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表紙写真

　近ごろの製品は機能・性能を十分に発揮す

ることはもちろん，環境変化に対する耐久性

や安全・安心に使用するための安全性など，

品質保証と信頼性がますます重要になってい

る。富士電機では，生産活動に関わるすべて

のプロセス（受注～開発～製造～検査・出荷

～据付け・運転～アフターサービス）におい

て品質向上に向けた全体最適な仕組みを構築

し，品質を作り上げている。

　表紙写真は，小型化・高性能化が著しいパ

ワー半導体素子を搭載した IPM（Intelligent 

Power Module）と，質量100t クラスの

回転機のロータである。富士電機はさまざま

な使用環境で大きさの異なる製品を扱ってお

り，それらの品質・信頼性を支える技術力を

充実させている。
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信頼性技術の今

夏目　　武
筑波技術短期大学 名誉教授

近年 情報通信技術 進展 社会生活 産業界 大
恩恵 共 系 新 要因 生 不測 障害

周知 事象 系 機能 劣化
停止 最小限 留 且 不測 事故予防 管理 安定
系 規定機能 持続 総合的技術 信頼性
工学 役割 1960 年代 部品 信頼性技術
発展 現在 多様化 産業構造及 系 形態

構成 部品
機能移転 開放型複合分散

対象 拡張 従来 要求信頼
性水準 新技術 導入 伴 技術基盤 進展 伴 変遷

要求 単 系 特定 信頼性水準 系
安定性 確実性 不測 事態 対 安全性
強靱性 変遷  現社会情勢下 公

共施設 耐用寿命 見直 延命施策 進
併 総合的資産管理 仕組 国際規格化 進行

固定資産 人的資産 制度 情報
機密 全般 資産 事前評価 調達 運用

保全 廃却 当該資産 沿 管理
要求 新 信頼性技術支援 必要

社会的要求 捉 事象
要求信頼性 実現 基本的 工学的取組

変 構成部品 高信頼化等 故障因子 最
少化 方向 許容信頼度内 発生 障害 発生伝
搬 系 中 閉 込 防御 冗長系 方向及 系 故障
発生 機能劣化状況 自動的 検知 系 分離 代
替 機能 生成等 機能維持 自律型系 方向 方
策 多様化 技術 現市場環境下

技術指針 解決 適正解 求
経営管理技術 含 総合的 系 多 技術的

融合 必要 加 IC 化部位 高信頼化 実現
普及 応用製品 発展 促進 企業間 市場競争

生 多 安価 安定 製品群 提供
工学 進歩 多 生産性 効率 求

要求 機能
転換 促進 状況 数年間 変更

買 替 需要 創生 多 構成部品 残存寿命 残
廃却 対象 現象 製品 耐

用寿命 短命化 起 信頼性管理
品質管理 補償対応 場合 発生
世界 技術進歩 産業構造 変化 市場 変遷 運

用状況 変遷等信頼性要求基盤 大 変化
一方 国際標準 技術動向 国際的共通技術

基盤 動向 反映 技術規範 規格群 提供
何 技術開発 国際的規模 市場開拓

道 示唆 信頼性関連 IEC/TC56-Dependability
担 一般的技術 要求信頼

性実現 指針 現在 産業技術 適合
編集 規範 理想的典型

現実 要求事項 対応 産業構造 当該組織
形態 技術水準 基 補正及

整合 必
要 適用範囲 総合的信頼性管理 管理
Technological Risk 展開 要求分析 設
計 開発 製造 据付 運用 保全 廃却 至 製品
全工程 規定 進捗
中 要求 模範的活動 必要 道具立 且 時
間軸 沿 適合性確認
持 逐次型累積 基本的 工学手法 踏襲

信頼性関連投資 評価分析
手法 要求信頼性 実現

投資 全般 特 出荷後 運用
保全及 廃却 関 予測 全 通

適性化手法 管理 行動規範
総合的信頼性保証 導 当該
進捗 段階移行等 意思決定 重要 技術支援
今後 信頼性関連 戦略的整備 長期継続

型 総合的複合 管理 多様化 系 特定
正確 長期予測法及 諸意思決定 共通情報

源 設計 制度化
信頼性 管理 組織的支援及 継続的 組

織 固有累積技術 管理 求
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1　まえがき

富士電機 地球社会 良 企業市民 地域
顧客 信頼関係 深 誠実 使命
果 経営理念 下 創業以来 伝統 確

誠実 勤勉 姿勢 大切
企業 社会的責任 CSR 全 努

客 満足 良 製品 提供
確実 実行 生産活動 関

品質 信頼性 求

近 製品 技術 進歩 企業努力 使用目的
応 優 性能 発揮 期待 応
多 故障 無縁

製品 高性能化 ･複雑化 故障
起 場合 影響 大 経済的 社会的

損害 発生 事態 直面
市場要求 技術進歩 取 巻 環境変化 対

応 品質保証 必要
富士電機 品質管理 QMS 基本
品質向上活動 展開 活動 通

生産活動 受注 開発 製造 検査 ･出荷
据付 ･運転 品質向上
向 全体最適 仕組 作 決 仕組

確実 実行 品質 作 上 取組
行 本稿 富士電機 品質保証 信頼性活動
取組 紹介

2　品質保証の取組み

2.1　品質保証体制

品質管理 顧客 対 品質保証 行動
究極 目的 品質保証 品質保証 顧客

要求 品質 十分 満 保証
生産者 行 体系的活動 定義 中

製品 用途 対 十分性能 発揮 一定期
間 故障 性能 発揮 続 信頼性
保証 含 信頼性 品質特性
一 品質保証活動 一 品質保
証活動 確実 実行 体制 紹介
富士電機 生産技術 向上 推進 2005 年 11
月 生産技術委員会 設 同委員会 中 四 部
会 設置 各部会 連携 任 当 図

1

部会 主 取 技術 ･技能 維持向
上 推進 方針 ･施策 決定 具体的展開

富士電機の品質保証と信頼性活動

柴田　和郎

科学技術 進歩 生産 海外拠点 顧客 多様化 地球環境 配慮 企業活動 取 巻 環境
大 変化 富士電機 客 満足 良 製品 提供 品質第一 基本姿勢

品質保証体制 生産技術 標準化 開発 製造 品質 信頼性 作 込 行 信頼性活動
技術 活用 信頼性設計 対応 生産活動 支 品質教育 推進 失敗 生

再発防止 取 組

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. 

社長

生産技術取りまとめ責任者
（生産技術委員会委員）生産技術委員会

品質保証部会

ものつくり部会

設計技術部会

技術標準化部会

生産技術推進部門

工場（工場・関連会社）
のメンバー

各事業会社富士電機ホールディングス
株式会社社長

図1　生産技術推進体制と品質保証部会
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当 生産設備 ･金型 最適化
実行 設計技術部会 製品設計技術 向上

図 開発設計期間 短縮 ･設計部門 合理化 ･設計品質
向上 結 方針 ･施策 決定 具体的

展開 当 技術標準化部会 開発技術 製造
技術 進化 捉 生産技術 関 規定 ･規格 制定 ･改
廃 ･管理 当 品質保証部会 全
体 品質向上活動 実行 高信頼性活動 HQR 方針
策定 行 部会 各事業会社 ･工場 連携
目標達成 取 組 安定的 均一 品質水

準 実現 目指 顧客満足度 向上 努
中国 海外拠点 製造品質 確保
国内工場 工場 位置 生産立上 品質指導
行 生産体制 築
図2 示 生産活動 骨格 生産技術
範囲 設計技術 生産設備 投資 ･適用 製造技術
生産 管理 関 技術 品質 管理 ･向上
品質 作 込 技術 原価低減 図 技術

市場要求 商品企画 ･誕生 役目 終
商品廃却 製品 通 各
必要 一連 技術 定義

2.2　標準化への取組み

生産活動 効率的 精度高 円滑 行
仕事 中 得 蓄積

失敗 学 教訓 課題達成 必要 基準
値 組織値 作業 標準化 重要

標準 使 設計 指針 品質 維持 ･向
上 製造原価 低減 技術 ･技能 伝承 効率良
体系的 実施
例 市場 製造工程 発生

迅速 処置 再発防止 確実 実施 重要
再発防止 全部門 PDCA 管理

理解 徹底 実践 必要 特
対処 初期段階 P 計画 適切 標準 活用

効果的 方針 示 有効 標準化作業
日本工業規格 JIS 日本電機工業会規格 JEM

公 規定 多岐
分野 長年培 独自技術 結晶 規定 ･

規格 織 込 体系 整備 行 図3

2.3　開発の品質 ･信頼性向上への取組み

市場 多 設計 起因
特 新技術 採用 材料変更 対応不足

製品開発 初期段階 品質
作 込 重要 製品開発 短納期化 高機能化
価格競争力 向上 要求 一方 習熟設計者
減少 技術伝承 不足 取 巻 環境 変化 中 品
質 確保 効率化 両立 難 状況
新製品 開発 新技術 ･新設計 ･新製法 採用
場合 製作 主要 段階 関連部門

DR 実施 品質確保 努
主管部門 研究 ･開発部門 参画

見識 基 評価 必要 処置 検討

近年特 多 変化 ･変更 起因
対 変化 ･変更 伴 前後 比較

検証 問題点 予測 可視化 源流段階
品質 作 込 積極的 展開 未然防止
取 組 原理 方式 部品 材料 変更

過去 対応 加工方法 変化 対応 市場環境
顧客 使用方法 変化 多岐 項目

両面 比較検証 実
施 変化 ･変更 切 口 問題点 予測 検証
項目 量産時 品質管理 明確 品
質検証 例 図4 示

2.4　製造品質 ･信頼性向上への取組み

製造 段階 製品 具体的 形作 品質
評価 物 基 行 成 行

具体的 把握 作業者 技量 設備 ･機
械 問題 大 関係
製造準備段階 設計 企画 品質 確保

工程FMEA Failure Mode and Effect Analy-

生産技術

原価低減を図る技術

生産の管理とシステムに関する技術

製造技術

商
品
企
画

設

　計

試

　作

製
造
準
備

製

　造

試
験
・
検
査

出

　荷

顧
客
サ
ー
ビ
ス

商
品
廃
却

品質の管理，向上と品質を作り込む技術

設計技術

図2　生産技術の範囲

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

事業所規定

事業会社規定

事業会社
規定・規格

部門規定・規格

図3　富士電機グループの規定・規格体系
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sis 故障 影響解析 実施 最適 工
程設計 工程要件 治工具 設備 ･材料 作業基準 行
製造 備
製造段階 品質 直接影響 工程 作業手順書
図面 QC工程図 作業標準書 基 管理
検査基準 限度見本 定 機械設備 精
度 ･機能 最良 状態 保 保全等級 定 定期
的 点検 ･整備 実施 治工具 計量器

有効期限 定 状態 検査
特別 管理 必要 作業 機種固有 異 教育訓練
受 認定 作業者 担当 図5

示 特殊工程 重要基本作業 定義 定期的 更
新教育 試験 実施 認定書 更新 技能 維持
伝承 図

3　信頼性活動への取組み

市場 ･ 顧客 製品 求 機能 ･ 性能
規定 期間中 使用 安全

故障 信頼性 含 達成
固有技術 開発 支 設計手法

評価 方法 全体 技術開発
重要 原因追及 再発
防止 未然防止 責任 持 対応

本章 信頼性設計 有効 技
術 再発防止 未然防止 向 全社的 信
頼性活動 取組 紹介

3.1　信頼性設計への取組み 

DR 早 段階 予測 問題点 抽出 検討 行
製品 具現化 問題点 解決 作業 開始 現在
短期間 新製品 開発 状況

試作 繰 返 評価 ･検証 耐久寿命試験
必 時間 壁 存在 限界試験 多

用意 精度 得 効率 精度
両立 程度 限界 近年
能力 飛躍的 向上 現象解析 有益

技術 活用 取 組 現在保有
主 表1 示

回路設計 熱解析 機構解析 種類 多岐
技術 発達 机上

条件下 効率良 精度 良 検証 可能 信
頼性向上 大 寄与
適用事例 低圧配線用遮断器 短絡電流遮断時

電圧 限流電流 関係 図6 示 実測値 解析
値 合

⑴

手法 適用
強度設計 実験 繰 返 必要

設計信頼性 設計
効率 飛躍的 向上

図4　品質検証シートの例

　ねじ締め 　配線 　はんだ付け
　接着 　溶接 　ろう付け
　表面処理 　熱処理 　導体接続
　絶縁処理

図5　重要基本作業

電
圧
/
電
流
（
P
.U
.）

アーク電流

通電開始からの時間（ms）
0 1 2 3

限流電圧

実測値
解析値

可動子位置
（解析値）

図6　配線用遮断器への適用事例

表1　現有の主なシミュレーションツール

用　途 シミュレーションツール *

回路設計 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
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3.2　全社的な信頼性活動への取組み

毎年度 信頼性活動 取組 当 高信頼性活動 
HQR 方針 掲 図7 示 品質保証部会 推
進部門 生産技術委員会 部会 設計技
術部会 事業会社 工場 連携 取 責任 持
推進 体制 施策 継続的実施 状
態 診断 是正 品質 ･信頼性 向上 図

基本方針 製品 業務
質 信頼性 高 結果 顧客 満足 製品 提供

次 信頼性活動 紹介
⑴　品質管理 QMS 継続的 改善活動
各事業所 品質向上活動 指導 委員会組織 設置

日常的 QMS 点検 問題点 対策 取 組
全社的 取組 見識者 品質活
動 診断 実施 改善点 相互 検討 行 是正
処置 結果 参加者 事業所 改
善活動 反映 相互作用 継続
的 改善活動 QC診断型検討会 実施
⑵　品質教育 推進
市場 社内 発生 問題 課題 改善 解決

専門技術 合 品質管理 関 意
識 改善能力 訓練 活用 定着 重要 品質教育
関 教育 提供 推進 次
取組 事例 紹介
⒜　品質管理検定 QC検定 取得 推進
効果的 効率的 品質管理 身 付 方法 財

団法人日本規格協会 QC検定 取得 推奨 ･展開
品質管理知識 階層別 4段階用意

筆記試験 客観的 評価 行
知識 習得 意識 高揚 品質 向上

客観的把握 細 教育計画 作成
取得者 2005 2009 年 累積 350

名 今後 継続 推進 品質技術者層
拡大
⒝　 品質教育 推進
海外拠点 地産地消 基本 生産 加速 中
信頼性 持 均一 品質 製品供給 行 品質
管理手法 教育 ･定着 図
①　QC手法 教育 推進
 　拠点 問題 拠点 解決 方針 核

育成 教育 推進
内容 座学 実践 実際 問題 手法 生

効果 確認 工夫 定着 図

②　 分析 N5 展開
 　 再発防止 手法 分析
N5 有効性 確認
繰 返 要因 順序良 漏 出 切

真因 再発防止 手法
手法 適用
真 原因 追究 可視化

全員 知恵 共有 対策 打 不具合
再発防止 現在 国内拠点 海外
拠点 教育 活用 定着 図

⑶　 失敗 活 風土 醸成 取組
原因 変化 ･変更 気付 影響度 検

討不足 過去 失敗 事象 ･事例 展開不足
特 失敗 性格 展開

面 同 失敗 未然 防止 真 原因
究明 反省 教訓 広 社内 展開 失

敗 失敗 認 前向 生 風土 醸成 重要

継続活動

生産技術委員会・品質保証部会

工場

事業会社 事業会社

診断・是正活動
グループＱＣ診断

品質保証部会・設計部会
ＱＣ診断型検討会

異業種交流（ベンチマーク）

事業会社
事業会社診断

工場
自己診断

品質保証部会
実務実践型検討会

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”

工場
PDCAを回した活動推進
“N5”分析での再発防止

工場
On/Off the Job Training

個々人の技術・能力の向上

グループ全員の品質に対する意識の向上 技術・能力向上

品質保証部会・事業会社
教育プログラムの提供

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

　↓

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

C D

PA

工場
・・・

C D

PA

工場

C D

PA

図7　信頼性活動体系図
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富士電機 品質 一環 失敗
活 研修会 実施 実施 年 3回
品質事故 発生 案件 選定 受講者 毎回 100

人規模 出席者 関心 高 活発 議論

4　あとがき

本稿 富士電機 品質保証 信頼性活動 取組
紹介

基本 品質管理 QMS 徹底
決 確実 実行
仕組 生産活動 環境 合 進化

不備 ･不足 常 点検 問題点
必 是正 ･修正 重要 過去 経
験 基 失敗 教訓 確実 反映
徹底 実行

生産活動 確実 PDCA 回 状態
大事

製品 真 品質評価 ･判定者 客
念頭 客 満足 信頼性 高

製品 提供 取 組 所存

参考文献
⑴　恩地俊行 . 配線用遮断器 遮断 技術. 

富士時報. 2003, vol.76, no.4, p.217-220.

