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富士電機の品質保証と信頼性活動
特 集

Quality Assurance and Reliability Activities of Fuji Electric Group
柴田

和郎 Kazuro Shibata

科学技術の進歩や生産の海外拠点へのシフト，顧客ニーズの多様化，地球環境への配慮など，企業活動を取り巻く環境は
大きく変化している。富士電機は，
“お客さまに満足いただける良い製品を提供する”ために，
“品質第一”を基本姿勢とし
て，品質保証体制や生産技術の標準化，開発・製造における品質・信頼性の作り込みを行っている。また，信頼性活動とし
て，シミュレーション技術の活用による信頼性設計への対応，生産活動を支える品質教育の推進，ならびに失敗を生かした
トラブルの再発防止などに取り組んでいる。
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.
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まえがき

富士電機は，
“地球社会の良き企業市民として，地域，

2

品質保証の取組み

₂.₁ 品質保証体制

顧客，パートナーとの信頼関係を深め，誠実にその使命を

品質管理とは顧客に対して品質保証をするための行動で

果たす”という経営理念の下，創業以来の伝統である“確

あり，究極の目的が品質保証といえる。品質保証は顧客の

かなものづくり”と“誠実で勤勉な姿勢”を大切にしなが

要求する品質が十分に満たされていることを保証するため

ら企業の社会的責任（CSR）を全うすることに努めている。

に，生産者が行う体系的活動と定義されている。その中に

それは“お客さまに満足いただける良い製品を提供する”

は製品がその用途に対して十分性能を発揮し，ある一定期

を確実に実行することであり，そのためには生産活動に関

間は故障なく性能を発揮し続けること，すなわち信頼性を

わるすべてのプロセスにおいて品質と信頼性が求められる

保証することも含まれることになる。信頼性は品質特性の

ことになる。

一つであり，品質保証活動の一つであるといえる。品質保

近ごろの製品は技術の進歩や企業努力により，使用目的

証活動を確実に実行していくための体制について紹介する。

に応じて優れた性能を発揮し，ユーザの期待に応えるもの

富士電機は生産技術の向上を推進するため，2005 年 11

が多くなってきた。しかし，故障と無縁になったわけでは

月に“生産技術委員会”を設け，同委員会の中に四つの部

ない。むしろ，製品が高性能化 ･ 複雑化し，ひとたび故障

会を設置し，各部会が連携してこの任に当たっている（図

が起きた場合にはその影響が大きく，経済的にも社会的に

1）
。

もかなりの損害が発生する事態に直面することになる。し

ものつくり部会は，主にムダ取り，技術 ･ 技能の維持向

たがって，市場要求や技術進歩など取り巻く環境変化に対

上などを推進するために，方針 ･ 施策を決定し具体的展開

応できる品質保証システムが必要となる。
富士電機では，
“品質管理システム（QMS）
”を基本に
品質向上活動を展開している。サプライチェーン活動を通

各事業会社

富士電機ホールディングス
株式会社 社長

じて，すべての生産活動（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

生産技術委員会

向けた全体最適な仕組みを作り，決められた仕組みやルー
ルを確実に実行することで，品質を作り上げる取組みを

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

行っている。本稿では，富士電機の品質保証と信頼性活動

ものつくり部会

の取組みについて紹介する。

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₁
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生産技術推進体制と品質保証部会
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ど公に規定されているものはもちろんのこと，多岐にわた

を実行している。設計技術部会は，製品設計技術の向上を

る分野において長年培ってきた独自技術の結晶を，規定 ･

図り，開発設計期間の短縮 ･ 設計部門の合理化 ･ 設計品質

規格に織り込むとともに，体系の整備を行ってきた（図₃）
。

の向上に結びつけるための方針 ･ 施策を決定し，具体的
展開に当たっている。技術標準化部会は，開発技術や製造
技術の進化を捉え生産技術に関わる規定 ･ 規格の制定 ･ 改

