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器具製品の品質・信頼性の作り込み
特 集

Quality and Reliability Technology in Electric Devices
空本

高寧 Takayasu Soramoto

器具製品の中でも配線用遮断器と漏電遮断器は重要な保安機器として，製品規格の認証でも厳しい条件が課せられており，
すべての製品に対して高い品質と信頼性が求められている。富士電機は，最新の解析技術や要素技術，信頼性評価技術を取
り入れるとともに，開発設計段階から製品組立段階までの各段階において製品の品質と信頼性の作り込みを行っている。製
品構造へのものづくり思想の盛込み，樹脂成形部品の内製化，接合技術の信頼性向上，IT 技術の活用，製造管理システム
の構築，保守管理体制の構築を推進することで，製品の品質と信頼性の作り込みに努めている。
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.
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まえがき

頼性が求められている。
一方，グローバル化対応をはじめとした製品仕様の多様

富士電機の低圧受配電機器，開閉制御機器などの器具製

化，注文の小ロット化，短納期化の要求が増加している。

品は，低圧電気設備の重要な保護，開閉制御機器として国

富士電機の低圧受配電機器や開閉制御機器などの大量生産

内外においてお客さまからの大きな支持を得ている。また，

品は，自動組立ラインを主体とした生産を行っているため，

国際規格対応による製品性能のグローバル化や国内外の市

生産設備での組立品質の維持管理，製品品質の維持管理に

場要求に素早く対応するための製品開発が進んでいる。

おける課題も多い。安定した品質と信頼性の高い製品を市

これらの器具製品はさまざまな材料や部品で構成されて
いる。最新の解析技術や要素技術，信頼性評価技術を取り

場に提供するため，組立ラインでの仕組み作りが非常に重
要である。

入れ，量産製造過程での部品加工から組立工程における製

3

品の品質と信頼性の作り込みも必要不可欠である。

組立ラインの課題と対策

富 士 電 機 は， 配 線 用 遮 断 器（MCCB：Molded Case
Circuit Breaker）と漏電遮断器（ELCB：Earth Leakage

自動組立ラインの課題は，個々の工程で製品の機能と品

Circuit Breaker） に お い て 世 界 市 場 へ の 展 開 を 図 る た

質をいかに作り込むかである。そのためには，自動組立工

め，2009 年 1 月 に 32 〜 800 AF の シ リ ー ズ を 統 合 し，

程（部品の供給や搬送，挿入，圧入，結合，塗布，貼付な

｢G-TWIN シリーズ｣ を発売した。

ど）における繰返し動作の信頼性向上が重要である。製品
⑴，⑵

本稿では，このシリーズにおける 100 A 以下製品の開発

を構成する部品レベルでの品質管理や，日々生産を行うこ

を機に構築した，部品加工から組立，出荷までの一貫生産

とで起きる設備機構部品の摩耗などによる劣化を未然に防

ラインにおける製品の品質と信頼性を作り込むための施策

いで，品質の作り込みが維持できているかを管理すること

について具体事例を挙げて紹介する。

が重要である。

2

に起因する加工条件の設定ミスや組立間違いなどを発生さ

また，手組立ラインでの課題は，人作業に依存すること

器具製品に求められる品質と信頼性

せないこと，ならびに不良品を製造工程内で確実に発見で
器具製品は，電気設備において電流の開閉，回路状態の
表示，電力の計測・監視などの機能を確実に実行できる品

きる仕組みを構築することである。
開発設計段階から製造工程（加工・組立）
，生産ライン

質と信頼性が要求される。特に配線用遮断器と漏電遮断器

の維持管理までを含めた総合的な品質の作り込み体制を構

は保安機器としてあらゆる使用環境（設置環境，使用期

築するために，関係各部門とのコンカレントエンジニアリ

間）において，いざというときに確実にその保安機能が機

ングにより，ものつくり思想を製品構造に盛り込んでおく

能しなければ，火災や感電災害などの重大な影響を与える

ことが重要である。

ことになる。そのため，製品規格の認証でも厳しい条件が
課せられており，すべての製品に対して高い製品品質と信
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に行っていた印字ソフトウェア設計を排除することが可能