柴田　和郎
高圧 ･低圧遮断器 開発 品質保証業務 従事
現在 富士電機 株式会社

戦略本部 品質管理部長
電気学会会員
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1　まえがき

富士電機 1960 年 国内初 実用地熱発電設備 納
入 以来 63 台 2,456MW 地熱発電設
備 世界各地 納入 世界 地熱発電設備
容量 約 23% 当 富士電機 一

数 1990 年代以降 主機 地熱
発電機 製造 加 発電所全体 設計 試

運転 総合的 建設 携
地熱 環境負荷 少 再生可能

近年注目 高 地熱発電

火力発電 比 厳 使用環境 信頼性
確保 向上 重要
本稿 地熱発電 健全 状態 保 高稼
動率 高効率運転 継続 可能 富士電機 技術
紹介

2　地熱発電の仕組みと特性

地熱発電 地中 存在 熱 蒸気 熱水
形 取 出 発電 利用 地熱発電

仕組 図1 示
⑴

高温 熱伝導

地熱発電プラントの信頼性を向上させる技術

中村　憲司 村尾　敦史 牧元　静香

地熱発電 利用 蒸気 不純物 含 腐食 停留 機器 稼動率 性能低下 要因
対 富士電機 蒸気 耐食性 高 加工技術 材料選定 復水器性能 向上 効率的

排出 腐食性 発電機 保護 種々 策 実施 設計 HAZOP Hazard and 
Operability Study 取 入 蒸気性状自動分析装置 開発 運転上 安定性 安全性 高

機器単体 全体 両面 地熱発電 信頼性 向上

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 technol-
ogy 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.

マグマだまり 基盤岩

熱伝導

不透水性岩石

還元井

二相流移送管

気水分離器 蒸気管

蒸気タービン

発電機

復水器
ガス抽出器

温水ポンプ

還元井へ

冷却塔

空気空気

ファン

変圧器

透水性
地層貯留層

不透水性帽岩
（キャップロック）

生産井

図1　地熱発電の仕組み
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熱 地下水 井戸 通 取 出 取 出
蒸気 熱水 混合流体 二相流 気水分離

蒸気 導 発電
地下水 化学物質 固形物 溶解固形

物 含 上 取 出 際 地下 不凝縮 一緒
取 出 地熱蒸気 二酸化炭素 塩化
物 硫酸塩 硫化水素 種々 腐食性化学物質 多量
含 不純物 大部分 蒸気 上流 設
置 気水分離器 除去 不純物 完
全 除去 成分 至 全 除去

蒸気 混合 状態 蒸気
復水器 入 蒸気 含 腐食成分

一般火力 比 100 1,000 倍 多 機器 腐食 堆
積物 稼動率 性能低下 要因

地熱発電所 雰囲気 数 ppm以下 硫化水
素 存在 特 銅 銀 硫化水素 反応
硫化物 容易 形成 変色 腐食

3　プラント主機の信頼性向上

3.1　蒸気タービンにおける地熱蒸気対策

蒸気 地熱蒸気 含 不純物
起因 部材 全面腐食 応力腐食割 腐食疲労

注

対 次 示
腐食対策 適用
⑴　 技術
地熱蒸気流 静翼 部材

全面腐食 発生
翼間 脱落 問題 生

多 対 溶射 実施 部材表面
被覆 腐食 防止 技術 開発 実験
室 基礎実験 行 地熱 腐食試験
行 結果 耐食 耐 性 最

優 方法 WC-CoCr 系 溶射材 HVOF 溶射
High Velocity Oxy-Fuel Thermal Spray 高速
溶射 施行技術 確立 実機
適用 図2

⑵　 技術
翼脚部 翼溝 隙間 腐食性物質 堆積 濃

縮 応力腐食割 腐食疲労発生 原因
特 厳 地熱蒸気 腐食環境 対応 技
術 技術 開発 実機 適用

翼 高 応力 部位 直径
約 1mm 鋼球 高速 投射 部材表面
圧縮残留応力 発生 応力腐食割 腐
食疲労 対 耐力 向上 技術

処理 施 翼材 材 対 応力
腐食割 腐食疲労試験 行 結果 大幅 耐力向
上 効果 得 確認 図3

施行 際 投射速度 角度
最適化 作業 行

安定 品質 実現 図4

⑶　材料技術
地熱発電用蒸気 運転環境 通常 火力発電

注  全面腐食 応力腐食割 腐食疲労 ･  

 168 解説 1 参照

図2　ロータへの溶射コーティング実施例

図4　ロータ翼溝へのショットピーニング

0.001 0.01 0.1 1.0

1.0

0.5

0

応
力（

相
対
値
）

破断時間（相対値）

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）

未破断

ショット
ピーニング
なし

ショット
ピーニング
あり

ショット
ピーニング
効果

図3　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）
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用蒸気 比 過酷
環境 下 長期 機器 安定運転 行
材料 腐食特性 評価 極 重要 実

験室 地熱流体 模擬 腐食環境 材料試
験 系統的 行 結果 基 適切 材料
許容応力 選定

世界各地 地熱 試験装置 設置
実際 地熱蒸気 用 腐食試験 応力腐食割 試験

試験 付着試験
実施 材料 形状 妥当性 裏付 良好 結果
得 図5 地区 実
施 材料試験装置 外観 示
種々 材料試験 検証 結果 表1 示 材料 地
熱 用 標準的材料 選定 環境 応力
使用条件 最適 選定

3.2　復水器における地熱蒸気中の不凝縮ガスの対策

蒸気 排出 蒸気 復水器 入
噴霧 冷却水 接触 復水 蒸気 凝

縮水 復水器 機能 重要 蒸気
水 凝縮 約 2万分 1 得 器内
真空 高 保持
冷却水 接触 凝縮 二酸化炭素 硫化水素

不凝縮 通常地熱蒸気 数%程度含
不凝縮 効率的 復水器 排出 復

水器 高性能 達成 高 信頼性 確保 鍵

次 設計
⒜　中央 復水部 両端 不凝縮 冷却部 不凝
縮 随伴蒸気 復水 部屋 配置

蒸気 不凝縮 均一 流 形成 大容
量 長 胴 場合 中央 不凝縮 冷却部 設
不凝縮 停留防止 図 図6

⒝　復水部 冷却水 口径 大
使用 対 不凝縮 濃度 高

冷却部 熱伝達率 低下 噴霧粒子
細 小口径 使用 不凝縮
冷却 体積 減少 不凝縮 排出 容易

3.3　発電機における地熱雰囲気対策

地熱発電所 雰囲気中 硫化水素 銅 銀 対
強 腐食性 持 一方 導体 銅 銅合
金 銅材料 接合 使用 銀 発電機

不可欠 材料 次 腐食対策 施
使用 図7

⑴　発電機機内清浄度 維持

図5　レイキャネス地区における現地材料試験

タービン排気

冷却水ノズル

ガス冷却部 ガス冷却部ガス冷却部復水部 復水部

復水
冷却水配管

冷却水

ガス冷却水
ノズル

不凝縮ガス

図6　直接接触式復水器

固定子巻線
エポキシ樹脂に
よる真空含浸

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

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

回転子巻線・回転子くさび
全面に防食めっき処理

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

図7　発電機部位別の腐食対策

表1　地熱タービンの標準材料

部　品 標準材料 主な用途

翼　材

13%Cr 鋼 一　般

16%Cr-4%Ni 鋼 腐食環境・応力条件が
厳しい場合

チタン合金（Ti-6Al-4V） 厳しい場合

ロータ材

1%Cr-MoNiV 鋼 一　般

2%Cr-MoNiWV鋼 腐食環境・応力条件が
厳しい場合
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全閉内冷型発電機 冷却 回転子 取 付
内部自己通風 行

合 目 回転子貫通部 隙間 腐食性 外気 侵入
対 次 対策 実施

⒜　外気 機内侵入防止
軸貫通部 機内高圧部 機内空
気 封入 性 強化 外気 侵入 防

材質 耐食性 製
用

⒝　機内空気 機内侵入空気 浄化
機内空気 循環経路 機内 外気補給口 硫化水
素除去用 脱硫 設 機内空気 機内侵
入空気 浄化
⑵　発電機部位別 腐食対策
発電機内 銅 銀 用 部位 次 防食対策
行
⒜　回転子巻線
銅 形成 回転子巻線 全面 硫化

水素 対 耐食性 高 施
導体同士 接合 用 銀 付 部
施

⒝　回転子
軸溝 納 回転子 導電性 高 銅

合金 使用 全面 施
⒞　固定子巻線
銅線導体 形成 固定子巻線 周囲 絶縁

覆 絶縁 硫化水素 腐食 樹
脂 浸透 含浸 完全 樹脂被膜 作

4　プラント設計での信頼性の作り込み

富士電機 信頼性 高 設計 手法
一 HAZOP Hazard and Operability Study
取 入 基本設計完了段階

HAZOP 実施 安全上 問題 稼動率 生産性
下 運転上 問題 潜 体系的

検証 適切 設計見直 詳細設計 行

4.1　HAZOPの実施概要

HAZOP 組
合 通常 運転状態 逸脱 場合 想定 表

2 原因 何 結果 何 起 安全上
運転上 問題 安全対策 万全 追加 対策
必要 系統 検討
HAZOP 富士電機 設計者 加 顧客
発電所運転員 保守員 参加 顧客設備 関連

問題 実際 運転 保守
確認

4.2　HAZOPの例

図8 熱水還元系統 HAZOP 例 示
還元熱水系統 逆流 起 想定 逆
流 当該 発電所 還元井 低 位置
電源 喪失 熱水還元 停止
逆流 結果 配置上 差 上流
気水分離器 熱水 溢 予想 対策

熱水還元 吐出電動弁 電源 非常用電源
供給 電源喪失時 停止 電動弁 自動
閉鎖

5　地熱蒸気の性状分析によるプラントの安定稼動

3章 紹介 蒸気 種々 腐食
対策 施 健全 状態 維持
流入蒸気 性状 常時監視 重要
富士電機 地熱蒸気性状自動分析装置 開発

5.1　地熱蒸気性状自動分析装置の特徴

本装置 蒸気 運転管理 必要 蒸気性状
監視項目 6 項目 pH 塩化物

電気伝導率 酸導電率 不凝縮 濃度 自動計測
手分析 結果 出 約 1週間 対

本装置 1時間 分析結果 出 自動分析
図9 示

5.2　プラント運転状態の監視・運転最適化

本装置 地熱蒸気性状 指標 1日 数回 高頻
度 測定 可能 運転状態 監
視 運転最適化 図
⒜　蒸気清浄化 不純物除去 性能 調整結

M

蒸気

熱水還元ポンプ

熱水

還元井

気水分離器

ポンプ吐出電動弁

図8　HAZOPの例－熱水還元系統

表2　HAZOP逸脱マトリックスの例

多　い 少ない な　い 逆

流　れ 流量大 流量小 流れなし 逆　流

温　度 高　温 低　温 ─ ─

圧　力 高　圧 低　圧 真　空 ─

レベル レベル高 レベル低 カ　ラ ─

成　分 高濃度 低濃度 ─ ─

ガイドワード

デザイン
パラメータ
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果 速 確認
⒝　測定結果 経時変化 蒸気 持 込

腐食要因物質 累積量 把握 付着量
部材 腐食発生状況 予測 予防策

保守計画 立
⒞　実際 不凝縮 量 見合 抽出機 運転台
数 決定 不凝縮 量 多 場合 抽
出機 運転台数 増 復水器 高真空 維持
発電出力 回復 不凝縮 量 少 場合
運転台数 減 運転 必要 蒸気 動力 減

経済的 運転 寄与

5.3　適用事例

最近納入 地熱発電 試運転期間中 蒸気性
状分析結果 塩化物 濃度 図10

濃度 図11 示
試運転初期 濃度 目標値

0.1 ppm 超 蒸気清浄化 調整
行 前述 1時間 分析結果 得
何種類 調整試験 実施 調整 結果 目標

値 濃度 下 確認 分析
結果 精度検証 手分析値 比較 行 一致

結果 得

6　あとがき

地熱発電 環境 負荷 少 発電
富士電機 地熱分野 今後
発電 主機 設計 製作

周辺技術 含 地熱発電 信頼性 向上
技術 開発 取 組 客 期待 応
広 社会 貢献 所存

参考文献
⑴　稲垣正太郎. 地熱発電設備 現状 動向. 富士時報. 2005, 

vol.78, no.2, p.131-135. 

中村　憲司
蒸気 開発 ･設計 従事 現在 富士電
機 株式会社
本部 事業部川
崎工場火力 部主査 日本機械学会会員

機械協会会員

村尾　敦史
発電機 構造設計 従事 現在 富士電

機 株式会社
本部 事業部川
崎工場回転機部

牧元　静香
火力発電 業務 従事
現在 富士電機 株式会社

本部
事業部

統括部火力 設計部

シリカ測定

ガス濃度計測系統 性状分析系統

1サイクル60分
酸導電率測定

1サイクル60分

カチオン樹脂筒
通水ブロー操作

窒素バブリング

脱気膜通水窒素バブリング

ガス濃度（wt%） 塩化物イオン

ガス濃度計（vol%）

pH 計

電気伝導率計

シリカ濃度計

酸導電率計

サンプル

サンプルクーラ

図9　自動分析シーケンス
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1　まえがき

富士電機 缶飲料自動販売機 開発 品質保証
ISO 基軸 品質 体系

構築 顧客満足 向上 目指 製品 開発段階
DR 品質 作 込 実

施 問題点 早期解決 行 妥当性 検証
取組 客 信頼 得 製品開

発 短縮 本稿 品
質 作 込 DR 中心 開発品質 視点

事例 含 説明

2　自動販売機に要求される信頼性

缶飲料自動販売機 無人 24 時間商品 販売 行 機
器 故障 販売停止

年齢層 利用者 対 安全性 操作性 考慮
安心 満足 商品 提供
必要 屋外設置 設置環境 温度

湿度 変化 風雨 日光 使用条件 耐 構造
防盗性 備 構造 必要

缶飲料自動販売機 環境 商品販売機
能 維持 高 品質 信頼性 要求

3　デザインレビューによる品質の作り込み

缶飲料自動販売機 開発 製造 出荷 市場設置
品質保証 行 DR

決 評価 検証項目 実施 開発 進行
応 DR 設 各 趣旨
目的 対応 担当部門 主催 組織的 品質保証 遂

行 DR 工場内外 関係者 有識者 参加
担当部門単独 検討 比 幅広 知

識 検討 開発
早 段階 品質 作 込 確保

3.1　デザインレビューの期待効果と体系

缶飲料自動販売機 開発 定義 DR 期待効果
次 示
⒜　新製品 開発 改良 目的 内容 明確 関係
部門 品質 信頼性 関 事項 共有化

⒝　製品仕様 設計内容 対 広 衆知 集 経
験 生 潜在 問題点 抽出 検討漏 発
生 防止 品質 作 込 開発製
品 品質向上 安全性 確保 開発時間 短縮 間接
費 低減 図

⒞　開発工程 明確 計画
確実 行 PDCA 実行

⒟　開発工程 製造工程 文書化 図 技術 蓄積

⒠　市場性 品質 製品 安全性 開
発完了時 実現

⒡　知的財産権 差別化技術 確保 図
DR 図1 示 DR 本体 製
品 DR 先行機能DR DR 三
体系 構成
⑴　本体DR
本体DR 開発 主体 DR 開発 製品

関係 部門 開発 品保 調達 設備 製造
連携 情報 共有化 全体 開発品質 製造

品質 市場品質 作 込 行 目的 企画段階

缶飲料自動販売機の品質・信頼性の作り込み

富松　和成 中条　孝則 井下　尚紀

缶飲料自動販売機 利用者 安全 安心 満足 商品 提供 必要
環境 商品販売機能 維持 高品質 高信頼性 要求 富士電機 缶飲料自動販売機 企画段階

DR 品質 信頼性 作 込 行 目標 顧客 要求仕様 FQCDS 達成
DR 開発 市場 品質保証 行 主体 本体DR 新 自動販売機 採用 機能 先行機
能DR 自動販売機制御 DR

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 Electric 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.
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DR0 顧客 要求仕様 FQCDS 対 議論 行
開発 是非 開発目標 決定
製品試作設計段階 DR1 開発 設
計検証 実施 開発部 品質保証部 製造部 技
術 参画 検証会 実施 3D

過去 技術 集 使 図面段階
品質 作 込 行 検証結果 開発部

図面 仕様書 反映
次 製品技術試作 妥当性確認 移行

製品技術試作段階 DR2 量産試作段階 DR3
品質保証部 主体 試作機 検証 妥当性確認
実施 過去 量産課題 市
場課題 含 再発防止 確認 PDCA 実行
試作段階 検証決裁 量産段階 妥当性決裁 品質保証部
長 責任 実施 課題 解決 製品
量産 体制
DR 抽出 課題 問題点

解決 原則 重要 問題
発生 解決 納期的 不可能 判断 場合 品質保
証部 差戻 状 工場長決裁 開発見直 申
請書 発行 伴 開発日程 要求事項
見直 対策検討 行 差戻 回答 出

次 課題 先送 品質 信
頼性 確保 仕組 構築
本体DR 製品妥当性確認 3.2項 示
⑵　先行機能DR
缶飲料自動販売機 新 採用 機能 開発
実現 機能 明確 実現方法 計画