₂.₃ 開発の品質 ･ 信頼性向上への取組み

市場でのトラブルの多くは，設計に起因するものであり，

廃 ･ 管理に当たっている。品質保証部会では，グループ全

特に，新技術の採用や材料変更などへの対応不足によるも

体の品質向上活動の実行と“高信頼性活動（HQR）方針”

のである。そのため，製品開発の初期段階における品質の

の策定を行い，ほかの部会や各事業会社 ･ 工場と連携しな

作り込みが重要である。製品開発の短納期化や高機能化，

がら目標達成に取り組んでいる。安定的かつ均一な品質水

価格競争力の向上などの要求がある一方で，習熟設計者の

準の実現を目指し，顧客満足度の向上に努めている。また，

減少や技術伝承の不足など取り巻く環境が変化する中，品

中国をはじめとした海外拠点の製造品質を確保するために，

質の確保と効率化の両立が難しい状況にある。

国内工場をマザー工場と位置づけ，生産立上げや品質指導
を行うことで，グローバル生産体制を築いている。

新製品の開発だけでなく新技術 ･ 新設計 ･ 新製法を採用
する場合は，製作の主要な段階ごとに関連部門によるデ

図₂ に示すように生産活動において骨格である生産技術

ザインレビュー（DR）を実施して品質確保に努めてきた。

の範囲は，設計技術，生産設備の投資 ･ 適用と製造技術，

これには主管部門だけではなく研究 ･ 開発部門なども参画

生産の管理とシステムに関する技術，品質の管理 ･ 向上と

し，それぞれの見識を基に評価し，必要な処置を検討して

品質を作り込む技術，原価低減を図る技術としている。す

きた。

なわち，市場要求による商品企画 ･ 誕生からその役目を終

近年特に，トラブルの多くは“変化 ･ 変更”に起因する

えての商品廃却までの製品のライフサイクルを通し，各

ものである。これに対して，変化 ･ 変更に伴う前後の比較

フェーズで必要な一連の技術であると定義している。

検証による問題点の予測と，可視化による源流段階におけ
る品質の作り込みを積極的に展開し，トラブルの未然防止

₂.₂ 標準化への取組み

に取り組んでいる。原理や方式，部品，材料などの変更，

生産活動を効率的かつ精度高く円滑に行うためには，そ

過去のトラブル対応，加工方法の変化への対応，市場環境

れぞれの仕事の中で得られた“ノウハウやこれまで蓄積し

や顧客の使用方法の変化など多岐にわたる項目について，

た失敗から学んだその教訓，課題達成のために必要な基準

ハードウェアおよびソフトウェアの両面から比較検証を実

値を組織値としてまとめる作業”による標準化が重要であ

施している。変化 ･ 変更を切り口に問題点を予測し，検証

る。この標準を使うことで，設計の指針，品質の維持 ･ 向

項目や量産時の品質管理ポイントなどを明確にしていく品

上，製造原価の低減，技術 ･ 技能の伝承などが効率良く，

質検証シートの例を図₄ に示す。

体系的に実施できるようになる。
例えば，市場や製造工程でトラブルが発生したときには，
迅速な処置とともに再発防止を確実に実施することが重要

₂.₄ 製造品質 ･ 信頼性向上への取組み

製造の段階では，製品が具体的に形作られるので，品質

である。再発防止のためには全部門で PDCA の管理サイ

の評価は“物”に基づいて行われる。コストの成り行きも

クルを理解し，徹底して実践することが必要である。特に

具体的に把握されるようになり，作業者の技量と設備 ･ 機

対処の初期段階 P（計画）において，適切な標準を活用す

械の問題が大きく関係してくる。

ることが効果的な方針を示すため有効である。標準化作業

製造準備段階では，設計で企画した品質レベルを確保

は，日本工業規格（JIS）
，日本電機工業会規格（JEM）な

するため，工程 FMEA（Failure Mode and Eﬀect Analy-

商品廃却
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設計技術

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₂

生産技術の範囲

図₃

富士電機グループの規定・規格体系
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表₁

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₄

