling Language

統一ŋİœŜę言語

UPS

Uninterruptible Power Supply

無停電電源装置

XAFS

X-ray absorption ﬁne structure

X 線吸収微細構造

XPS

X-ray Photoelectron Spectroscopy

X 線光電子分光装置

XRD

X-ray diﬀraction

X 線回折

XRF

X-ray Fluorescence Analysis

蛍光 X 線分析
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商

商標（本号に記載した主な商標または登録商標）
Abaqus

ľŒŜĢ Dassault Systémes 社ä商標ôÕå登録商標

ADINA

米国 Adina R&D, Inc. ä商標ôÕå登録商標

ANSYS

米国 ANSYS Inc. ôÕåÓä子会社ä商標ôÕå登録商標

ANSYS-CFX

米国 ANSYS Inc. ôÕåÓä子会社ä商標ôÕå登録商標

ANSYS Emag

米国 ANSYS Inc. ôÕåÓä子会社ä商標ôÕå登録商標

ELF-MAGIC

株式会社đŔľä商標ôÕå登録商標

HyperSuite

米国 Mentor Graphics 社 ä商標ôÕå登録商標

Icepak

米国 ANSYS Inc. ôÕåÓä子会社ä商標ôÕå登録商標

-

I deas

Ĳčĭ Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. ä商標ôÕå登録商標

JMAG

株式会社 JSOL ä商標ôÕå登録商標

-

LS-DYNA

米国 Livermore Software Technology Corporation ä商標ôÕå登録商標

MATLAB

米国 The Math Works, Inc. ä商標ôÕå登録商標

商 標

MD Adams

米国 MSC.Software Corporation ä商標ôÕå登録商標

MicroCAP 8

米国 Spectrum Software ä商標ôÕå登録商標

PSIM

米国 Powersim Inc. ä商標ôÕå登録商標

PSpice

米国 Cadence Design Systems, Inc. ä商標ôÕå登録商標

Q3D

米国 ANSYS Inc. ôÕåÓä子会社ä商標ôÕå登録商標

Simulink

米国 The Math Works, Inc. ä商標ôÕå登録商標

STAR-CD,

英国 CD-adapco 社ä商標ôÕå登録商標

WorkingModel2D

米国 Design Simulation Technologies, Inc. ä商標ôÕå登録商標

Óä他ä会社名h製品名åhÓĂÔĂä会社ä商標ôÕå登録商標Ý¸āg
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標

主要事業内容
エネルギーソリューション
再生可能エネルギーを利用して電気エネルギーを創る。電気エネルギーをスマートグリッドで賢くマネジメントする。こうした
エネルギーにかかわる最適なソリューションを，富士電機グループが培ってきた技術を駆使して地球社会にお届けします。

グリーンエネルギーソリューション ... 世界トップクラスの地熱発電設備や高い技術力を誇る火力発電設備などを通じて，
安全で安定したエネルギー供給を環境に配慮しながらグローバルに展開しています。

グリッドソリューション ...................... 太陽光発電，風力発電，電力安定化，エネルギー最適運用などのキーテクノロジー
をベースに，グリッドソリューション事業を展開しています。

環境ソリューション
産業・輸送・社会のインフラ構築で培ってきたグループのコア技術，人材，サービスのノウハウを結集し，パワーエレクトロニ
クス技術をベースにさまざまなシーンで低炭素社会に貢献するソリューションをお客様にお届けします。

産業ソリューション .............................. 受変電技術，エンジニアリング技術，パワーエレクトロニクス技術によって幅広
い産業や社会インフラ分野を支え，省エネに配慮した最適なソリューションサー
ビスをご提供します。

輸送ソリューション .............................. 鉄道や電気自動車，ハイブリッド車などの環境対応車関連などにパワー半導体，
インバータ ･ モータを組み込み，高効率化と省エネに貢献します。

社会ソリューション .............................. ビル，店舗，IDC（インターネットデータセンター）などの総合的な省エネソリュー
ションをご提供します。

デバイス・器具・自販機
さまざまな産業機器や環境対応車の環境負荷低減に貢献する半導体や，情報機器の記録媒体として活躍するディスク媒体，ソ
リューションを支えるコンポーネント器具，環境に配慮した自販機など，あらゆるシーンでお客様のお役に立つ製品をご提供し
ます。

半導体・感光体 ...................................... 主要製品［パワー IC/IGBT モジュール / パワーディスクリート / 複合デバイス /
圧力センサ / プリンタ・複写機用感光体 / 画像周辺機器］

ディスク媒体 .......................................... 主要製品［アルミ媒体 / ガラス媒体 / アルミ基板］
器 具 ..................................................... 主要製品［電磁開閉器 / 操作表示機器 / マニュアル ･ モータ ･ スタータ /
配線用遮断器 / 漏電遮断器 / 高圧真空遮断器 / 低圧 ･ 高圧ヒューズ /
ガス警報器 / エネルギー監視機器］

自販機 ..................................................... 主要製品［自動販売機 / 飲料ディスペンサ / 自動給茶機］
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