機能開発 中 開発負荷 大 R&D
基礎研究 経 製品実現 至 新 採用 機構

品質 作 込 状態 自動販売機 盛 込  

先行機能 DR 設定 先行機能
DR 本体DR 1 前倒 日程 進
先行機能DR 開発部 品質保証部 協力 品質機
能展開 FMEA Failure Mode and Effect Analysis 故
障 影響解析 故障解析
品質工学 手法 適用 机上 情報整理 影響予
測 行 開発 先行機能DR 各

有識者 交 報告 審議 開発段階 信頼性
確保
冷却 開発事例 結果
品質工学 用 評価 手法 取 入 事例

3.3項 示
⑶　 DR
缶自動販売機 制御 顧客要求仕様 基
製品 基本動作 操作手順 拡張機能 表現

顧客仕様 実現
上 開発 本体DR 別 独自 DR

運用 開発仕様段階 開発計画段階
段階 運用 段階 経 本体

DR3 完成 製品
搭載 総合審議 行 本体DR 移行

信頼性 作 込 3.4項 示

3.2　本体DRにおける製品妥当性確認

本体DR2 段階 先行機能DR 機能 確立
組合 検証 行 缶飲料自動販売機

本体 評価 検証結果 本体DR2 審議
製品 評価試験 行 前 試験効率 向上

未然防止 試験前MDR DR 実
施 開発部 品質保証部 集 従来機 対
変更点 先行機能開発 検証結果
結果 確認 弊害 議論 後 変更点

量
産
後
評
価
会
議

（
開
発
の
振
返
り
）

開
発
移
行
決
定
会
議

製
技
試
移
行
会
議

量
試
移
行
会
議

（
試
作
検
証
）

量
産
移
行
会
議

（
妥
当
性
確
認
）

DRステップ

主な内容

DR0 DR1

量
産
試
作
手
配

量
試
組
立
性
の
妥
当
確
認

試
作
組
立
性
の
検
証

量
産
手
配

生産企画部責任部署 品質保証部

試
作
手
配

3
D
ビ
ュ
ー
ワ
検
証
会

企画段階 設計段階 製品技術試作段階

DR2

量産試作段階

DR3 DR4

量産段階

開発部 開発部

試作 ・ 試験評価段階開発企画段階 開発計画段階

開発仕様段階 開発計画段階 システムテスト段階 運用テスト段階

本体DR

ソフトウェアDR

先行機能DR

自動販売機本体の開発

制御ソフトウェアの開発

新たに採用する機能の開発

図１　DRのステップフロー
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弊害 評価方法 確認 決定 次 示
評価試験 実施
⒜　本体信頼性評価試験 風雨 直射日光 耐環境
性 利用者 対 安全性 確認

⒝　実販売評価試験 市場 流通 形
商品 確実 販売 確認

⒞　電装評価試験 外来 電源電圧 変動 対
制御 正 動作 確認

⒟　性能評価試験 中身商品 冷 暖
冷却加熱装置 消費電力 確認

性能評価 消費電力試験 試験効率向上 向
取組 実施
消費電力量 影響 要素 気密性能 断熱性能
冷凍機効率 最適 状態 確
認 必要 中 気密性能 自動販売機庫内
断熱材部品 部品 商品搬出部品 隙間

空気 漏 関係 部分 消費電力量数値
大 影響
従来 気密性能評価 目視 頼 検証 主体

庫内空気漏 良否判定 短時間 達成 困難
消費電力試験後 電力量数値 目標値 達
判明 時点 気密性確認 行 評価試験

手戻 多 発生
課題 解決 事前 気密性評価 短時間

数値化 捉 技術 確立 図2 示
評価用 庫内 注入 庫内 濃度 低下

時間変化 捉 庫内 構成 部品間
隙間 漏 濃度 数値化 庫内 気密
性能評価 良否判定 測定結果 化

庫内構成 部屋容積 気密性能 比較 容
易 確 判定

3.3　先行機能DRにおける手法の適用

⑴　机上分析 事前影響評価
机上分析 事前影響評価 潜在問題点 抽出 冷

却 事例 次 示
先行機能開発 機能 要素 構成

明確 例 冷却
分 考 評価特性 検

討 単体 品質保証評価 実施
従来 冷却 圧縮機 凝縮器 蒸発器 機

能部品 構成 冷却運転 行 環境対応型自動
販売機 冷却 圧縮器 圧縮 高温
冷媒 加熱庫内 加熱 動作 加熱
行 図3 使用 冷媒切替弁 電

子膨張弁 機能 損 中身商品 加熱 冷却
重要機能部品 構成 自動

販売機 故障 想定 故障
発生頻度 影響 範囲 故障 致命度 判断
FMEA 取 入 信頼性 確保 FMEA

代表例 図4 示
今回 FMEA 解析 結果 従来 冷却

（a）濃度計による庫内気密性評価

（b）ガス濃度時間推移曲線

濃度計

11
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図2　庫内気密性評価 図4　FMEAの代表例

補助
ヒータ

補助
ヒータ

蒸発器 蒸発器

コンプレッサ

電子
膨張弁

加熱用
交換器

凝縮器

加熱用
交換器

蒸発器

右庫内　吸熱左庫内　放熱 中庫内　吸熱

図3　ヒ－トポンプの原理（例：加熱－冷却－冷却）
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運転保護機能 必要 判明 事前影
響評価 潜在問題点 抽出 効果 影響
評価 冷媒回路 新 温度 組 込

圧縮機 保護動作 関 電流検出方式以外
保護装置 冗長設計 取 入 信頼性 向上 実
現
⑵　組合 評価試験期間 短縮
庫内風 事例 次 示
自動販売機 冷却 加熱 任意 設定 庫内 複

数持 缶 瓶 PET 飲料 冷却 加熱
販売 商品 冷却 加熱 空気 媒介 強制

対流熱伝達 行 庫内 部屋割 構成
異 空気 流 影響 与 中身商品 温度

変化 加熱 場合 電気
方式 違 空気

流 変化 各 個々 仕切 中身商品
収納部 商品温度 安定 省
庫内 風量 制御 冷却 加熱 化

進 空気 流 不安定 加 周囲
温度 周囲環境 違 商品温度 影響 避

運転状態 環境条件
各 安定 風 当 適切 熱量 供給 必要

一方 軸受部 熱的影響 受 部
分 関 風 当 必要
商品温度 庫内各部 気流制御 大 影響 及

明 実際 気流 容易 視覚
化 難 従来 検証方法 因子

組合 実機検証 行 評価期間 制約
中 膨大 時間 要

富士電機 信頼性確保 評価時間短縮 両立
気流 影響因子 抽出 品質

工学 評価 用 因子効果 予測 最適
因子組合 条件 抽出 上

検証 行
検証 結果 逆流 風量 風速 庫内風

影響 与 分 特 前方 逆流
軸受温度 上昇 寿命

大 影響 与 判明 問
題抽出 解決 開発 初期段階 可能 図5

用 解析 示 図6

逆流 対 要因効果図 示 風洞 設計条
件A D 対 水準値 3種類設定 組
合 評価 行 1回 組合 実験 次 三
評価 同時 行 影響 信号因子 効率良

見 条件抽出 最適化 短時間 可能
⒜　 逆流 望小特性
⒝　熱交換器 通過 風量 望大特性
⒞　各 商品下部 風速 標準 SN比

結果 逆流 風量 風速
対 最適 組合 設計値 機能検証装置 図7 製作
従来 目的機能評価 安定時 品温評価

今回 評価 当 加熱立上 時 温度勾配
計測 気流 強制熱伝達 良否 評価

施策 各 商品温度試験 運転
影響試験 信頼性寿命試験 評価期間 短

縮

3.4　ソフトウェアにおける信頼性の作り込み

DR 本体DR 並行 実施
缶飲料自動販売機 省 制御 商品 販売

機構 制御 金銭管理 売上集計 自動販売機
機能 多 実現
富士電機 自動販売機 信頼

性 表1 示 3点 満 捉
記録 媒体 劣化 破損 限

ケース1

ケース2

ケース9

・
・
・

ダクト出口

熱交出口風洞出口

図5　シミュレ－ションを用いた解析

19.15

21.61

24.06

影響因子
（SN比の変化大）

16.69

14.23
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
設計条件A

S
N
比
（
dB

）

設計条件B 設計条件C 設計条件D
2 3 水準値

図6　ファン逆流の要因効果 図7　機能検証装置
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期待 機能 維持 顧
客 要求 機能 考 異常 対応
処理 明確 適切 仕様化 正確
反映 肝要 考 方 基

次 示 手段 信頼性 向上
取 組
⑴　仕様 正
⒜　顧客要求 仕様化

DR 独自 DR 制定
早期 段階 要求仕様 対 各仕様 妥当性

評価 開発構想時 顧客要求
分析結果 評価 仕様書作成時
設計 詳細仕様 評価
⒝　 処理

動作 対
FMEA 異常 洗 出 対応処理

仕様 明確 追加 変更 機能 機構 対
発生 得 故障 抽出 発生 原因 影

響 分析 対処 検討
対処 必要 場合 入力 故障認識

手段 出力 対処方法 明確
⒞　 処理

構成 個々
発生 得 状態 状態遷移表 図8

表 状態 応 発生時 処理 分
析 決定

場合 局所的 破壊 対応
構築

⑵　実装 正
仕様 実装 変更

箇所 実施 各DR 確認
完成度 把握 曲線 168

解説 2 参照 用 完成度 目標 近
確認 信頼性 向上

4　あとがき 

富士電機 缶飲料自動販売機 開発段階 DR
品質 信頼性 作 込 事例 交 紹介
今後 自動販売機 身近 存在 製品 品

質 維持向上 重要 自動販売機
安定 市場 形成 従来 国内市場 海外市場
展開 広 高機能化 高信頼性化 開発期間
短縮化 達成 必要 環境変化
対応 品質保証技術 信頼性技術 高 品

質 信頼性 作 込 強化 所存

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

停　止

NON

モジュールB

モジュールC

モジュールA

モジュールD

モジュールE

*****
→状態 Ⅰ

*****
→状態 Ⅰ

○○スイッチ
OFF

NON

イレギュラー

*****
→状態 Ⅱ

起　動

*****
→状態 Ⅱ

NON

NON

○○スイッチ
ON

イレギュラー

*****
→状態 Ⅲ

イレギュラー状態 Ⅲ

図8　ソフトウェア構成と状態遷移

表1　ソフトウェアの信頼性

仕様の
正しさ 

顧客の真の要求が，漏れなく正確に定義されていること 

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 

実装の
正しさ 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 

富松　和成
自動販売機 本体設計開発 品質保証 従事 現
在 富士電機 株式会社
本部三重工場品質保証部主任

中条　孝則
自動販売機 品質保証 従事 現在 富士電機

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

井下　尚紀
自動販売機用冷却 開発 従事 現在
富士電機 株式会社
本部三重工場品質保証部主任 日本機械学会会員
日本冷凍空調学会会員 品質工学会会員
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1　まえがき

近年 地球環境保全 社会的要求 高 自動車
燃費向上 CO2 排出量 低減 重要 課題

課題 解決 手段 自動車 各社
電気自動車 自動車 環境対応車 開

発 削 一方 自動車 電子化 流
伴 自動車 搭載 半導体 適用範囲 種類 大

幅 拡大 自動車 1台当 半導体搭載数 増加 一
途 当然 半導体 搭載数
増 自動車全体 故障率 低 抑

⑴

車載用 半導体 故障 車両停止
可能性 安全確保 最優先

一般民生用途 産業用途 比 高 品質 信頼
性 求
本稿 車載用途 要求 品質 応
車載用半導体製品 開発 設計 生産段階

品質 信頼性 作 込 取組 紹介

2　車載用半導体製品の品質・信頼性要求

自動車 特徴 移動手段 利便性 高
使用目的 広範 環境 多彩

観点 耐性 持 自動車
取 巻 環境 主 次 示
⒜　熱的環境 気温 日射 地域 走行条件
⒝　湿度的環境 湿度 結露 雨 洗車
⒞　雰囲気環境 火山地域 塩 油
⒟　機械的環境 走行 振動 衝撃
表1 目標信頼性水準

⑵

比較 示 産業機器用途 比
較 車載用途 2 3 倍高 信頼性水準 要
求 例 温度 試験 自
動車 寒冷地 砂漠 高温多湿地帯
気候条件下 走行 可能性
車 駆動 内 搭載
環境 走行 温度変化 常

厳 信頼性 要求水準

3　車載用半導体製品の品質・信頼性確保

安全確保 観点 車載用 IGBT 高
品質 信頼性 求 自動車 電装
要求品質 具体的 市場故障率 ppm以

下 故障 目指 品質 目
標品質 達成 図1 示 開発 設計
生産段階 品質 重

点 置 入念 取組 重要 不可欠 次 車
載用 IGBT 例 説明
開発 設計段階 車載用製品 要求

車載用半導体製品の品質・信頼性の作り込み

山口　浩二 増渕　　肇 岡本　泰作

自動車分野 安全性 利便性 快適性 向上 向 機構部品 電子化 急速 進 車載用半導体 故
障 車両停止 可能性 安全確保 最優先 品質 信頼性 要求水準 高 富士電機 目標
品質達成 開発 設計 生産段階 入念 取組 行 設計段階

車載用 IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 寿命評価 検証 行
生産段階 量産工程 品質 作 込 特 異常検出感度 向上 流出防止技術 強化 図

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 evalua-
tions 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. 

表1　目標信頼性水準の比較

目標信頼性水準

自動車目標 産業機器目標

温度サイクル
試験

＞1,000サイクル
ΔTc＝－40～＋125℃

100サイクル
ΔTc＝－40～＋125℃

パワーサイクル
試験

30,000サイクル
ΔTj＝100℃

15,000サイクル
ΔTj＝100℃

ケース温度変化
パワーサイクル
試験

10,000サイクル
ΔTc＝80℃

5,000サイクル
ΔTc＝80℃

振動試験 加速度200m/s2

X，Y，Z軸方向 各10h
加速度100m/s2

X，Y，Z軸方向 各2h
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信頼性 的確 把握 必要 技術開発 製
品設計 反映 各
顧客 要求 信頼性 確実 達成 検証

半導体事業 例 専門家
DR 部門横断型多機能 編

成 製品企画 設計開始段階 営業 品質保証 製造
部門 有識者 交 入念 DR 行 設
計段階 節目 社内 顧客 積極的 巻 込

DR 実施 顧客 要求品質 明示
黙示 抜 落 防止 品質 信頼性 作 込 確
保 努 過去 品質 事例 新
規 変化点 検証 設計 FMEA Failure 
Mode and Effect Analysis 故障 影響解析
工程 FMEA 活用 設計段階 品質 信頼性
作 込 確保 努
量産段階 高性能化 実現
薄 化 微細化 最先端 加工技術
使 製造
性 少 影響 及 要因 例 加
工時 微小 付着 発生

見逃 従前 品質管理 数段
高 管理 必要 内
環境 作業改善 品質 作 込

人 良否判定 誤差 排除 自動検
査装置 導入 管理 高

4　車載用 IGBTの信頼性評価

4.1　パワーサイクル故障メカニズム

高電力 取 扱 IGBT Insulated Gate Bipolar Tran-
sistor 典型的 故障 熱疲
労故障 存在 故障 構造部材 線
膨張係数 違 生 熱応力 各部材間 接合部
繰 返 加 起因 主 故障部位

故障 次 述 三 図

2
⑵

⑴　 接合部
線膨張係数差

接合端面 応力 加 亀裂 発生 進展
最終的 亀裂 接合面 横断 剝離破壊 至
⑵　 絶縁基板間 接合部

絶縁基板 線膨張係数差
接合端面 応力 加 亀裂 発生 進展

放熱 妨 進展
熱破壊 至

⑶　絶縁基板 銅 間 接合部
絶縁基板 銅 線膨張係数差 接合

端面 応力 加 亀裂 発生 進展
⑵ 同様 放熱 妨 熱破壊
至

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

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

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
⑤不良品の市場への流出防止強化

顧客・
市場調査

生産

在庫・出荷

顧客

設計・開発

図1　品質・信頼性確保のポイント

アルミニウムワイヤ（Al）
（1）

（2）（3）

亀裂
亀裂

せん断応力

シリコンチップ（Si）
はんだ

はんだ

〈線膨張係数〉
Al：23.6×10－6/℃
Si：3.5×10－6/℃

亀裂 亀裂

せん断ひずみ

シリコンチップ（Si）

絶縁基板（Al2O3）

〈線膨張係数〉
Si：3.5×10－6/℃
Al2O3：7×10－6/℃

亀裂 亀裂

はんだ

銅ベース（Cu）

銅ベース（Cu）

絶縁基板
シリコンチップ

（1）

（2）
（3）

アルミニウム
ワイヤ

絶縁基板（Al2O3）

〈線膨張係数〉
Al2O3：7×10－6/℃
Cu：16×10－6/℃

はんだ

図2　IGBTの故障部位と故障メカニズム

通電パターン

パターン

通電開始 通電終了

（b）定常動作運転

（a）過負荷運転
T j

（ケース温度）Tc
（フィン温度）T f

パターン

図3　運転ダイヤグラムの例
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4.2　パワーサイクル寿命評価技術