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₅

配線
溶接
熱処理

はんだ付け
ろう付け
導体接続

図₆

配線用遮断器への適用事例

重要基本作業

かなければならない。
本章では信頼性設計において有効なシミュレーション技
sis：故障モードおよび影響解析）などを実施して最適な工

術とトラブルの再発防止と，未然防止に向けた全社的な信

程設計（工程要件，治工具，設備 ･ 材料，作業基準）を行

頼性活動の取組みについて紹介する。

い，製造に備えている。
製造段階では，品質に直接影響のある工程は作業手順書
（図面，QC 工程図，作業標準書など）に基づいて管理し，

₃.₁ 信頼性設計への取組み

DR の早い段階で予測される問題点の抽出と検討を行い，

検査基準や限度見本も定めている。機械設備については精

製品の具現化と問題点の解決の作業を開始する。現在のよ

度 ･ 機能を最良の状態に保つために保全等級を定め，定期

うに短期間で新製品の開発をしなければならない状況では，

的に点検 ･ 整備を実施している。治工具および計量器につ

試作モデルで繰り返す評価 ･ 検証の耐久寿命試験において

いては有効期限を定め，その状態を検査している。また，

必ず時間の壁が存在する。限界試験においては，多くのサ

特別な管理が必要な作業は機種固有で異なり，教育訓練を

ンプルを用意しないと精度が得られないなど効率と精度の

受けて認定された作業者が担当することにしている。図₅

両立にはある程度の限界がある。近年，コンピュータの

に示す特殊工程は“重要基本作業”と定義し，定期的に更

能力が飛躍的に向上したこともあり，現象解析に有益なシ

新教育と試験を実施し認定書を更新することで技能の維持

ミュレーション技術の活用に取り組んできた。現在保有し

と伝承を図っている。

ている主なシミュレーションツールは，表₁ に示すように，
回路設計や熱解析，機構解析など種類も多岐にわたってい

3

信頼性活動への取組み

る。シミュレーション技術の発達により，机上でさまざま
な条件下で，効率良く，精度の良い検証が可能となり，信

市場 ･ 顧客が製品に求めるのは，機能 ･ 性能（はたら
き）だけではなく“規定の期間中の使用においては安全で，

頼性向上に大きく寄与している。
適用事例として，低圧配線用遮断器の短絡電流遮断時の

故障しない”という信頼性が含まれている。これを達成す

アーク電圧と限流電流の関係を図₆ に示す。実測値と解析

るための固有技術の開発やそれを支える設計手法，それを

値がよく合っていることがわかる。この手法を適用するこ

評価する方法など“ものつくり”全体にわたる技術開発が

とで，強度設計のために実験を繰り返す必要がなくなった

重要である。また，さまざまなトラブルの原因追及と再発

だけでなく，モールドケースとカバーの設計信頼性と設計

防止，未然防止はメーカーとして責任を持って対応してい

効率を飛躍的に向上させることができた。
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グループＱＣ診断
品質保証部会・設計部会
ＱＣ診断型検討会

生産技術委員会・品質保証部会
事業会社

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

A

P

A

P

A

P

C

D

C

D

C

D

工場

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

↓

継続活動

異業種交流（ベンチマーク）
事業会社

特 集

診断・是正活動

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

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₇

信頼性活動体系図

レベルの客観的把握によるきめ細かい教育計画が作成で
₃.₂ 全社的な信頼性活動への取組み

毎年度，信頼性活動の取組みに当たって高信頼性活動
（HQR）方針を掲げ，図₇ に示すように品質保証部会を推
進部門として，生産技術委員会のものつくり部会と設計技
術部会が事業会社や工場と連携を取りながら，責任を持っ