4

開発設計段階での取組み

となり，デザイン設計ミスを防止することができた。

₄.₁ 自動生産ライン構築における製品構造への反映

従来の自動組立ライン構築のステップは，製品開発後に
自動組立ラインの工程設計，設備設計，立上げを行い量産

るために，製品の生産情報コードを読み取るとそれに適合
した銘板ラベルが 1 台ずつ発行される仕組みを構築し，貼
り間違いを防止している。

化されていた。この方法では，構成部品が自動化に適さな
い形状であったり，無理な自動化による設備機構の複雑化

5

部品加工段階での取組み

が原因で繰返し動作の信頼性が低くなったりすることが多
部品レベルでの品質確保は製品品質を作り込むことはも

い。
今回の自動生産ライン構築では，組立方法の検討や自動

ちろん，組立工程における繰返し動作信頼性の向上のため

化設備構想，製品品質保証方法などを製品開発段階から検

にも重要な管理ポイントである。構成部品の多くは金型を

討することで，組立工程における製品品質と信頼性を作り

使って加工する樹脂成形部品と塑性加工部品である。次に

込むための製品構造への施策を施している。具体的には，

樹脂成形部品の製造工程における品質と信頼性の作り込み

各機能要素のユニット化とユニット単位での品質保証化や

について述べる。

一方向組立設計，組立・測定用の位置決め基準形状化など

富士電機の配線用遮断器や漏電遮断器は，環境負荷の少

がある。また，
生産設備設計段階での工程 FMEA（Failure

ない製品を目指し，一部の機種では従来の熱硬化性樹脂か

Mode and Eﬀect Analysis：故障モードおよび影響解析）

らすべて熱可塑性樹脂に切り替えている。熱可塑性樹脂を

手法を用いた潜在的な故障モード解析と対策を繰返し実施

採用したことで，従来外製化していた成形加工を内製化し

することや，設備デザインレビューのランクアップにより，

て製品組立と連動した 24 時間自動成形加工ラインを構築

生産工程での品質確保と向上を図っている。

した（図₂）
。

₄.₂ 銘板 CAD システムと印字システム

までの工程を自動化している。品質を維持するために材料

この成形加工ラインは，原材料供給から成形を経て組立
製品には，型式や仕様を明記した銘板ラベルを貼り付け

メーカーからの材料証明書の記録管理，材料水分測定，全

ている。製品仕様の多様化などにより，本機種だけでも数

成形機の成形状態監視，定期的な寸法検査を経て組立ライ

千種類の銘板ラベルが存在する（図₁）
。
従来，銘板デザインは開発設計者が作成した図面を基に
デザイナーが印字ソフトウェアを設計し，ラインの印字シ
ステムにデータを供給していた。この方法の問題点は，仕
様追加や製品規格の変更などに膨大な時間と労力が必要
であり，結果としてデザイナーの設計図面トレースミスを
発生させていた。今回開発した銘板 CAD システムは，い
わ ゆ る CAD/CAM（Computer Aided Design/Computer
Aided Manufacturing）であり，開発設計者が作成した図
面を自動的に印刷デザイン（画像データ）に変換するシス
テムである。このシステムの構築により開発設計者がシス
テムより実際に印刷される画像データを確認できることや，
画像データとして一元管理を行うことで，従来ラインごと
図₂

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₁

寸法検査

フィードバック

図₃

フィードバック

成形品質傾向管理の仕組み
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ンへ供給する仕組みとなっている。具体的には図₃ に示す