富士電機 製品 熱疲労寿命評価 試験法
駆動時 運転 模擬 IGBT

断続的 通電 与 試験 採用
駆動時 運転 代表例 次 述 二

紹介 図3

⒜　加減速運転 模擬 短時間 過負荷運転
⒝　定速走行 模擬 長時間 定常動作運転
⒜ 加減速運転 模擬 短時間 運転 発

熱 IGBT 周辺 限定 前述 ⑴ ⑵
故障

⑶

主 一方 ⒝ 定速走行 模
擬 長時間 運転 IGBT 全体
熱 広 前述 ⑶ 故障 主
富士電機 2種類 運転 対

次 示 2種類 試験 採用
⑴　 Tj 試験
IGBT 1 素子 1 短時間

通電 繰 返 試験法
⑵　 Tc 試験
IGBT 全 IGBT素子 長時間通電 繰

返 試験法
富士電機 Tj Tc

試験 温度条件 T下
寿命 取得 統計的 処理 加 図4

図5 示 寿命曲線 求
自動車 要求 耐用寿命 10 15 年

寿命 実機 同 条件 確認 膨大
時間 要 上記 寿命曲線 利用 寿命予測
行

4.3　シミュレーションによる品質検証

設計段階 品質検証 手法
有効 手段 手法 今 蓄積 膨大
基礎 基 制約条件下 各種部材構成

条件 解析 行 従前 評価
作成 評価 必要

段階 要求寿
命 可能 開発
期間 短縮 大 寄与 手法
適用 当 構造 部材 熱 湿度 温度 電界

振動 因子 十分 考慮 最 効果的
手法 選択 図6 温度変化 部材 応力
解析事例 示 活用

材料 絶縁基板材料 選定 構造
短期間 最適化 車載用 必要

寿命 長寿命化 実現

5　生産段階での信頼性確保

5.1　量産工程における品質の作り込み

量産開始後 生産段階 顧客 市場 故障
発生 未然防止 工程内 発生 不良品
込 重要 活動 活動 一 例 工程

大

小

変
形
量

（a）25℃→125℃ （b）+25℃→－40℃

絶縁基板中心 絶縁基板中心

図6　シミュレーションによる解析事例

寿
命
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実測
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2s 18s

200
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図4　ΔTj パワーサイクル寿命曲線
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図5　ΔTc パワーサイクル寿命曲線
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能力 高 不良発生確率 低減 不良品 作
故障発生 防止 IGBT

接合部 局所的
初期的 長期的 信頼性 影響 及
発生 放熱性 低下 熱抵抗 上昇 生 局所
的 温度上昇 熱破壊 引 起 接合 出
来栄 重要 工程管理項目
図7 付 時 技術課題
改善事例 示 低減 品質改善

溶融中 内真空 脱
導入 最適化 図

発生 抑 接合技術 確立 少
高品質製品 量産化 可能

5.2　異常検出感度の向上

量産工程 不良品多発 顧客 市場 不良品
流出 確実 防止 工程内 発生 異常
検出感度 高 必要 日々発生 不良 管理
適切 工程異常 処置方法 定 不良

対 作業者 分 定量的 正確
工程異常 判断 仕組 導入

違 異常 検出 個々人 品質 対 気
高 生産活動 品質 摘出活

動 称 些細 品質問題 作業者全員
抽出 対策 活動 各生産拠点 展開

5.3　流出防止技術

3章 述 微細 加工 使 製造
半導体用 加工時 付着

微小 微細 原因 不良
発生 可能性 欠陥 内在

使 製品 市場 初期故障
検査工程 確実 排除 流出防止技術 不可欠
不良品 流出防止策 半導体製品 市場
最悪状態 想定 動作責務異常時 電圧 電流 温度
製品 印加 方法 効果的
高品質 高信頼性 求 車載用半導体製品
流出防止 強化 管理方法 工夫
施 図8 不良品 流出防止強化 採用

検査 管理方法 考 方 示  
⑴　規格外 検出
製品 考慮 社内基準値 設定 要
求仕様値内 社内基準値 超 製品 不良

⑵　分布外 検出
分布管理 社内基準値 母集団
分布 外 製品 不良 検出 排除  
⑴ 母数 少 設定 母数単位 検査基準値 決定

異常品 高 検出 期待
⑶　特性変動 検出 
初期検査 行 次 電圧 温度 市場

想定 動作責務 加 後 再度特性検査
行 初期値 特性変動 劣化 検出

市場 発生 初期故障品 検出
試験 耐圧劣化 変動 破壊 至 異常品
事前 感度良 検出

6　あとがき

技術革新 著 半導体製品 自動車分野
展開 品質 焦点 当 入念 事前

品質検証 不可欠 今後 客 視点 品
質 信頼性 維持 確保 努 安心 使用
高品質 高信頼性製品 提供 所存

参考文献
⑴　藤平龍彦, 奥村勝. 富士電機 自動車用半導体 現状 展

望. 富士時報. 2003, vol.76, no.10, p.588-594.

⑵　両角朗 . 半導体 信頼性設計

技術. 富士時報. 2001, vol.74, no.2, p.145-148.

⑶　両角朗 . 電気自動車用高信頼性 技術. 

富士時報. 2003, vol.76, no.10, p.630-633.

要求仕様値

（a）基準外の検出

社内基準値

基準外

要求仕様値

（b）分布外れの検出

社内基準値

分布外れ

要求仕様値

（c）特性変動の検出

社内基準値

特性変動

図8　流出防止強化の例

改善前 改善後

チップ下はんだX線画像

はんだボイド

図7　はんだボイドの改善事例
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増渕　　肇
車載用 IGBT ･IPM 品質保証 従事
現在 富士電機 株式会社半導体事業本
部松本製作所品質保証部

岡本　泰作
車載用 IGBT ･IPM 品質保証 従事
現在 富士電機 株式会社半導体事業本
部松本製作所品質保証部

山口　浩二
車載用半導体製品 品質保証 従事 現在 富士
電機 株式会社半導体事業本部松本製作
所品質保証部次長
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1　まえがき

富士電機 低圧受配電機器 開閉制御機器 器具製
品 低圧電気設備 重要 保護 開閉制御機器 国
内外 客 大 支持 得
国際規格対応 製品性能 化 国内外 市
場要求 素早 対応 製品開発 進

器具製品 材料 部品 構成
最新 解析技術 要素技術 信頼性評価技術 取

入 量産製造過程 部品加工 組立工程 製
品 品質 信頼性 作 込 必要不可欠
富士電機 配線用遮断器 MCCB Molded Case 
Circuit Breaker 漏電遮断器 ELCB Earth Leakage 
Circuit Breaker 世界市場 展開 図

2009 年 1 月 32 800AF 統合
｢G-TWIN ｣ 発売
本稿 100A以下製品 開発

⑴ ⑵

機 構築 部品加工 組立 出荷 一貫生産
製品 品質 信頼性 作 込 施策

具体事例 挙 紹介

2　器具製品に求められる品質と信頼性

器具製品 電気設備 電流 開閉 回路状態
表示 電力 計測 監視 機能 確実 実行 品
質 信頼性 要求 特 配線用遮断器 漏電遮断器
保安機器 使用環境 設置環境 使用期

間 確実 保安機能 機
能 火災 感電災害 重大 影響 与

製品規格 認証 厳 条件
課 製品 対 高 製品品質 信

頼性 求
一方 化対応 製品仕様 多様

化 注文 小 化 短納期化 要求 増加
富士電機 低圧受配電機器 開閉制御機器 大量生産
品 自動組立 主体 生産 行
生産設備 組立品質 維持管理 製品品質 維持管理

課題 多 安定 品質 信頼性 高 製品 市
場 提供 組立 仕組 作 非常 重
要

3　組立ラインの課題と対策

自動組立 課題 個々 工程 製品 機能 品
質 作 込 自動組立工
程 部品 供給 搬送 挿入 圧入 結合 塗布 貼付

繰返 動作 信頼性向上 重要 製品
構成 部品 品質管理 日々生産 行
起 設備機構部品 摩耗 劣化 未然 防
品質 作 込 維持 管理

重要
手組立 課題 人作業 依存

起因 加工条件 設定 組立間違 発生
不良品 製造工程内 確実 発見

仕組 構築
開発設計段階 製造工程 加工 組立 生産
維持管理 含 総合的 品質 作 込 体制 構

築 関係各部門
思想 製品構造 盛 込

重要

器具製品の品質・信頼性の作り込み

空本　高寧

器具製品 中 配線用遮断器 漏電遮断器 重要 保安機器 製品規格 認証 厳 条件 課
製品 対 高 品質 信頼性 求 富士電機 最新 解析技術 要素技術 信頼性評価技術 取

入 開発設計段階 製品組立段階 各段階 製品 品質 信頼性 作 込 行 製
品構造 思想 盛込 樹脂成形部品 内製化 接合技術 信頼性向上 IT技術 活用 製造管理
構築 保守管理体制 構築 推進 製品 品質 信頼性 作 込 努

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 reli-
ability into its products.
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4　開発設計段階での取組み

4.1　自動生産ライン構築における製品構造への反映

従来 自動組立 構築 製品開発後
自動組立 工程設計 設備設計 立上 行 量産
化 方法 構成部品 自動化 適
形状 無理 自動化 設備機構 複雑化
原因 繰返 動作 信頼性 低 多

今回 自動生産 構築 組立方法 検討 自動
化設備構想 製品品質保証方法 製品開発段階 検
討 組立工程 製品品質 信頼性 作
込 製品構造 施策 施 具体的
各機能要素 化 単位 品質保証化
一方向組立設計 組立 測定用 位置決 基準形状化

生産設備設計段階 工程FMEA Failure 
Mode and Effect Analysis 故障 影響解析
手法 用 潜在的 故障 解析 対策 繰返 実施

設備
生産工程 品質確保 向上 図

4.2　銘板CADシステムと印字システム

製品 型式 仕様 明記 銘板 貼 付
製品仕様 多様化 本機種 数

千種類 銘板 存在 図1

従来 銘板 開発設計者 作成 図面 基
印字 設計 印字

供給 方法 問題点 仕
様追加 製品規格 変更 膨大 時間 労力 必要

結果 設計図面
発生 今回開発 銘板 CAD

CAD/CAM Computer Aided Design/Computer 
Aided Manufacturing 開発設計者 作成 図
面 自動的 印刷 画像 変換

構築 開発設計者
実際 印刷 画像 確認

画像 一元管理 行 従来

行 印字 設計 排除 可能
設計 防止

生産 製品本体 銘板 一致
製品 生産情報 読 取 適合

銘板 1台 発行 仕組 構築 貼
間違 防止

5　部品加工段階での取組み

部品 品質確保 製品品質 作 込
組立工程 繰返 動作信頼性 向上

重要 管理 構成部品 多 金型
使 加工 樹脂成形部品 塑性加工部品 次
樹脂成形部品 製造工程 品質 信頼性 作 込

述
富士電機 配線用遮断器 漏電遮断器 環境負荷 少
製品 目指 一部 機種 従来 熱硬化性樹脂

熱可塑性樹脂 切 替 熱可塑性樹脂
採用 従来外製化 成形加工 内製化
製品組立 連動 24 時間自動成形加工 構築

図2

成形加工 原材料供給 成形 経 組立
工程 自動化 品質 維持 材料

材料証明書 記録管理 材料水分測定 全
成形機 成形状態監視 定期的 寸法検査 経 組立

銘板ラベル

生産情報コード
（二次元コード）

図1　製品外観

成形加工 寸法検査 製品組立

材料証明
成形管理システム

フィードバック フィードバック

フィードバック

材料
メーカー

成形金型
成形機のメンテナンス

図3　成形品質傾向管理の仕組み

図2　自動成形加工ライン
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供給 仕組 具体的 図3 示
各工程 傾向管理情報 安定 成形品

質 維持
金型 樹脂 注型 発生 金

型 摩耗 腐食 加速 成形品質 低下
対 成形樹脂 成形機 金型材料

各社 共同 発生 抑制 成形
品質 向上 金型 長寿命化 大 効果
得

6　製品組立段階での取組み

製品 1台単位 品質 作 込 行 製品組
立工程 情報技術 多 活用 例 重要機
能 製品本体 生産情報 二次元

貼 付 図1 図4 生産情報
生産年月日 製品仕様 個別認識用 番号
格納 組立 部品 加工条

件 自動段取 接合結果 試験結果 管理 行
次 具体的 生産情報 活用事例 紹介

6.1　過電流引外しユニットの品質作り込みと保証

配線用遮断器 漏電遮断器 過電流検出 漏電検
出 製品機能上最 重要 役割 果 各機
能要素 化構造 採用 化
過電流引外 漏電検出用零相変換器導体 単体 動作
特性 保証 構造
過電流引外 10 種類 部品 構成 各

部品 組合 寸法 性能 左右 機構
自動組立 性能 決 複数 重要部品寸法 供
給時 全数測定 組合 後 性能 満足 寸法

全数検査 実現
側面 貼 付 二次元 情報

1対 1 対応 組立用搬送 搭載
RFID Radio Frequency Identification System

図4 RFID 読取 書込
両方向通信 可能 複雑 構成
情報 管理 特徴

組立最終工程 単体 動作特
性 満足 全数検査 試験機
単体 二次元 品質 傾向管理 行

番号 製品本体 二次元
情報 格納 製品 解体 過電流

引外 品質情報 管理 閲覧

6.2　スポット溶接品質の作り込み

配線用遮断器 漏電遮断器 接合工程 多
溶接 付 採用 一

般的 金属材料 溶融 接合 溶接 溶接条
件 溶接電流 通電 時間 加圧力
接合電極 接合状態 監視 溶接測
定器 使 被接合部 通電 電流値 時間
監視 接合部 品質保証 行 今回

接合品質 向上 新 取組 展開
⑴　接合用電源 溶接測定器 接合品質 向上
接合用電源 直流 方式 採用 交流式

比 熱効率 高 短時間 接合 可能 接合欠陥
発生 特徴 持 接合電極
高温発熱 酸化劣化 起 接合時 抵抗変化

起 定期的 交換 研磨作業 必要
溶接測定器 溶接電流値 時間 電極
間電圧 測定 被接合部 抵抗変化 管理

⑵　溶接電極製法 接合品質 向上
接合電極 電極
材質 適用 銅 銅 付
方法 接合 一般的 方法

電極 接合品質 製
品 接合品質 電極寿命 低下 問題

問題 解決 接合電極 製法
電極材料 共同 開発 新接合方式 採用

電極 銅 直接
接合 付 部 接合欠陥 存在
図5 熱伝導 電極 冷却時間 早 特徴

施策 被接合部 状態変化 的確 把握
電極交換時期 適正化

溶接状態 監視 行 接合工程過電流引外し
ユニット

生産情報コード
（二次元コード）

RFIDタグ

図4　組立用搬送キャリア

タング
ステン

銅シャンク

（b）直接接合品（a）ろう付け品

タング
ステン 欠陥

銅シャンク

ろう材

図5　電極接合部の断面
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溶接品質 作 込 実現 接合不良
品 確実 工程外 排出 仕組

接合結果 製品 番号 接合
管理 保管 生産現場 記録管理

工程内統計表 自動転記 仕組
傾向管理 品質維持 役立

6.3　部品ピッキングシステム

配線用遮断器 漏電遮断器 組立 自動組立
手組立 二 方法 行 両
部品供給 設備段取 生産情報 認識 自
動的 行 仕組 採用 図6 手組立

部品 生産情報
読取 型式 使用 部品 選択

間違 部品 取 出 警告 発 製品 次
工程 供給 仕組

再確認 次工程 組立工程 構成部品
正 組 込 機能 付加

特殊仕様 品 組立工程
画面 設置

作業内容 確認 仕組

7　製造管理システムの活用

配線用遮断器 漏電遮断器 生産 部品加工
組立 出荷 自動化設備 主体 構成
図7 生産設備 機能 維持 向上 製品品

質 作 込 保証 非常 重要
本生産 六 製造管理 製品
品質 生産性 日々管理

別工場 生産 状
況 確認 管理 活用 関係部門 情
報 共有 製品品質 向上 努
次 二 代表的 管理 紹介
⑴　設備稼動監視
生産 約 200 設備 生産状況 稼動状況

収集 管理 工程 傾向管理 解析
予防保全計画 策定 保全後 状況確認 役立
図8

設備 接合以外 締
金型加工 工程 多 寿命管理 設備
設定 寿命回数 到達 保守員 交

換 行 仕組
⑵　品質管理

試験機 製品 重要機能 生産
情報 試験結果 付加 収集 管理 収集結
果 直行率 管理 製造工程内 品質 作 込

判断 稼動監視 同様 傾向
管理 機能 製品品質 維持 向上 日々役
立

8　あとがき

配線用遮断器 漏電遮断器 生産 品質
信頼性 作 込 具体例 挙 紹介 受配
電機器 開閉制御機器 代表 器具製品 機能 仕様

多様化 高度化 予想
満足 製品開発 製造工程 品

質 作 込 保証技術 高度化 客 要求 応
製品 生 出 生産 構築 努 所

存

部品選択ランプ 部品棚

生産情報コード読取機

図6　部品ピッキングシステム

出荷

部品組立

部品組立

成形材料

成形

本体組立

図7　生産ライン概要

ドリルダウン

図8　設備稼動監視システム
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1　まえがき

富士電機 製品 構成 部品 多
金型 用 ･成形 加工部品 加
工部品 高精度化 高品質化 製品 品質 信頼性 支
基盤 安定 品質 信頼性 持 製品 継続

的 生産 高品質 金型技術 必要不可欠
金型 品質 良否 最終製品 品質 大

影響
金型部門 最新 金型材料 加工技術

導入 生産 通 得 部品加工 関 知見
金型 設計 ･製造 反映 金型 高精度化
取 組

本稿 ･成形加工部品 品質 作 込
金型設計 ･構造 ･材料 新 金型技術 取組

･成形加工部品 品質 ･信頼性 向上
述

2　プレス ･成形加工部品の品質の作り込み

図1 新製品開発 流 関係 部門 役割 示
量産時 市場要求 満 安定 品質 ･ ･
納期 実現 製品 早期 市場供給 開発時
課題 初期段階 明確化 対策 講 重要

金型部門 開発 初期段階 参画 機能

製品の品質 ･信頼性に貢献する金型技術

宮本　幸雄

製品 構成部品 多 金型 用 成形 加工部品 金型 品質 良否 最終
製品 品質 大 影響 富士電機 品質 多大 影響 及 変動要因 事前 調査 予測 変動 加工部
品 最小化 金型技術 加工 基 金型 製作 各生産拠点 供給 金型技術向上
取組 解析技術 品質工学 適用 加工部品 寸法安定性向上 金型 長寿命化 成形稼動率 向上

金型 汚染防止 成形品 品質向上 製品 品質 信頼性 貢献

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 technol-
ogy 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 tech-
niques 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. 