きるようになる。取得者は 2005 〜 2009 年の累積で 350
名であり，今後も継続して推進することで品質技術者層
を拡大していく。
⒝

グローバルな品質教育の推進
海外拠点での地産地消を基本とした生産が加速する中，

て推進する体制としている。施策の継続的実施と，その状

信頼性を持った均一な品質の製品供給を行うために品質

態の診断と是正によりさらなる品質 ･ 信頼性の向上を図る

管理手法の教育 ･ 定着を図っている。

ことを基本方針としている。このことにより製品と業務の
質と信頼性を高め，結果として顧客の満足する製品の提供

①

QC 手法の教育の推進
拠点での問題は拠点で解決との方針から，核となる

につなげるものである。次に信頼性活動について紹介する。

ローカルスタッフを育成するための教育を推進してい

⑴

る。内容は座学と実践とし，実際の問題に手法を生か

品質管理システム（QMS）の継続的な改善活動
各事業所に品質向上活動を指導する委員会組織を設置し，

日常的に QMS の点検と問題点の対策に取り組んでいる。
全社的な取組みとして，グループの見識者による品質活
動の診断を実施し，改善点について相互に検討を行い是正

すことで効果の確認ができるよう工夫して定着を図っ
ている。
② “なぜなぜ分析（N5）
”の展開
トラブルの再発防止の手法として“なぜなぜ分析

処置につなげる。その結果を参加者それぞれの事業所の改

（N5）
”の有効性が確認されている。これは，
“なぜ”

善活動へ反映させるなど，相互作用によるシステムの継続

を繰り返すことで要因を順序良く，漏れなく出し切る

的な改善活動である QC 診断型検討会を実施している。

ことにより，真因をつかみ，再発防止につなげる手法

⑵

である。この手法の適用により，ものつくりのプロセ

品質教育の推進

市場や社内で発生している問題や課題を改善し，解決し

スのどこに真の原因があるかを追究し，それを可視化

ていくためには，専門技術と合わせて品質管理に関する意

し，全員の知恵を共有して対策を打つことで不具合の

識，改善能力の訓練，活用，定着が重要である。品質教育

再発防止につなげている。現在，国内拠点および海外

に関しては教育プログラムを提供し，推進している。次に
取組みの事例を紹介する。
⒜

品質管理検定（QC 検定）取得の推進

拠点で教育と活用，そして定着を図っている。
⑶ “失敗を活かす風土の醸成”への取組み
トラブルの原因は，
“変化 ･ 変更の気付きと影響度の検

効果的，効率的に品質管理を身に付ける方法として財

討不足”と“過去に失敗した事象 ･ 事例の展開不足”であ

団法人日本規格協会による QC 検定の取得を推奨 ･ 展開

る。特に，
“失敗”についてはその性格から展開しにくい

してきた。これは品質管理知識を階層別に 4 段階用意し

面がある。同じ失敗を未然に防止するためには，真の原因

て，筆記試験によって客観的に評価を行うものである。

を究明し，その反省と教訓を広く社内に展開すること，失

これにより，知識の習得と意識の高揚による品質の向上，

敗を失敗と認め前向きに生かすという風土の醸成が重要で

115（ 5 ）

富士時報

富士電機の品質保証と信頼性活動

Vol.84 No.2 2011

ある。富士電機では，品質セミナーの一環として“失敗を

ても生産活動において確実に PDCA が回っている状態に

活かす研修会”を実施している。実施は年 3 回で，テーマ

あることが大事なことである。

特 集

製品の“真の品質評価 ･ 判定者はお客さまである”とい

は品質事故が発生した案件から選定し，受講者は毎回 100
人規模である。出席者の関心も高く，活発な議論がなされ

うことを念頭に，お客さまに満足いただける信頼性の高い

ている。

製品の提供に取り組んでいく所存である。

4
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基本は，
“品質管理システム（QMS）の徹底”であり，
決められたルールを確実に実行することである。ルールや

柴田

仕組みは生産活動の環境に合わせて進化させていくべきも

高圧 ･ 低圧遮断器の開発，品質保証業務に従事。

のであり，そのためには不備 ･ 不足を常に点検し，問題点
は必ず是正 ･ 修正することが重要となる。また，過去の経
験に基づくノウハウや失敗からの教訓を確実に反映するこ
とも徹底して実行していかなければならない。いずれにし
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