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組込み機器における信頼性技術
特 集

Reliability Technology in Embedded Devices
伊藤

徹 Toru Ito

大野

勝史 Masabumi Oono

組込み機器に実装される機能は多様化し，求められる性能も向上の一途である。富士電機は，ハードウェア開発において
は，熱流体解析，SI 解析，電磁界解析の技術やツールを早くから導入しプリント板開発の品質向上に効果を上げるとともに，
統一部品データベースを構築して信頼性を確保している。ソフトウェア開発においては，組込みプラットフォームやプロダ
クトライン開発技術，および開発プロセスの継続的な改善活動により信頼性を確保している。また，機能安全の要素技術を
組込み機器製品の信頼性向上に活用している。
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.

1

まえがき

など多くの要因があり，それぞれに対策が必要となる。
ソフトウェアの信頼性については，｢JIS X 0129-1 ソフ

組込み機器製品に実装される機能は多様化し，求められ

トウェア製品の品質－第 1 部：品質モデル｣ に信頼性に関
する特性が示されている。主なものを次に挙げる。

る性能も向上の一途である。

⒜

ハードウェアは，組込み用途の CPU でも高性能化・高
速化が著しい上，小型化が進んでおり，発熱密度が上昇し，

成熟性
ソフトウェアに潜在する障害の結果として生じる故障

受動ノイズの影響が増加してきている。また，環境対応や

を回避するソフトウェア製品の能力をいう。ソフトウェ

機能改善のため部品の改廃が頻発しており，そのたびに設

アに存在する障害の有無・量・頻度の度合いを示す。端

計変更・再試験を繰り返している。

的にいえばバグが少ないことである。

一方，ソフトウェアは，容量と開発工数が増大傾向にあ

⒝

障害許容性

り，その品質が課題となってきている。経済産業省の組込

ソフトウェアの障害部分を実行した場合，または仕様

みソフトウェア産業実態調査報告書によれば，製品出荷後

化されたインタフェース条件に違反が発生した場合に，

に発覚した不具合の約 59 % がソフトウェアの不具合と分

指定された達成水準を維持するソフトウェア製品の能力

析されており，ソフトウェアの設計品質の向上を最優先課

をいう。誤入力，誤操作を検出しエラー処理を行う能力

題として捉えている組織は 43.5 % に上っている。

などをさす。

⑴

⑵

富士電機においても例外ではなく，パワーエレクトロニ
クス（パワエレ）機器，情報・制御機器などの組込み機器

3

ハードウェア開発における信頼性技術

の開発において同様の課題があり，継続的な改善を実施し
ている。

ハードウェア開発において信頼性に影響する要因は数多

本稿では，組込み機器におけるハードウェア・ソフト

くあり，中でもプリント板はいくつもの要因について対策

ウェア開発を中心にした信頼性技術の動向と，信頼性確保

が必要になる。このプリント板の設計環境と部品選定に

に向けた取組みを紹介する。

絞って取組みを紹介する。
⑴

2

組込み機器における信頼性

⑷

レイアウト設計を中心とした設計環境構築
ハードウェア開発で信頼性を左右する要因として，部品，

回路，耐ノイズ性（EMI/EMS）
，熱，機構との干渉，は
〈注 1〉

〈注 2〉

信頼性とは，一般には“与えられた条件で規定の期間中

んだ接合信頼性，RoHS 指令 ・REACH 規則 の環境対応な

要求された機能を果たす性質”であり，
“与えられた条件

どがある。これら多くの要因が複雑に影響しており，個々

である期間故障しない性質”といえる。

の要因を対策した上で総合的に信頼性を確保する必要があ

⑶

組込み機器においては，その構成要素のハードウェアで

る。

は，信頼性を左右する要因として熱・電界・電波などのノ

組込み機器の信頼性を向上するためには，これら多くの

イズ耐性，振動などの機械的要因，部品そのものの故障性

要因を設計の各フェーズで解析しながら設計を進めていく

152（ 42 ）

富士時報

組込み機器における信頼性技術

Vol.84 No.2 2011

回路設計

SI 解析
依頼

客

回答

環境
レポート

顧客
対応
部門

設計
部門

アナログ回路シミュレーション

調査
依頼
調達
部門

共通
製品環境情報
データベース

図₂

調査
依頼

部品・材料
データベース

部品・
材料
メーカー

回答

REACH 規則対応
調査フォーマット
（AIS・JIGⅡ）
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熱流体解析