開発ステップ

発売準備

量産フォロー

開発計画
構想設計

試作設計
試作試験

量産試作
量産試験

開発部門

商品企画

構想設計審査

試作図面

試作

量産図面

生産準備

量産試験結果報告

初ロット確認審査

量産品質確認

試作試験結果報告

金型部門

製品構造分析

製品構造検討

構造最終確認
金型設計製作

量産確認

生産技術・製造部門

現行品分析

価値分析

コスト見積り

生産方式検討

投資計画立案

初ロット生産準備

金型出来栄え確認

コスト見積り

1ロット生産準備

量産フォロー

図１　新製品開発の流れ
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寿命 外観 供給納期 製品要求内容 実現
固有技術 投入 生産性 品質安定性 両立 部
品図面 仕上 使命 ･
成形加工 品質影響因子 留意
  図2 示 一般 部品 成形品 必要
要素 金型 加工機 機 成形機 材料 被加
工材 取 巻 使用環境

要素 持 変動要因 相互 影響 合 部品
成形品 品質 多大 影響 及 特 生

産拠点 展開 各生産拠点 安定
生産 実現 生産拠点 用 加工
機 材料 金型 使用環境 変動 加工部品

金型技術 最小化 重要

  変動要因 事前 調査 予測 上 保有
金型技術 加工 基 金型 製作 各生

産拠点 供給
  次 金型技術 向上 向 取組 適用事例
示
  

   3　 プレス ･成形加工部品の品質 ･信頼性の向上
  

  3.1　解析技術と品質工学による寸法安定性の向上

  金型 要求 製品図面 要求
寸法公差 形状 満足 生産 維持 技術

製品開発 初期段階 量産時 長期
成形品 品質維持 成形加工 充塡性
成形後 変形 事前検証 樹
脂流動解析 用 事前検討 加 品質工学

設計手法 用 成形条件 最適化 2段
階評価 行

  流動解析 樹脂流動経路 位置
最適設定 評価 結果 基 成形条

件 各 水準 設定 行 簡易的 成形 実
施 最適化 図
  図3 解析 適用 成形品 実際 成形

行 後 寸法測定結果 本成形品 A B寸法
従来 事前評価 公差範囲外 解析技術
品質工学 適用 要求公差内 収
  図4 上記 手法 活用 品質工学 最

適 値 適用 樹脂流動解析結果
変形量 実機成形 同等 結果
  図5 開発試作段階 解析実機評価 流 示 流

金型
プレス型・成形型

加工機
プレス
成形機

材料
被加工材
樹脂材料

プレス部品
成形品

環  境

温度，湿度
材料管理状態
金型管理状況
加工機保守状況

金型構造
組立精度
加工部品精度
部品材質，熱処理

加工機能力
計量，型締め
加工条件
（圧力，温度，速度）

材料組成
繊維量
製造方法

図2　品質影響因子
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図3　成形品モデルと実成形後の寸法測定結果
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図4　樹脂流動解析結果（そり解析）
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動解析 活用 容易 事前評価 解
析結果 都度 蓄積 成形材料 変動状況
成形機 性能状況 加味 設定
解析精度 向上 開発部門 製品形状提案
安定的 量産維持 対応

3.2　金型の長寿命化による成形稼動率の向上

金型 必要 時 必要 生産 特長
持 成形品 品質信頼性 高 同等 製品供
給 要求納期 応 金型 稼動率 重視
稼動率 耐久性 高 金型製作 長寿命対策
取組 示
正常 使用 場合 金型 寿命 発生 現象

捉 主 金型部品 摩耗 疲労 中 成
形品 強度対策 成形材料 繊維 配合
場合 金型 摩耗 加速 要因 長寿
命対策 必須 取組
図6 一般的 金型 寿命影響因子 示 影
響因子 対策 長寿命化 実現
鋼種 被加工材 成形材料 特性 考慮
耐摩耗性 高 鋼種 選定 有効
熱処理条件 成形加工 必要 耐摩耗性 耐衝撃

性 耐腐食性 特性 付与
表面処理 施 延命 可能

加工方法 金型寿命 悪影
響 及 要因 得 金型製作 部品加

鋼種

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

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

課題：凝着摩耗抑制
目的：摩擦係数低減
手段：表面処理（PVD）

表面処理 加工方法

図6　金型寿命影響因子と主な対策

図7　放電変質層（白色部）

設計部門 金型部門

設計データ 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

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

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

成形条件
樹脂物性データ

データベース化

時間
大

小

3Dデータ
外形図面

樹脂流動解析
ツールの活用

金型部品展開

金型データ利用

自社成形

成形結果フィードバック

樹脂合流部解析

図5　開発試作段階での解析実機評価の流れ
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工工程 設定 重要
中 金型部品加工 多用 放電加工
加工表面 放電変質層 図7 生

⑴

部位
発生 微細 起点 金型部品 破損

可能性 回数
電気条件 放電加工条件 最適化 放
電加工後 研削加工 変質層 除
去 長寿命化 推進
使用 鋼種 材料 相性 金型 破損 発生
場合 図8⒜ 金型 破損 事例 損

傷 原因 追究 再発防止 検討 鋼種
従来 鋼 鋼 換 表面改質 硬度
増強 耐摩耗性 素地 密着性 高
付与 加工方法 改善 従来 補修間

数 格段 向上 図8⒝
生産時 問題点 改善 事例 蓄積

最適 金型材料選定 金型形状変更 加工条件 設計指針

策定 金型生産運用 最適化 実現
稼動率 向上 生産納期 応 量産成形

生産 削減

3.3　金型の汚染防止による成形品の品質向上

樹脂成形金型 成形性向上 観点 金型 開閉時
封 込 空気 排気 行 溶融樹脂 金型内部
充塡 排気路 逃 設 逃
満足 機能 場合 焼 成形品 黒変
不定期 充塡不良 発生
成形品 表面 光沢 発生 良品成形 困難

溶融樹脂 発生 腐食性
金型部品 表面 入 子分割 隙間 徐々 堆積 成

形不良 原因 多 図9

金型設計 逃 手段 検討
量産成形 行 上 非常 重要

従来 金型分割面 設 抜 溝 作成
立壁 排出 困難 場合 入 子 分割
分割面 隙間 排出 方法 採用

抜 鋼材 状 多孔質体 素
材 適用
最近 取組 金型 耐腐食性 優

材質 変 鋼材 新鋼材 開発
表面処理 最適化 推進 結果 金型

腐食 汚 付着 表面状況 良好 状態 維持
図10 図11 示 従来

比 連続生産 数 大幅 伸 成
形品 品質 維持 続
本稿 成形品 事例 紹介 部品加工

（a）従来型 （b）改善型

図10　金型腐食の改善事例
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図8　金型の改善による破損防止事例

金型汚染箇所

図9　金型汚染事例
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同様 取組 展開 製品 品質 信頼性 向
上 寄与

4　あとがき

製品 小型 ･軽量化 加速 構成部品 薄肉軽
量化 高強度化 必須 金型技術 対
応 薄肉成形部 最適 材料流路設計 表
面処理技術 改善 金型構成部品 精度向上 求

製品 低減要求 応 部
品 ･成形品 品質 確保 生産性向上 必要 金
型内 成形 複合化技術 適用 取 組

支 金型技術技能者 育成 生産性

向上 品質確保 支 金型技術 確立 推進 所存

参考文献
⑴　河口誠司, 天野宏地. 知 材料 熱処理講座3 熱

処理 問題点 防止策 . NACHI 

BUSINESS news. 2005, vol.6, D1, p.1-7. 

宮本　幸雄
金型設計製作 業務 従事 現
在 富士電機 株式会社吹上事業所金型
技術部長
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1　まえがき

富士電機 火力発電 地熱発電 代表 大型 発
電 設備

･ 機器
IC IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor

電子 幅広 用途 大
小 製品群 持
使用環境 運転条件 要求 寿命 製品 異

製品 応力 変形量 適正
低減 構造物 固有振動数 把握

共振 回避 機械的 設計課題 挙
製品内部 各種部品 発熱 温度上昇

抑制 製品 品質 安定動作 保証
長期信頼性 確保 不可欠
近年 発電設備 大容量化 機器 電子

小型 ･高密度実装化 電気自動車
車 搭載 製品 用途拡大 要求 高

伴 富士電機 強度 ･振動 熱冷
却 中心 機械系 技術 開発 ･活用

製品 信頼性 向上 進
本稿 富士電機 製品信頼性 関連 機械
系 主 適用範囲 述 後 具
体例 発電機 固定子 振動解析 汎
用 主回路温度解析 紹介

2　 機械系シミュレーションによる信頼性向上への
取組み

3D-CAD Computer Aided Design 普 及
性能向上 背景 技術

利用範囲 拡大 合 製品 通常使
運転条件 動作環境 通常運転

超 条件 想定 性能 信頼性 確認
技術 利用 可能
中 特 熱応力 共振 生 疲労破壊

変形 進行 温度上昇 伴 電子部品 寿
命低下 製品 長期信頼性 関 設計課題 対
試作試験 基 従来 短期間 検

証 困難 検討 設
計段階 広 行
表1 製品 信頼性確保 目的 実施 機
械系 例 示
応力 変形量 低減 共振回避 目的 強度

半導体 層
微小領域 熱応力 進展 推定 大規模発
電 構造物 強度検討 幅広 分野
製品 信頼性 関 検討 実施
最近 接着材 高分子材料
対象 粘弾性解析 手法 製品 長期信頼性
確認 取 組 例 高

温環境下 可能性 樹脂筐体
応力緩和 回転子 磁

石接着時 接着剤応力 界面 機械的寿命 推定 目的
強度解析技術 実用化 進

次 製品 安定動作 長期信頼性 確保 目的
温度 機器筐体内
基板実装部品 冷却検討 半導体 放熱設計

主 適用対象 挙 小型化 大電流化 進
製品 材料 劣化 電子部品 寿命低

減 引 起 温度上昇 抑制 重要 設計課題 一
技術 活用 冷却構造 放

機械系シミュレーションによる信頼性向上

山本　　勉 大野　和彦

富士電機 応力 振動 温度上昇 低減 通 製品 信頼性向上 実現 強度 振動 熱冷却 中心
機械系 技術 開発 適用 進 振動解析 発電機 固定子

電磁力 共振回避 目的 振動 技術 構築 製品開発 適用 冷却設計 分野 汎
用 対象 主回路配線 生 発熱分布 電流解析 計算 基板 含 製品
温度 推定 技術 開発 実施 製品 熱的信頼性 確保 努

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. 
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熱構造 最適化 取 組
⑴

3　タービン発電機固定子コイルの振動解析

最近 技術開発 代表例 最初 2極空気冷却
発電機 固定子 振動解析 紹介

発電機 回転子 軸振動低減 固定子
鉄心 固定子 電磁力 共振回避 製品信頼性
関 振動面 重要課題 課題 対

技術 活用 製品各部 構造検討 ･強
度評価 通 製品 信頼性向上 取 組

3.1　タービン発電機の構造と固定子コイルエンド

図1 空気冷却 発電機 構造 代表例 示
図2 固定子 示 固定子

絶縁間隔片 支 金具 構成
部品 縛 紐 締結 上

樹脂含浸 一体 接着 本絶縁方式 全含浸方
式 呼 緩 対 信頼性 高 緩 補修

低減 持
固定子 始動時 運転時 電磁力

機械的 受 電磁力 共振
回避 製品 信頼性 確保 上 不可欠

構造 極 複雑
樹脂含浸 前後 各部 剛性 変化 従来技術

設計段階 共振 有無 確認 困難

3.2　樹脂含浸による接着のモデル化

樹脂含浸 工程 固定子 絶縁 表面 樹
脂 際 固定子各部 溶 樹脂
流 込 後 冷 固 部材間 樹脂

接着 接着層 部材間 隙間
実際 厚 不均一 内部 部分的

剝離 生 考 的
構造 含 接着層 剛性 解析上 厳密 再現
困難 今回 図3 示 定数
的 化 実施 上 実機 同様 樹脂

含浸 施 図4 測定用 製作 固有振動数
測定結果 図5 示 解析結果 比較

接着層 定数 算定 値

表1　製品信頼性に関わる機械系シミュレーションの例

分　野 代表的製品 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

ドライブシステム

インバータ
無停電電源装置
サーボシステム

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

電子デバイス 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

発電プラント

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

受配電・制御機器 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

流通システム

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

軸受 回転子 固定子鉄心 固定子コイルエンド

図1　タービン発電機の構造例

図2　固定子コイルエンド
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全体 振動解析 用

3.3　解析モデル

図6 全体 解析 示 樹脂含浸
接着状態 定数 解析 反映 振動解析 実
施 固定子鉄心 挙動 振動

寄与 仮定 鉄心側 拘
束条件 与 計算 行

3.4　コイルエンドの振動解析結果

解析結果 対 電磁力 共振 恐 楕
円 着目 実測値 比較 行
図7 楕円 様相 示
図8 出力 体格 異 6機種 発電機 実
測値 比較結果 示 発電機 実
測 解析 楕円 差異 10%以下 固定子

対 高精度 振動 推定 可能
確認

本解析技術 従来 主 製作後 振動測定

確認 行 共振 有無 設計段階
検証 発電機 信頼性向上
開発期間 短縮 役立

4　汎用インバータ内部の温度解析

4.1　汎用インバータの冷却設計

振動 ･強度 冷却設計 各種製品 信頼性 左
右 課題 挙 次 汎用 内部
温度推定 目的 開発 進 技

実際の接着

コイル

ばね

モデル化

コイル

絶縁間隔片

接着層（樹脂）

接着層（樹脂）

図3　樹脂含浸による部材間接着層のモデル化

コイル

絶縁間隔片
縛り紐（ひも）

図4　ばね定数算出のための測定用コイル

絶縁間隔片

コイル

コイル

ばね

図5　ばね定数算出のための解析モデル

拘束条件

図6　固定子コイルエンドの解析モデル

大
変位

小

図7　楕円モードの解析結果

誤
差
（
％
）

実測
解析

誤差

A B C D E F
発電機

0

5

10

15

20

楕
円
モ
ー
ド
の
周
波
数
（
H
z）

図8　楕円モードにおける実測と解析の比較
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術 紹介
図9 汎用 概観 示 装置内部 主回路
入力 商用電源 直流 変換 部 直

流 任意 電圧 ･周波数 交流 変換 部
構成 一般 装置 電力変換

効率 約 95% 残 約 5% 電気
配線

熱 放散 汎用 発熱量 大
温度上昇 緩和

利用 従来 冷却設計
放熱性能 向上 主眼 置 構造上

工夫 行 近年 装置 小型化 熱
設計 EMC Electromagnetic Compatibility 両立設
計 要求 受 筐体内 基板実装部品 関
設計 上流段階 発熱量 伝熱経路 明確化