このユニット組立最終工程には，ユニット単体で動作特

ような各工程での傾向管理情報によって，安定した成形品

性を満足しているか全数検査する試験機があり，ユニット

質を維持している。

単体の二次元コードによる品質の傾向管理を行っている。

また，金型へ樹脂を注型するときに発生するガスは，金

このユニットのシリアル番号は製品本体の二次元コードに

型の摩耗や腐食を加速させ成形品質を低下させる。これに

も情報が格納されており，製品を解体しなくても，過電流

対して成形樹脂メーカー・成形機メーカー・金型材料メー

引外しユニットの品質情報を管理データベースから閲覧す

カー各社と共同し，発生ガスを抑制したことによって成形

ることができる。

品質をいっそう向上させ，金型の長寿命化にも大きな効果
₆.₂ スポット溶接品質の作り込み

を得ることができた。

配線用遮断器や漏電遮断器は，接合工程の多くに，ス

6

製品組立段階での取組み

ポット溶接もしくはスポットろう付けを採用している。一
般的に金属材料を溶融させ接合するスポット溶接の溶接条

製品 1 台単位での品質の作り込みを行うために，製品組

件は，溶接電流と通電サイクル時間，加圧力などである。

立工程では情報技術を多く活用している。例えば，重要機

接合電極チップによって，接合状態を監視するため溶接測

能ユニットや製品本体には，生産情報コード（二次元コー

定器を使い，被接合部に通電された電流値とサイクル時間

ド）を貼り付けている（図₁，図₄）
。この生産情報コード

を監視することで接合部の品質保証を行っている。今回，

には，生産年月日，製品仕様，個別認識用のシリアル番号

接合品質を向上させるため新たな取組みを展開した。

などが格納されており，組立ラインにおける部品や加工条

⑴

件の自動段取り，接合結果，試験結果の管理を行っている。
次に具体的な生産情報コードの活用事例を紹介する。

接合用電源と溶接測定器による接合品質の向上

接合用電源に直流インバータ方式を採用した。交流式に
比べ熱効率が高く短時間での接合が可能であり，接合欠陥
が発生しにくい特徴を持っている。また，接合電極チップ

₆.₁ 過電流引外しユニットの品質作り込みと保証

は高温発熱による酸化劣化を起こし，接合時の抵抗変化を

配線用遮断器や漏電遮断器において過電流検出や漏電検

起こすため定期的な交換と研磨作業が必要である。そのた

出は，製品機能上最も重要な役割を果たす。これらは各機

め溶接測定器は，溶接電流値，サイクル時間のほかに電極

能要素のユニット化構造を採用している。ユニット化した

間電圧も測定し，被接合部の抵抗変化を管理することとし

過電流引外しや漏電検出用零相変換器導体は，単体で動作

た。

特性が保証できる構造となっている。

⑵

溶接電極製法による接合品質の向上

過電流引外しユニットは 10 種類の部品で構成され，各

接合電極は，電極チップにタングステンやモリブデンな

部品の組合せ寸法が性能を左右する機構ユニットである。

どの材質を適用し，ホルダに銅やクロム銅などをろう付け

自動組立ラインでは性能を決める複数の重要部品寸法を供

などの方法により接合するのが一般的である。この方法で

給時に全数測定し，組合せ後に性能を満足する寸法となっ

は，電極チップの接合品質がばらつきやすく，そのため製

ているかを全数検査している。それを実現しているのが，

品の接合品質のばらつきや電極寿命の低下などの問題が

ユニット側面に貼り付けている二次元コードと，その情報

あった。これらの問題を解決するために接合電極の製法に

を 1 対 1 で対応させるための組立用搬送キャリアに搭載し

電極材料メーカーと共同で開発した新接合方式を採用した。

た RFID（Radio Frequency Identiﬁcation System） タ グ

これはタングステンなどの電極チップに銅シャンクを直接

である（図₄）
。この RFID は，データの読取り・書込み

接合することで，ろう付け部に接合欠陥が存在しないため

の両方向通信が可能で，複雑なシステムを構成することな

（図₅）
，熱伝導がよく電極の冷却時間が早いのが特徴であ

く情報を管理することができるという特徴がある。

る。
これらの施策により，被接合部の状態変化が的確に把握
できるようになった。このことで，電極交換時期の適正化

過電流引外し
ユニット

や溶接状態の監視が行えるようになり，スポット接合工程

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
RFID タグ

銅シャンク
（a）ろう付け品

図₄

組立用搬送キャリア
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電極接合部の断面

銅シャンク
（b）直接接合品
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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₇
図₆

生産ライン概要

部品ピッキングシステム

における溶接品質の作り込みを実現した。また，接合不良
品は確実に工程外に排出する仕組みとなっている。
さらに，接合結果は製品ごとのシリアル番号により接合
ドリルダウン

管理システムサーバに保管され，生産現場で記録管理して
いる工程内統計表へ自動転記される仕組みとなっており，
傾向管理と品質維持に役立てている。
₆.₃ 部品ピッキングシステム

配線用遮断器や漏電遮断器の組立は，自動組立ラインと
手組立ラインの二つの方法で行っている。両ラインともに

図₈

設備稼動監視システム

部品供給や設備段取りは，生産情報コードの認識により自
動的に行われる仕組みを採用している。図₆ は手組立ライ
ンにおける部品のピッキングシステムである。生産情報
コードの読取りにより，その型式に使用する部品を選択し，

を収集，管理する。工程ごとの傾向管理データの解析によ
り予防保全計画の策定や保全後の状況確認に役立てている
（図₈）
。

間違った部品を取り出そうとすると警告を発し，製品は次
工程に供給できない仕組みとなっている。
また，再確認として，次工程の組立工程でも構成部品が

また，設備には接合以外にもカシメやねじ締め，インラ
イン金型加工などの工程も多い。これらの寿命管理は設備
ごとに設定されており，寿命回数に到達すると保守員が交

正しく組み込まれているかどうかのチェック機能を付加し

換，メンテナンスを行う仕組みとなっている。

ている。さらに，特殊仕様やオプション品の組立工程にお

⑵

いては，このピッキングシステムにモニタ画面を設置し，
作業内容が確認できる仕組みとなっている。

品質管理システム
ラインにある試験機から製品や重要機能ユニットの生産

情報コードに試験結果を付加し，収集，管理する。収集結
果はすべて直行率で管理し，製造工程内で品質を作り込め

7

製造管理システムの活用

ているかを判断している。稼動監視システムと同様に傾向
管理ができる機能があり，製品品質の維持，向上に日々役

配線用遮断器や漏電遮断器の生産ラインは，部品加工か

立てている。

ら組立・出荷までを自動化設備を主体として構成されてい
る（図₇）
。その生産設備の機能の維持と向上は，製品品

8

あとがき

質の作り込みと保証のために非常に重要である。そのため
に，本生産ラインでは六つの製造管理システムにより製品

配線用遮断器や漏電遮断器の生産ラインにおける品質と

の品質と生産性を日々管理している。また，イントラネッ

信頼性の作り込みについて具体例を挙げて紹介した。受配

トにより，別工場からでもリアルタイムで生産ラインの状

電機器や開閉制御機器に代表される器具製品の機能や仕様

況を確認できる。管理システムの活用により関係部門で情

は，ますます多様化し，高度化することが予想される。そ

報を共有し，製品品質の向上に努めている。

れらを満足する製品開発はもちろん，製造工程における品

次に二つの代表的な管理システムについて紹介する。
⑴

設備稼動監視システム
生産ラインにある約 200 の設備から生産状況や稼動状況

質の作り込みと保証技術も高度化し，お客さまの要求に応
えられる製品を生み出す生産ラインの構築に努めていく所
存である。
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