熱的信頼性 確認 必要
含 主回路配線 実装部品 温

度 推定 技術 構築 取 組

4.2　主回路配線の損失計算

主回路配線 損失計算 3D-CAD 配線
形状 読込 行 配線 抵抗率 電流値 定義

電流密度 発生損失 分布 求
図10 図11 基板

構成 主回路配線 電流密度分
布 代表例 示 配線 幅 厚 電流 経路

電流密度 分布 生 分
計算結果 利用 主回路配線 実装部品 含
内部 温度解析 行

4.3　インバータ内部の温度解析

筐体内部 実装部品 温度上昇値 放
熱能力 左右 今回 含

筐体全体 解析対象 主回路配線 損
失分布 主要部品 発生損失 考慮 温度解析 実施

図12 内部 温度分布 示
実測 比較 各部 温度上昇 解析値
実測値 差異 平均 約 15% 確認

全体 複雑構造 対象 大規模解析
化手法 改良 余地 残

温度分布 傾向 実測値 一致 結果 得

高
温度

低

（a）ヒートシンク

高
温度

低

（b）電源基板

図12　インバータ内部の温度分布

（a）筐体構造 （b）内部構造

図9　汎用インバータの概観

高
電流密度

低

図10　パワーモジュールの電流密度分布

高
電流密度

低

図11　主回路配線の電流密度分布



富士時報　Vol.84 No.2 2011

特  

集

機械系シミュレーションによる信頼性向上

146（36）

本解析技術 利用 装置 熱的信頼性
確保 目指 検討 設計 上流段階 可能 現
在 温度解析 構造検討 試作試験 温度検
証 併用 製品 冷却設計 行

5　あとがき

本稿 発電機 汎用 代表例
製品 信頼性確保 設計最適化 両立

機械系 技術 紹介
近年 各種製品 性能 品質 ･信頼性 向上 対

技術 不可欠 要素技術 一
今後 技術

高度化 計測 ･評価技術 向上 図
各種製品 信頼性向上 努 所存
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⑴　中山和哉, 山本勉. 富士電機 技術
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p.152-155.
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術研究 技術研究部 日
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1　まえがき

電気電子機器 求 信頼性 機能 ･性能 十分
発揮 温度 湿度 環境変化 対
耐久性 安心 ･安全 使用 安全性

富士電機 各分野 技術 駆使 製品 信
頼性向上 努
電気電子機器 電磁妨害 対 信頼性向上 基

盤技術 EMC Electromagnetic Compatibility 電磁両
立性 挙 電磁妨害 自然現象 雷
静電気 電気電子機器 発生 意図
電流 電磁波 電磁 空間
経由 電気電子機器 入 込 電子回路 誤動作

電磁妨害 防止 電磁
発生 機器 対 発生量 電子

回路 含 機器 電磁 対 耐量
規制 EMC 電磁妨害 原因

電磁 抑制 技術 EMI Electromagnetic 
Interference 電磁 影響 受 技術
EMS Electromagnetic Susceptibility 両立
技術

2　 パワーエレクトロニクス機器の EMCに関する
技術課題

2.1　パワーエレクトロニクス機器

機器 直流電力
交流電力 交流電力 直流電力 変換
電圧 ･電流 大 周波数 自在 変換

用 電気機器 例 太陽電池 発電
直流電力 一般家庭 使 交流電力 変換 際

機器 必要 工場 通信
電源装置 電車 駆動 ･補助電源 電気鉄道

分野 ･ 駆動 産業分野
近年 自動車 電気自動車 駆動装置

家庭用電化製品 適用 幅広 分野
機器 使用

2.2　EMCの分類と各種試験

電気電子機器 電磁妨害 対 信頼性 測定
各種 試験 行 必要

図1 電気電子機器 影響 及 EMC 分類 対
各種試験 示 EMS 分類 自然現象 電気電

子機器 発生 電磁 模擬
注

試
験 EMI 分類 電気電子機器 発生

規制値以下 試験 機器 課
各種試験方法 基準値 国際電気標準会

議 IEC 定 業界別 独自
基準 定 場合 電気電子機器
規制 満足 電磁妨害 対 信頼性向上

努

2.3　パワーエレクトロニクス機器におけるEMCの課題

機器 電力 自在 変換 技術 根幹
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
半導体 数 kHz 数十 kHz 高周波 技
術 半導体 高速 電気
切 刻 変換 高効率化 省

装置 小型化 正確 電力 高

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

玉手　道雄 林　美和子 皆見　崇之

電気電子機器 誤動作 電磁妨害 対 信頼性向上 技術 EMC Electromagnetic Compatibility 挙
機器 半導体 高周波 大 電磁

発 十分 電磁 低減 求 富士電機 複数 解析 活用
発生 電磁 伝導 放射 推定 試作前 対策 行 EMC対応 設計
製品適用 進 技術 機器自身 周辺機器 信頼性向上 寄与

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 electro-
magnetic 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.

注  電磁妨害波 存在 環境 機器 装置  

 性能劣化 動作 能力
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信頼性 実現
反面 高速 大 電磁

源 知 図2 半導体
動作波形 模式図 示 一般的

半導体 数百
V 電位変動 1µs 以下 短期間 完了 電圧
電流 急峻 変化 生 高周波
電圧 ･電流 大 電磁 源 例 電源

通 機器外部 流出 伝導
電界 磁界 変化 空間 放射

放射
機器 大 電磁 発

電子回路 誤動作 十分 電磁
低減 必要 機

器 最 近接 配置 電子回路 機器
制御 基板 実装 図3

半導体素子 IGBT 採用 IPM Intelligent 
Power Module

⑴

IPM IGBT 駆動回路 保
護回路 搭載 基板 内蔵

源 IGBT 直近 配置
大 電磁 IPM 限
機器 十分 誤動作対策 施

機器 大 電磁 発生
加害者 同時 最 大 影響 受 被害者
側面 持 特殊 装置

3　 パワーエレクトロニクス機器のEMIシミュレー
ション技術

3.1　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 機器 電磁 伝搬経路 説
明 図4 機器 例 汎用

回路構成 示 汎用

伝導性雑音
　雑音端子電圧
　放射電界強度

EMCの分類 イミュニティ評価試験・EMI 測定項目

EMI

静電気放電

放射電磁界

電源端子雑音

静電気放電イミュニティ試験

放射電磁界イミュニティ試験

入出力端子雑音

アース端子雑音

雷サージ

瞬低・電圧低下
　電源変動

伝
導
性
雑
音

電源周波磁界イミュニティ試験

（
電
磁
妨
害
）

サージイミュニティ試験

電源イミュニティ試験

磁界

伝導妨害

放射妨害

高調波電流

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

高調波測定

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

EMC

EMS

（
電
磁
両
立
性
）

（
電
磁
妨
害
感
受
性
）

図１　EMCの分類に対応する各種試験

ターンオン動作 ターンオフ動作

0

0

コレクタ－エミッタ間電圧

コレクタ電流

：電圧，電流の急峻な変化

Vce

I c

図2　半導体スイッチングによる動作波形の模式図

図3　IPM
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三相 構成 IGBT
制御

高周波 電圧 ･電流 伝 伝導
本体 放射 放射

外部 流出 電磁妨害 引 起 原因 電磁
伝搬経路 通常電力 供給 配線

流 経路 浮遊容量 介 装置 筐体
冷却 線 流 経路 2種類 分

類 浮遊容量 構造的 形成 意図

装置内部 形成 浮遊容量 最大
数百 pF 非常 小 高周波 電磁 主

要 伝搬経路
浮遊容量 外部 流出 電磁 伝

搬経路 機器内部 基
板 実装 電子回路 誤動作 引 起 伝搬経路

図5 機器内部 回路構成 模式図 示
機器 電力変換 行 主回路部 制御

行 制御回路部 基板 持 通常
絶縁 主回路部 数百V
電位変動 制御用 基板 直接流 込

絶縁 部品
制御用電源 微小 浮遊容量 Cstray 形成
主回路部 電位変動 一部 制御用 基板

流 込 図5赤矢印 主回路 S1 S2

冷却 間 IGBT 内部 形成
浮遊容量 形成 IGBT 内部 形成

浮遊容量 多 外部 流出 一部
基板 流 込 図5青矢印 浮遊容量 介
流 高周波 電流 制御用 基板 基準電

位M 大 揺 結果 誤動作 引 起
原因

形成 浮遊容量 伝搬経路
源電流 低減 機器 EMI

EMS 共通 対策法 図4 図5 示
源電流 発生 半導体

伴 高周波 電圧 電流変動 起因
分

3.2　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

富士電機 前述 状況 踏
機器 EMC性能 設計時点 見積 問題 解決
EMC対応 設計 推進

設計 製品設計 初期工程 解
析 重点的 行 検証 後工程 負
荷 軽減 品質向上 納期短縮 図 設計

機器 EMC 設計
機器 発生 EMI 制御回路内 電圧変

インバータ モータ入力ケーブル

M

T

E

空間伝搬

受信アンテナ
（周辺機器）

伝導ノイズ

出力ケーブル

伝導ノイズ 放射ノイズ

冷却フィン

+

図4　汎用インバータが発生する電磁ノイズ伝搬経路

：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

主回路部

制御用
プリント基板

フォトカプラ

トランス

制御用
電源

浮遊容量

CPU

C1

S 1

S 2C 2

C stray

C stray

C stray

C stray

C dc

M

図5　誤動作の原因となる伝搬経路
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動 解析 用 事前 推定 技術
製品自身 周辺機器 安定動作 試作評価
頼 多面的 検証

3.3　パワーエレクトロニクス機器の EMI 解析プラット 

        フォーム

機器 発 電磁 図4 示
伝導 放射 大別 伝

導 放射 EMC対応
設計 推進 EMI解析範囲 異
現状 技術 一 解析 電

磁 伝導 放射 正確 推定
複数 解析 組 合 必要
富士電機 解析 一部 共通化

EMI解析 構築
伝導 解析 装置 周辺
詳細 構築 伝搬 伝
導 正確 推定

⑵

放射 解析
装置各部 放射 磁界 電界 空間伝搬 電磁界解析

活用 解析 放射 解
析 用 装置部 伝導 解析用
活用 製品設計時 解析規模
縮小 解析 実現 可能

3.4　伝導ノイズ解析事例

伝導 解析技術 多 機器 適用
⑶

現在 EMC対応 設計
汎用 用EMI 適用 進
図6 伝導 解析 示
示 3段階 設計完了後 解析
基本 大 設計変更 生 場合
随時解析 行 製品設計 初期段階 理論設計

部品 構築 解析 候補部品 決定
入手 部品 多 解析精度

低 大 設計 確保 後 設
計 進 詳細 装置構成 決定 構築
範囲 広 解析精度 改善 EMI

部 最適 設計 詳細設計後 解析 図中
示 正確 3D-CAD Computer Aided Design

活用 装置試作前 精度 高 EMC対
策 行
図7 EMI 追加時 伝導 推定事例
示 規制 対象 値 対象周波数

0.15 30MHz 領域 測定結果 解析
結果 一致 特 規制 満足 際 問題

0.15MHz 1MHz 超 2MHz 超
一致 EMI 設計 活用

十分 精度 得
以上 解析 基 設計 試
作後 評価期間 大幅 短縮 伝導 EMC

設計 実現

3.5　放射ノイズ解析事例

放射 解析 空間伝搬 電磁界解析 段階
解析規模 要素数 解析時間 増大 原因

放射 含 EMC対応
設計 実現 解析精度 改善 同時

電磁界解析規模 縮小 取 組 必要 図8

検討 放射 解析 例 示 検討
初期 回路 反映
複雑 構築 放射 正確
推定 技術確立 進 装置全体 電磁界

解析 構築 解析負荷 多 時間 要
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伝
導
ノ
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ズ
（
d
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µ
V
）
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：解析結果

図7　伝導ノイズ推定事例
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図8　放射ノイズ解析モデルの例
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部品モデル化，
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装置寸法，部品配置
などの概要確定

大
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製品開発 適用 困難
放射原理 明確化 主要 放射源 抽出 経 現

在 解析 単純化 複数 放射源 解析 取
組 単純化 電磁界解析部 解析

負荷 軽減 一方 伝導 解析 共用部 含
解析精度 向上 放射 推

定精度 改善 図9 機器 放射
推定事例 示 40MHz 付近 測定結果 解析
結果 誤差 約 10 dB 若干大

評価周波数範囲 30 100MHz 包絡線
形状 一致 良好 放射
推定

伝導 難易度 高 放射
EMC対応 設計 実

現 向 解析技術 向上 図

4　あとがき

EMC 電気電子機器 信頼性 左右
一 従来 装置試作後 行

EMC性能評価 解析技術 活用 EMC対
応 設計 推進 製品
安定動作 実現 信頼性向上 努 所存
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図9　放射ノイズ推定事例
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1　まえがき

組込 機器製品 実装 機能 多様化 求
性能 向上 一途

組込 用途 CPU 高性能化 高
速化 著 上 小型化 進 発熱密度 上昇
受動 影響 増加 環境対応
機能改善 部品 改廃 頻発 設
計変更 再試験 繰 返
一方 容量 開発工数 増大傾向

品質 課題 経済産業省 組込
産業実態調査報告書 製品出荷後

発覚 不具合 約 59% 不具合 分
析

⑴

設計品質 向上 最優先課
題 捉 組織 43.5% 上

⑵

富士電機 例外
機器 情報 制御機器 組込 機器

開発 同様 課題 継続的 改善 実施

本稿 組込 機器
開発 中心 信頼性技術 動向 信頼性確保

向 取組 紹介

2　組込み機器における信頼性

信頼性 一般 与 条件 規定 期間中
要求 機能 果 性質 与 条件

期間故障 性質
⑶

組込 機器 構成要素
信頼性 左右 要因 熱 電界 電波
耐性 振動 機械的要因 部品 故障性

多 要因 対策 必要
信頼性 ｢JIS X 0129-1

製品 品質－第 1部 品質 ｣ 信頼性 関
特性 示 主 次 挙

⒜　成熟性
潜在 障害 結果 生 故障

回避 製品 能力
存在 障害 有無 量 頻度 度合 示 端

的 少
⒝　障害許容性 

障害部分 実行 場合 仕様
化 条件 違反 発生 場合
指定 達成水準 維持 製品 能力

誤入力 誤操作 検出 処理 行 能力

3　ハードウェア開発における信頼性技術

開発 信頼性 影響 要因 数多
中 板 要因 対策

必要 板 設計環境 部品選定
絞 取組 紹介
⑴　 設計 中心 設計環境構築

⑷

開発 信頼性 左右 要因 部品
回路 耐 性 EMI/EMS 熱 機構 干渉

接合信頼性 RoHS 指令
注1

REACH規則
注2

環境対応
多 要因 複雑 影響 個々

要因 対策 上 総合的 信頼性 確保 必要

組込 機器 信頼性 向上 多
要因 設計 各 解析 設計 進

組込み機器における信頼性技術

伊藤　　徹 大野　勝史

組込 機器 実装 機能 多様化 求 性能 向上 一途 富士電機 開発
熱流体解析 SI 解析 電磁界解析 技術 早 導入 板開発 品質向上 効果 上

統一部品 構築 信頼性 確保 開発 組込
開発技術 開発 継続的 改善活動 信頼性 確保 機能安全 要素技術

組込 機器製品 信頼性向上 活用

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.
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注 2 REACH規則  化学物質 登録 評価 認可及 制限 関  

 EU 欧州連合 規則
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設計環境 手法 確立 重要
従来 熱解析 SI 解析 反射

信号品質解析 放射電波解析 個々 解析 利
用 結果 基 回路設計 設計 対策
盛 込 設計
最近 一 設計 基 熱

SI 電源解析 実施 個々 問題 対応 設
計 実現 環境 整 一歩進 構
想設計 回路検討 段階 部品 配置 検討
熱 SI 電源解析 行 設計 進
開発環境 整
富士電機 個別解析 導入 早 行

解析 実行 製品 中心 回路設計
設計 各解析 連携 板開

発 適用 始 図1 設計
中心 解析 連携 概念図 示 回路設計

設計 中心 板 外形 構
造情報 構造 CAD Computer Aided Design

取 込 基 主要部品 配置
設計 熱流体 SI 電磁界解析 各解析
渡 解析 結果 設計 反映
繰 返 実行 基本的 構想 固 段階 詳

細 設計 進 設計 可能
設計環境 板開発 品質向上 開発

期間短縮 効果 上 今後 適用 順次拡大
予定

⑵　部品情報 共有
信頼性要因 部品 持 信頼性

供給 信頼性 重要 供給 信頼
性 信頼性 取組 姿勢 部品 起因

障害発生履歴 有無 障害解析能力 見極

富士電機 部品 関 情報 共有
図2 示 統一部品 環境 構築 部

品 基本情報 品質 部品起因 障害情報 全社
共有化 運用 近年 環境対応 重要視
RoHS 指令対応 REACH規則対応 情報

調査 管理 可能 総合的 部品情報 管理 実現

部品選定 際 部品情報管理 仕組 信頼
性 環境情報 確認 上 選定 装置設計 進

今後 解析環境 連携 部品選定 仕組 進化 加
開発 信頼性向上 主眼

仮想化 上
親和性 評価 協調設計環境

構築 進

4　ソフトウェア開発における信頼性技術

組込 信頼性 確保 技術
技術 設計 検証技術 代表
実行基盤 構築技術 開発 実行行為 工程 管

理 改善 開発 技術 多種多様 技術
2章 挙 信頼性特性 多面的 向上
技術 組込
開発 開発 改善 取組 示

4.1　組込みプラットフォーム

組込 機器 機種間 共通的 機能
提供 多 製品 適用

実績 有効 活用
開発効率 向上 品質 確保 有用

富士電機 組込 機器向 開
発 適用 次 述
⑴　組込 共通
富士電機 組込 機器全般 共通 機能 組込

回路設計 SI 解析

レイアウト設計

アナログ回路シミュレーション 熱流体解析

図1　解析ツール連携の概念図
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設計
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データベース
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顧
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REACH規則対応
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図2　統一部品データベースの概念図
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共通 開発
製品 適用 図3 組込 共通

構造 示
組込 共通 RTOS
Real Time OS 上 TCP/IP 汎用 通
信機能 更新 機器 運用
関 支援機能 装備
各製品 開発 使用

機種固有 部品 開
発 専念

適用実績
RTOS 群 適用
全社的 品質向上 寄与

⑵　電源制御
UPS 無停電電源装置 電源機器 電源出力
制御 処理 各種設定 監視

表示 通信 HMI
処理 混在

富士電機 製品化 要 期間短縮 製品品質 向上
図4 示 電源制御 開発

電源制御 処理 HMI
処理 電源共通部 機種共通
部 仕向 部 階層化
構成 新機種 開発 場合 機種共
通部分 仕向 対応 部分 開発
電源制御機器 構成 各階層間

処理 HMI 処理 部
項目 定義 交換手続 標準化

機能変更 拡張 当 変更開発 部分
影響範囲 明確 極小化 製品 信頼
性確保 有用

4.2　プロダクトライン開発

組込 機器製品 派生開発 多 派生開発 重
信頼性 低下 高

開発技術 呼
小 単位 細分化 開発 手法 類似 仕

様 多数 開発 場合 有効 手法
富士電機 開発 行 開

発支援環境 共通 資産
製品開発 円滑 行 開発 定義
様子 図5 示

型開発支援環境 製品要求仕様
分析 分析 必要
閲覧 選択
図 自動生成 実装

提供 適用
部品化 対象 拡大 系列開発

開発 信頼性 向上
部品 再利用 製品開発 効果的 行

拡充 行 必要
既存 資産 再利用 部品 効率

アプリケーション

共通部品 共通部品 共通部品 共通部品

RTOS

TCP/IP RS232C
（汎用シリアル）

USB
（ホスト/ターゲット）

支援
機能

組込みソフトウェア共通プラットフォーム

製品別機能実装部

ハードウェア

＊ API：Application Interface

標準インタフェース（API*)

ハードウェア依存部

図3　組込みソフトウェア共通プラットフォームの構造

ドライバ

API* API*

パワエレ制御部

メモリ
管理時刻管理

ユーザインタフェース

HMI 処理

CAN
通信

カス
タム

機種
共通

シス
テム

電源
共通

シーケンス
制御部

故障
波形
記録

通信プロ
トコル
管理

割込
制御

履歴
記録

アナログ
制御

運用
保守

履歴
管理

LAN
モニタ

ローダ

故障
検出

設定値 設定値

パワーエレクトロニクス処理

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

データ
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演算頻
度管理

＊ API：Application Interface

図4　電源制御プラットフォームの構成

プロダクトライン型開発支援環境

ドメイン
分析
ツール

コアアセット開発
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プロダクトライン型開発プロセス

登録 再利用
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図5　プロダクトライン開発技術
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抽出 技術 開発 技術
技術 応用 既存資産

分析 部品仕様 表現
図 状態遷移図 図 作成

手法 整備
今後 適用 製品 拡大 予定

4.3　開発プロセス改善の取組み

2009 年度版組込 産業実態調査報告書
⑵

不具合 再発防止対策
開発 見直 挙 組織 64.0%

上 富士電機 組込 開発

改善 信頼性確保 重要 取組 位置付
取 組

⑴　開発 改善推進体制 構築
開発 改善活動 推進
体制 構築 効果的 富士電機 経営
層直下 全社 改善活動 推進 設

指導 助言 下 各開発部門 活動 体制
体制 改善 実務

参画 連絡会 組織 各部門共通的 課
題抽出 対策審議 情報共有 行 推進
⑵　 見 化 開発 適用
改善活動推進 当 部門 開発

＊ 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。

指
標
 *
（
％
）

0

20

40

60

80

100

120

SP SA UI，SS PS

工程

（b）分析グラフ

（a）開発プロセスチェックシート

PG PT IT 委託管理

現状

計画

評価

計画達成度

図6　開発プロセスチェックシートの例

項　目 チェック内容 評価の仕方 選　択 現　状 計　画 評　価

プログラミング
（PG）

1 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

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

3 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

PG工程合計 9 13 18 16

PG工程指標＊ 100% 72% 100% 89%

全体合計 92 91 161 151

全体指標＊ 88% 43% 77% 72%
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状況 改善目標 数値化 管理 評価 行
見 化 開発 適用 一例 次

示
⒜　開発  
開発 成熟度 改善目標 数値的 把握

使用例 図6 示 開発
部門 改善前

状況 改善計画 改善活動後 評価 簡易 設
問 回答 数値的 記載 仕組

結果 工程 集計 確認
視覚的 改善状況 把握

⒝　品質評価
作成 製作時 生産性

項目密度 発生率 密度 品質指
標値 実績 自動的 計算 開発 適用

5　機能安全と信頼性技術

機能安全 機能的 工夫 安全 確保 機能 安全
機能 導入 許容 安全 確保

実現 技術 関 共通
的 技術 IEC 61508 国際標準
可変速駆動装置 自動車 機械 装置 個別規格
定 組込 機器 安全
機能 実現 要件 技術 示
⑴　機能安全 信頼性技術
機能安全 安全性 考 方 人
危害 資材 損傷 危険性 許容可能 水準 抑

状態 故障 発生 場合 本来
機能 実行 止 確実 安全 状態 遷移 出
力 安全 方向 制御 組込 機器
機能安全 考 方 機能安全 2

章 述 信頼性 異 概念 目的 異
⑸

信頼性 上 安全性 上 側面 機
能安全 適用 技術 組込 機器 信頼性 確保

有用 例 次 挙
⒜　 開発技術
安全側故障 考慮 故障率解析 FMEDA

Failure Modes  Effects and Diagnostic Analysis 求

⒝　 開発技術
構造設計技術 設計品質 確保 技術

求

⒞　開発
機能安全管理 FSM Functional Safety Manage-

ment 要求 要求仕様策定 設計 妥当
性検証 開発工程全般 適正 管
理 行 求

⑵　富士電機 取組
規格 記載 機能安全 実現 必要 要件 技
術 多岐 複雑 富士電機  実開発 適
用 実装技術 技術

開発 整備 技術
社内 運用 組込 製品 信頼性向上 活用

6　あとがき

組込 機器開発
中心 信頼性技術 動向 富士電機 取組

紹介
組込 機器 技術 機能 今後 多様化 信頼

性向上 取組 今後 継続 所存
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1　まえがき

信頼性 製品 与 条件 所定 期間要求
機能 故障 果 定義

⑴

製品 信頼性 確保 向上
運用管理

含 信頼性 重要
特 故障 劣化 特定

基 部品 信頼性改善
初期品質 確保 使用条件 耐久性試験
信頼性評価 必要 製品 品質 信頼性 作
込 製品 材料 設計技術
評価技術 不可欠 手法 必要
本稿 観点 各製品 評
価技術 各製品 適用事例 挙 製品 信頼性向上
取組 紹介

2　富士電機における信頼性評価技術

信頼性評価技術 分類 表1 示 富士電機 各
製品 品質 信頼性試験 故障解析 余寿命
診断技術 取 組 市場 発生 不具合 迅速
対応 予防保全 故障発生防止 積極

的 推進 信頼性評価 取組
次 述

3　品質・信頼性評価技術

富士電機 電動機
機器 半導体 磁気

媒体 電子 製品 発電 設
備 受配電 制御機器 自動販売機 幅広 製品 対

品質 信頼性評価 行 主 製品
対 品質 信頼性試験 評価 試験設備

表2 示
⑵ ⑶

3.1　品質評価

製品 開発 製造段階 出荷段階 行 品質評価試
験 初期故障 不具合 防止 重要 評価

製品 基本特性 電気特性 強度特性
非破壊試験 騒音特性評価 品質評価 分類
強度評価技術 非破壊評価技術 騒音評価技術 最近 事
例 回転機 試験 特性試験 紹介
⑴　強度評価技術
電子機器 接合部強度 薄膜 硬度 品質 特性評

価 行 際 評価部位 数十 nm 数mm 非常 微小

製品の品質・信頼性を支える評価技術

塩川　国夫 岡本　健次 岸　　郁朗

製品 品質 信頼性 確保 向上 故障 劣化 特定 基 部品
信頼性改善 初期品質 確保 使用条件 信頼性評価 必要 富士電機 初期故障 防止 重要 品質

評価 製品 基本特性 電気特性評価 強度特性評価 非破壊試験 騒音特性評価 実施 耐
久性 評価 信頼性評価 製品 信頼性向上 長寿命化 伴 加速寿命試験 腐食 疲労 振動評価 行

故障解析 基 再発防止 余寿命診断 予防保全 取 組

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 condi-
tions.  In the evaluation of quality, which is important for preventing premature failure, Fuji Electric assesses electrical and strength charac-
teristics, 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.

表1　信頼性評価技術の分類

信頼性評価技術 目　的 主な評価手法

品質試験・評価 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

信頼性試験・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

故障解析 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

余寿命診断・評価 予防保全 腐食度評価，劣化度評価
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領域強度特性 把握 必要 多様 製品群 評
価 対応 構造材用 大容量試験機
微小荷重 対応 評価設備 必要
富士電機 100 t 対応可能 引張試験機 大

型強度試験設備 数十 nm範囲 微小領域 硬度測
定 10N 以下 引張強度 行
超微小荷重引張試験機 評価設備 保有 多様
製品 強度評価 対応
図1 電子

硬度 測定 事例 示
電極 接合界面 硬度 母材 同等 硬度

健全 接合 確認
⑵　非破壊評価技術

表2　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 主な品質・信頼性評価および試験

分　野 製　品 品　質 信頼性 評価・試験設備

ドライブシステム

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

電子デバイス

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

発電プラント

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

受配電・制御機器

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

流通システム
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

アルミニウムワイヤ

圧痕が同じ＝硬度が等しい

測定画面

電極

図1　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 製造 溶接 付施工 不可欠
接合部 品質 製品 信頼性 大 左右

富士電機 接合部内部欠陥 非破壊評価技術開発
取 組 実機 適用 最近 事例 超音
波TOFD Time of Flight Diffraction 法 欠陥評価
技術 用 製品 適用
超音波TOFD法 内部欠陥 上端 下端回折波
伝播 時間 欠陥位置 寸法 算出 手法

一般的 超音波手法 反射法 比 欠陥
位置 寸法 短時間 高精度 検出 特徴
図2 示 蒸気 用溶接 品質
検査 TOFD法 適用 反射法 併用

探傷深 応 TOFD探傷条件 最適化
接合部全域 網羅 評価技術 確立 溶接

部 欠陥 信頼性向上 図  
⑶　騒音評価技術
製品 騒音評価 精度良 行 評価対象以外
騒音 暗騒音 建屋壁面 反射音 極力小
必要

富士電機 楔 型吸音材 各内壁面 床
含 6面 配置 全無響室 暗騒音 7dB以下
用 精度 高 騒音評価 行 図3 電磁
接触器 騒音評価例 示 筐体 表面
開口部 放射 衝撃音 5方向 周囲 4方向
上方 測定 音圧挙動 周波数 解析
騒音発生源 特定 行
⑷　回転機 試験
回転機 回転子 不釣合

高速回転 大 振動 発生 発
電機 大型回転機 重大 事故 恐

富士電機 質量 125 t 回転数 4,500 r/
min 試験可能 高速 試験設備 図4

不釣合 振動 低減 図 試験
600MW用 発電機 数百本
良好 振動値 運転
⑸　特性試験
製品 環境 使用 実際 使用環

境 模擬 状態 特性 評価 重要  
富士電機 機
器 設備機器 空調機器 総合 評価 可能

総合熱試験施設 建設 活用
一店舗 全体 完全 覆 全国 春夏秋冬

昼夜 外気温湿度 日照 模擬 設備
実環境相当 特性評価 行

3.2　信頼性評価

信頼性評価試験 製品 耐久性 評価 試験
製品 信頼性向上 長寿命化 伴 加速寿命試験 行
場合 多 加速寿命試験 製品 劣化
市場 同等 重要 使用環境 条件 応

評価法 選定 条件 設定 必要
富士電機 効果的 結果 得 加速試験法

検討 行 腐食 疲労 絶縁 振動評
価 保有技術 紹介
⑴ 腐食評価
地熱 腐食性化学成分 多量 含 地

熱流体 扱 自動販売機 温泉地 海岸地域
腐食性雰囲気 多 場所 使用 富士電

機 環境 模擬 信頼性評価 行
腐食試験装置 環境試験装置 加 製品固有 腐食

劣化 再現 必要 応 個々 対応
独自 腐食試験装置 開発 信頼性評価 行  

電磁接触器

図3　無響室における騒音評価

図4　バランス試験設備

スキャナ

探触子 溶接部

送信側探触子

欠陥

（a）測定原理 （b）装置

受信側探触子

図2　TOFD法適用例（溶接ロータ）
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表3 地熱 材料選定 評価試験
実機 信頼性 検証 耐食性

向上 材料 技術 開発 適用
⑷

⑵　疲労評価
電子機器 接合部 疲労寿命評価 行 際

試験片 違 金属組織 大 疲労特性
影響 実際 部品接合部 金属組織 大
想定 疲労特性取得 重要 実接

合部 大 試験片 用 疲労試験 行 試
験技術的 困難 一般的 実接合部
大 試験片 用 疲労寿命 取得
富士電機 微小試験片 φ1.0mm 疲労試
験技術 開発 寿命評価 適用 実接合部
金属組織 反映 精度 高 疲労試験

図5

⑶　絶縁性評価
半導体 運転 汎用

板 1,000V 近 電圧
加 絶縁信頼性 評価 行
板 代表的 絶縁劣化現象

例 銅
間

内層銅箔 間 繊維部 金属
溶出 導電路 形成 現象

富士電機 新 板 採用 当
高温高湿雰囲気 実使用条件 高 電圧 印加 保
証寿命 生

検証 問題 確認 図6

板 絶縁信頼性評価方法 示
富士電機 各種 板 評価 事前 行 実

運転電圧 絶縁劣化 選定 製品 適
用
⑷　環境加速試験
屋外 設置 製品 環境 劣化 対

信頼性 評価 重要
富士電機 型太陽電池
長期 紫外線 降雨 耐 信頼性 確保

厳 環境 迅速 評価 環境加速試験
SWOM 灯式耐候性試験
行 長期 信頼性 確認

⑸　振動評価技術
小型 車載電気機器 取 付 基
礎 装置 繰 返 振動 衝撃 受 構造部材
疲労破壊 至 場合
富士電機 図7 示 加振試験装置 用 振動
衝撃 対 耐久試験 行 製品 耐振性 確認

加振波形 実機 得 振動波形 用
実環境 模擬 評価 行

3.3　故障解析

製品 不具合 発生 一刻 早 原因究明
不可欠 表4 一般的 評価項目 評価手法
示

表3　地熱タービンの腐食試験

試　験 内　容

腐食試験 腐食液中に浸漬，減量を測
定し耐食性を評価

応力腐食割れ（SCC）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

腐食疲労試験
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（平均応力負荷）
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

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

（a）試験片サイズによる室温疲労特性

（b）大型試験片（φ10）と微小試験片（φ1.0）

大型試験片

微小試験片

全
ひ
ず
み
範
囲
  
  
 （
%
）

10.00

1.00

0.10

0.01
10 102 103

繰返し数（回）
104 105

φ10mm

φ1.0mm

φ20mm

ε
t

図5　疲労試験における試験片サイズの影響

絶縁層

銅めっきスルーホール

ガラエポ積層部

直流高電圧（数kV）

内層銅箔（はく）

図6　絶縁信頼性評価
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富士電機 装置 用 故障解析 迅速
行 体制 整 故障解析 得 知
見 製品 反映 再発防止 努

3.4　余寿命診断

蒸気 高温 使用 製品 予防保
全技術 使用材料 劣化 基 寿命

余寿命 求 余寿命診断 行
近年 機器 駆動用 重要 役割 果

製品 比較的過酷 設置環境下
使用 予防保全 期待 高
富士電機 対 診断技

術 開発 一 環境劣化診断技
術 構成機器 板 対象
設置環境 劣化 定量的 評価 余寿命 診断

腐食劣化診断 塵埃 劣化
診断 設置環境 濃度 塵埃堆積量 温度
運用状況 用 劣化診断用
故障 至 時期 予測

⑸

図8

4　あとがき

製品 多機能化 使用環境 多様化 今後
進展 考 信頼性 向上 取
組 重要 要求 答 評価技術
求
今後 信頼性評価技術 向上 新 評価技術 開発
取 組 客 信頼 得 製品 創出 貢献

所存
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図8　腐食劣化診断のマスターカーブ例

表4　評価項目と評価手法

評価項目 主な評価手法 主な評価目的

外観観察 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）　　　　　　　　　＊3：ICP：Inductively Coupled Plasma（誘導結合プラズマ）
＊2：EPMA：Electron Probe Microanalyzer（電子線マイクロアナライザ）

塩川　国夫
電子 ･構造材料 評価技術 研究開発 従事
現在 富士電機 株式会社

戦略本部生産技術 信頼性技術部
日本材料学会会員

図7　加振試験装置（モータ振動試験）
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岡本　健次
電子 ･有機材料 評価技術 研究開発 従事
現在 富士電機 株式会社

戦略本部生産技術 信頼性技術部
電気学会会員 実

装学会会員

岸　　郁朗
振動 ･騒音評価 評価技術 研究開発 従事
現在 富士電機 株式会社

戦略本部生産技術 信頼性技術部
日本機械学会会員
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1　まえがき

富士電機 製品 半導体 磁気記録媒体
電子 遮断器 汎用機器

自動販売機 太陽電池 燃料電池 各種発電
微細化 薄膜化 著 製品群 大型

多岐
製品分野 化 進 中 激

競争 勝 高 品質 信頼性
差別化 不可欠 差別化 実現

製品 開発 製造過程 信頼性 裏付
蓄積 反映 多種多様 分析 解

析技術 形状 膜厚 組成 結晶構造 化学状態 必要
重要性 責任 増

本稿 分析 解析技術 構成 示 代表的 製品
適用事例 基 社内 保有 分析 解析技術

駆使 取組 外部 最先端 設備 活用
特徴的 取組 紹介

2　富士電機における分析・解析技術

表1 富士電機 分析 解析技術 構成 示
高 品質 信頼性 確保 高度 分析 解析技術
必要 製品 半導体 磁気記録媒体

太陽電池 燃料電池 対象 課題解決
微量分析技術 微視解析技術 結晶構造解析技術 表

面 界面 薄膜解析技術 要素技術 体系的 強化
要素技術 高度化 他 製品

対 波及 活用

3　分析・解析技術

富士電機 多岐 製品群 対 2章 示
分析 解析技術 適切 用 製品
信頼性 高 各分析 解析技術 適用事例

次 示

製品の品質・信頼性を支える分析・解析技術

植田　　厚 寺西　秀明 森　　大輔

製品 品質 信頼性 確保 開発 製造過程 信頼性 裏付 蓄積 反映
多種多様 分析 解析技術 必要 富士電機 半導体 二次 質量分析法

微量添加元素 深 拡散構造 分析 後方散乱電子回折法 接合状態 微視的 結晶構造 解析 行
磁気記録媒体 磁気記録層 保護膜 膜質 膜厚 正確 評価 透過型電子顕微鏡 放射光施設 活

用 X線吸収微細構造解析法 用 検証

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 Electric s power semiconductors, secondary ion mass spec-
trometry 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 mag-
netic recording layer and protective film. 

表1　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 主な製品と用途

微量・低濃度成分の分析・解析
微量添加元素の分布評価 二次イオン質量分析法（SIMS） ™  半導体（pn構造）

™  太陽電池（発電層）低濃度分子の分布評価 赤外分光マッピング

微視・結晶構造の分析・解析

原子レベルの微細構造観察 透過電子顕微鏡（TEM）
™  磁気記録媒体（磁性層）
™  燃料電池（電極触媒）
™  半導体（基板）

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

表面・界面・薄膜の分析・解析
表面・界面の状態評価 光電子分光法（XPS） ™  デバイス全般

™  磁気記録媒体（保護層）超薄膜の膜質評価 X線吸収微細構造解析法（XAFS）

故障解析
不良箇所の特定 エミッション顕微鏡

™  デバイス全般（不良対策）
不良箇所の断面観察 集束イオンビーム（FIB），TEM
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3.1　微量添加元素の分布評価技術

試料表面 入射 試料表面 電
子 中性粒子 粒子 放出

二次 質量分析法 SIMS Secondary Ion Mass 
Spectrometry 粒子 検出
質量 測定 試料中 含
微量添加元素 深 方向 高感度 ppb ppm 分
析 手法 例 半導体 微量添
加元素 分布評価 説明
図1 富士電機 UPS 無停電電源装置 内蔵

半導体 内
組 込 半導体 示 半導
体 集積回路 異 基板 表面側

表面側 裏面側 向 縦方向 大電流 流
縦型

微量添加元素 拡散構造 濃度範囲 広
深 特徴 微量添加元素 拡散 
構造 高温高湿試験 耐電荷性 通

長期信頼性 大 影響 及 濃度
実測 正確 把握 設計
極 重要

図2 SIMS 注入 微量添加元
素 拡散 例 示 微量添加
元素 濃度範囲 広 濃度差 100 万倍 深 拡散
20 μm 行 確認 最表
面 深 位置 高感度 高精度 分析

3.2　接合部の結晶構造解析技術

60 70°傾斜 試料表面 電子線 照射 試
料表面領域 約 50 nm 以下 電子回折線 作

後方散乱電子回折 EBSD Electron Backscatter 
Diffraction 法 回折像 解析 結晶情報
得 手法 例 半導体

接合状態 解析 説明
半導体 半導体 間 電気的 接続

各 電気的特性 最大 引 出 使用環
境 長期間 安定動作 保護

半導体 社会 自動車
使用 多 携帯電話 情報機器 厳

信頼性基準 要求 SiC 炭化 素
GaN 窒化 用 次世代半導体

高温 常用 高温環境 高 信頼性 求

内部 図3 示 半導体
基板 Cu 板 接合体 DCB

Direct Copper Bonding 基板 Al
多 材料 使用 信頼性

各部材 物性 形状 選定 組 合 定
設計技術 大 依存 適切 設計

UPS

パワー半導体
モジュール

パワー半導体
チップ

図1　富士電機製の UPS に内蔵されているパワー半導体モ 
　　　ジュールおよびパワー半導体チップ
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濃度差106＝100万倍
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図2　SIMSによる微量添加元素の拡散プロファイル分析

半導体
チップ

Al 薄膜
Siウェーハ

＊色は結晶配向性を示す

Alワイヤ

図4　Al ワイヤボンディング断面のEBSD測定結果

IGBT，FWDなどの
半導体チップ

セラミック
基板

銅ベース

Cu板

AIワイヤ

DCB
基板

はんだ

図3　半導体パッケージ内の構造
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行 各材料 接合状態 詳細
解析 必要
各部材 接合状態 従来 形態観察
元素分析 中心 行

⑴

EBSD解析 加
結晶材料 配向 二次元像 視覚化 定量化

EBSD 接合部 材料 硬
度 靱性 結晶粒径 合金層 分布状態 関係 分
有効 技術

部 Al 上
Al 薄膜 接合状態 正確 把握 事例 図4

示 接合断面 作製技術 確立
結晶粒径 各 配向 結晶構造同定 可能

示
本技術 用 受入 段階 材料 開発段階
接合後 信頼性試験後 接合状態 調査 行

接合 把握
結果 設計技術

条件 最適化 活用 開発速度 向上 貢献

3.3　高分解能微視解析技術

電子線 薄片試料 1 μm以下 照射 際
直進 試料 透過 電子 原子 種類 結晶性
散乱 起 電子 透過型電子顕微鏡 TEM

Transmission Electron Microscope 電子
結像 拡大観察 手法 原子 空間分解
能 持 磁気記録媒体 燃料電池 例 説明
⑴　磁気記録媒体 磁性層 微細構造観察

HDD 記録容量 年
率約 40% 大 増加 HDD 中
磁気記録媒体 記録容量 増加 磁気記録層 保
護膜 大

⑵

磁気記録層 薄膜 何層 積層
構造 最近 磁気記録媒体 積層数

下地層 裏打 層 中間層 含 10 層前後
複雑化 各層 膜厚 結晶構造

制御 高記録密度化 書 込
容易性 熱安定性 特性 同時 成 立

⑶

膜厚 膜質 正確 評価
製品 性能 信頼性確保 不可欠
図5

富士電機 評価 行 TEM 微視
解析技術 X線回折 XRD X-ray diffraction 装置
結晶配向度 評価技術 確立 図6 磁

気記録媒体 層構成 磁性層 断面TEM像 一例 示
磁性粒 柱状構造 格子面間隔 起因

格子縞 明瞭 観察 分 像
成膜初期 結晶成長形態 直接観察 磁性層 結

晶成長形態 評価 富士電機 TEM観察 行
法 用 加工 少

試料薄膜化技術 蓄積 評
価技術 駆使 各層 出来栄 評価検証

⑵　燃料電池 電極触媒 微細構造観察
富士電機 1998 年 100 kW 酸形燃料電池

磁気ヘッド

～100nm

（0.8mm）
例

磁気記録媒体断面

液体潤滑膜

カーボン膜

合金膜

基板

記録層

中間層

裏打ち層

合金膜部分断面

磁気記録媒体

図5　磁気記録媒体の断面図構造

基板

5nm

裏打ち層

中間層

記録層

保護膜
潤滑層

図6　磁気記録媒体の層構成と磁性層のTEM像

図7　りん酸型燃料電池「FP-100i」
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商品機 2011 年 1 月末時点 27 台納入 累積
運転時間 当初 開発目標 寿命 4万時間 超

納入 燃料電池 実施
累計 91,568 時間 達成 信頼性 耐久性 実証
2009 年度 新機種 ｢FP-100i｣ 販売

図7
⑷

電極反応 促進 触媒 担体上
金属微粒子 分散 図8 触媒

変化 電極特性 大 影響 及 TEM
触媒粒子 分散状態 評価 XRD 合金状態

平均結晶子径 評価 触媒性能 検証 有用
触媒種 運転条件 相違 経時変化 調査 電

極特性 向上 保持 活用 断面試料
作製 電子顕微鏡観察 触媒 酸 三

相 反応 電極構造調査 必須 酸 生成水
中 微量分析 腐食調査 改質器 水処
理装置 周辺機器 性能調査 行 酸形燃料
電池 開発 信頼性向上 分析 解析 視点 貢献

3.4　結晶欠陥の分布評価技術

結晶内 欠陥 分布 形 二次元
画像 捉 手法 X線

例 半導体基板 三次元分布解析 説
明 作 込 基板内 結晶欠陥 存在

動作時 漏 電流 発生 信頼性 深刻 影
響 与 電気的特性 結晶欠陥 存在状態 対
応付 把握 重要
課題 対 指向性 高 強力 放射光 用

保有 実験室型 設備 高感度
微小部 分析 非破壊 短時間 可能

図9 SPring-8 取得 一例 三次元X
線 示

⑸

X線 試料結晶
透過 回折X線 強度 独自 設計 特殊 微

細 通 測定 試料
三次元 得 基板内 転位 空間分布評価

空間分解能 0.5 μm 得 実測
設計

設計 特性 持 信頼性 高 製品 開
発 導 図10 富士電機 現在利用
放射光施設 一覧

3.5　超薄膜の膜質評価技術

各種 構成 膜 層 薄膜化 進
膜質 精度良 捉

難 放射光施設 活用 例
磁気記録媒体 保護層 膜質解析 説明
磁気記録媒体 表面 保護

膜 HDD 耐久性 耐食性 担 役目 製品
寿命 信頼性 関 重要 部分 富士電機

保護膜 評価法 蛍光X線分析 XRF
X-ray Fluorescence Analysis X 線光電子分光 ESCA/
XPS Electron Spectroscopy for Chemical Analysis/
X-ray Photoelectron Spectroscopy 装置 保護
膜 品質管理 行
HDD 記録密度向上 磁気 磁気
磁気記録媒体 磁性層 距離 極限 狭 必

要 薄膜化 耐久性 耐食性機能 十分
保護膜 開発 求 膜厚
膜質 被覆性 従来 詳細 評価 必要性 出

富士電機 保護膜 評価法
前述 TEM 微視解析 XPS法 結

触媒粒塊
基材

基材

触媒 5.0nm

燃料極触媒層
電解質
マトリックス
空気極触媒層

ふっ素樹脂
（PTFE）

リン酸

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓↓↓↓↓↓

セパレータ
単セル

水素ガス

酸素ガス

白金または
白金合金

カーボン担体

基材
ガス通路

触媒 TEM観察像

図8　電極触媒のTEM像

エピタキシャル成長層

基板

（a）試料の模式図 （b）水平断面トポグラフ

2（µm）
0

－2
－4
－6
－8
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－12
－14
－16

n－
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図9　放射光施設を利用した三次元X線トポグラフィー

c. SPring-8
　 （高輝度光科学研究センター）

b. Aurora
　 （立命館大学）

a. Photon Factory
　 （高エネルギー加速器
     研究機構）

a
c

bd
d. SAGA-LS
　 （佐賀県立九州シンクロトロン
　  光研究センター）

図10　富士電機が分析に利用している放射光施設
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合状態分析 加 X線吸収微細構造 XAFS X-ray 
Absorption Fine Structure 適用
XAFS 化学状態 直接的 寄与
価電子帯空準位構造 反映 得

XPS 分光 他 手法 比
保護膜中
化学状態 直接的 評価

⑹

XAFS 放
射光施設 利用 測定 困難 手法 前項
述 富士電機 放射光施設

積極的 利用 XAFS 測定 実施
図11 異 成膜法 A B 成膜

膜 XAFS 示 本測定 産業利用
可能 軟X線 持 SAGA-LS 測定
成膜法 B 成膜法A 由来
1 s π* 軌道 遷移 起因 小

成分 σ* 多 硬質 優 膜 形成
超薄膜 成膜方法 違 膜質

差異 高感度 捉

4　あとがき

富士電機製品 信頼性 支 分析 解析技術
代表的 製品 対 取組 事例 基 紹介 分析
解析部門 使命 製品 開発段階 設計 製造部門
一体 信頼性 裏付 蓄積 製品
反映 製品 高性能化 一段 進

分析 解析技術 要求 高 考

今後 最先端 分析 解析技術 着目 活用
信頼性 高 製品 創出 提供 貢

献 所存
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解　説

■全面腐食

金属表面 局部的 均一 腐食 現象

■応力腐食割れ

金属 一定持続荷重下 侵食性環境 影響 受 著
脆化 破壊 現象

■腐食疲労

金属 腐食性 環境下 繰返 応力 受 静的強度
低 応力 破壊 現象

■エロージョン・コロージョン

流 固体粒子 機械的 侵食
腐食性溶液中 電気化学的 腐食

相乗作用 金属 減肉 現象

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

曲線 試験中 発見 不具合
累積件数 X軸 時間 Y軸 累積件数

表現
発見 修正 繰 返 曲線 初期

急激 立上 示 後期 平坦 図
平坦 時点 完成度 高水準 達

判断 発見件
数 推移 進捗状況 完成度
把握

解説2 バグ曲線

安定→完成度が高い

0

バ
グ
累
積
件
数

時間

図　バグ曲線の例

解  

説
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略　語

AFM Atomic Force Microscope 原子間力顕微鏡
API Application Interface 
CAD Computer Aided Design 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 支援製造
DCB Direct Copper Bonding 
EBSD Electron Backscatter Diffraction  後方散乱電子回折
EDX Energy Dispersive X-ray Spectrometry 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
EPMA Electron Probe Microanalyzer 電子線
ESCA Electron Spectroscopy for Chemical Analysis X 線光電子分光装置
FIB Focused Ion Beam 集束
FMEA Failure Mode and Effect Analysis 故障 影響解析
FMEDA Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis 安全側故障 考慮 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 
HVOF溶射 High Velocity Oxy-Fuel Thermal Spray 高速 溶射
ICP Inductively Coupled Plasma 誘導結合
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 絶縁
IPM Intelligent Power Module 
MCCB Molded Case Circuit Breaker 配線用遮断器
REACH規則 Registration, Evaluation, Authorisation and 化学物質 登録 評価 認可及 制限
 Restriction of Chemicals 関 EU 欧州連合 規則
RFID Radio Frequency Identification System 
RoHS指令 Restriction of the use of Certain Hazardous 電気電子機器 含 特定有害物質 使用
 Substances in Electrical and Electronic 制限 EU 欧州連合 指令
 Equipment 
RTOS Real Time OS 
SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry 二次 質量分析法
SPM Scanning Probe Microscope 走査型 顕微鏡
TEM Transmission Electron Microscope  透過型電子顕微鏡
UML Unified Modeling Language 統一 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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Abaqus  Dassault Systémes 社 商標 登録商標
ADINA 米国 Adina R&D, Inc. 商標 登録商標
ANSYS 米国 ANSYS Inc. 子会社 商標 登録商標
ANSYS-CFX 米国 ANSYS Inc. 子会社 商標 登録商標
ANSYS-Emag 米国 ANSYS Inc. 子会社 商標 登録商標
ELF-MAGIC 株式会社 商標 登録商標
HyperSuite 米国 Mentor Graphics 社 商標 登録商標
Icepak 米国 ANSYS Inc. 子会社 商標 登録商標
I-deas  Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 商標 登録商標
JMAG 株式会社 JSOL 商標 登録商標
LS-DYNA 米国 Livermore Software Technology Corporation 商標 登録商標
MATLAB 米国 The Math Works, Inc. 商標 登録商標
MD Adams 米国 MSC.Software Corporation 商標 登録商標
MicroCAP 8 米国 Spectrum Software 商標 登録商標
PSIM 米国 Powersim Inc. 商標 登録商標
PSpice 米国 Cadence Design Systems, Inc. 商標 登録商標
Q3D 米国 ANSYS Inc. 子会社 商標 登録商標
Simulink 米国 The Math Works, Inc. 商標 登録商標
STAR-CD, 英国 CD-adapco 社 商標 登録商標
WorkingModel2D 米国 Design Simulation Technologies, Inc. 商標 登録商標
他 会社名 製品名 会社 商標 登録商標
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平　成 23 年 2 月 28 日 印　刷
平　成 23 年 3 月 10 日 発　行

定価 735 円（本体 700 円・送料別）
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