る障害発生履歴の有無，障害解析能力などの見極めなどが
図₁

解析ツール連携の概念図

ある。
富士電機では，このような部品に関する情報を共有する

設計環境・手法の確立が重要となる。

ため，図₂ に示す統一部品データベース環境を構築し，部

従来は，熱解析や SI 解析（反射・クロストークなどの

品の基本情報と，品質や部品起因の障害情報を，全社で

信号品質解析）
，放射電波解析は，個々の解析ツールを利

共有化して運用している。近年では，環境対応を重要視

用し，その結果を基に，回路設計やレイアウト設計に対策

し，RoHS 指令対応はもとより，REACH 規則対応の情報

を盛り込む設計フローとしてきた。

調査・管理も可能とし，総合的な部品情報の管理を実現し

最近では，一つのレイアウト設計データを基に，熱・

ている。

SI・電源解析を実施し，個々の問題に対応したパターン設

部品選定に際しては，この部品情報管理の仕組みで信頼

計を実現できる環境が整いつつある。さらに一歩進め，構

性・環境情報などを確認した上で選定し，装置設計を進め

想設計（回路検討）段階で，キー部品の配置を検討しなが

ている。

ら熱・SI・電源解析を行い，レイアウト設計を進めていく
開発環境が整いつつある。

今後は，解析環境の連携と部品選定の仕組みの進化に加
え，ソフトウェア開発の信頼性向上を主眼に，ハードウェ

富士電機では，個別解析ツールの導入を早くから行って

アを仮想化したバーチャルハードウェアの上で，ソフト

解析を実行しており，パワエレ製品を中心に，回路設計・

ウェアとハードウェアの親和性を評価できる協調設計環境

レイアウト設計に各解析ツールを連携させてプリント板開

の構築を進めていく。

発に適用を始めている。図₁ に，レイアウト設計データを
中心とした解析ツール連携の概念図を示す。回路設計・レ

4

ソフトウェア開発における信頼性技術

イアウト設計ツールを中心に，プリント板の外形などの構
造情報を構造 CAD（Computer Aided Design）からデー

組込みソフトウェアの信頼性を確保する技術は，モデリ

タで取り込む。それを基に主要部品を配置し，そのレイア

ング技術などの設計・検証技術，プラットフォームに代表

ウト設計データを熱流体・SI・電磁界解析の各解析ツール

される実行基盤の構築技術，開発の実行行為の工程を管

に渡し，解析する。その結果をレイアウト設計に反映する

理・改善する開発プロセス技術など多種多様な技術がある。

ことを繰り返し実行し，基本的な構想が固まった段階で詳

2章に挙げたソフトウェアの信頼性特性を多面的に向上す

細レイアウト設計に進む設計フローを可能にしている。

る技術として，組込みプラットフォーム，プロダクトライ

この設計環境により，プリント板開発の品質向上と開発

ン開発，開発プロセス改善についてその取組みを示す。

期間短縮に効果を上げている。今後は適用を順次拡大して
₄.₁ 組込みプラットフォーム

いく予定である。
⑵

部品情報の共有

組込み機器には，機種間で共通的な機能があり，これら

ハードウェアの信頼性要因として部品の持つ信頼性と，

をプラットフォームとして提供し，多くの製品に適用する

供給メーカーの信頼性が重要である。供給メーカーの信頼

ことにより，実績のあるソフトウェアを有効に活用するこ

性には，メーカーの信頼性への取組み姿勢，部品に起因す

とができ，開発効率の向上とともに品質の確保にも有用で
ある。
富士電機における組込み機器向けのプラットフォーム開

〈注 1〉RoHS 指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制
限についての EU（欧州連合）の指令
〈注 2〉REACH 規則：化学物質の登録，評価，認可及び制限に関す
る EU（欧州連合）の規則

発とその適用について次に述べる。
⑴

組込みソフトウェア共通プラットフォーム
富士電機は，組込み機器全般に共通の機能を，組込みソ
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フトウェア共通プラットフォームとして開発し，さまざま
な製品に適用している。図₃ に組込みソフトウェア共通プ

した。
電源制御プラットフォームでは，パワエレ処理と HMI

特 集

処理のソフトウェアを，それぞれ，電源共通部，機種共通

ラットフォームの構造を示す。
組込みソフトウェア共通プラットフォームは，RTOS

部およびユーザや仕向けごとのカスタム部とに階層化した

（Real Time OS）の上に TCP/IP や汎用シリアルなどの通

構成とした。これにより，新機種を開発する場合は機種共

信機能，ソフトウェアのダウンロード更新など機器の運用

通部分を，仕向け対応ではカスタム部分を開発することで，

に関わる支援機能を装備している。

電源制御機器を構成することができる。各階層間および，

各製品の開発では，このプラットフォームを使用するこ

パワエレ処理と HMI 処理のインタフェース部は，データ

とにより，機種固有の部品あるいはアプリケーションの開

項目の定義，データ交換手続きなどのルールが標準化され

発に専念することができる。

ている。

このプラットフォームは，フィールドにおける適用実績

機能変更・拡張に当たっては，変更開発する部分とその

のある RTOS とミドルウェア群であり，これを適用する

影響範囲を明確にして極小化することができ，製品の信頼

ことにより全社的な品質向上に寄与している。

性確保に有用である。

⑵

電源制御プラットフォーム

UPS（無停電電源装置）などの電源機器では，電源出力

₄.₂ プロダクトライン開発

を制御するためのパワエレ処理と，各種設定や監視をする

組込み機器製品は派生開発が多く，派生開発を重ねるほ

ための表示，通信などの HMI（ヒューマンマシンインタ

どその信頼性が低下するリスクが高いといわれている。プ

フェース）処理が混在している。

ロダクトライン開発技術は，ソフトウェアをドメインと呼

富士電機は，製品化に要する期間短縮と製品品質を向上

ばれる小さな単位に細分化して開発する手法で，類似の仕

するために，図₄ に示す電源制御プラットフォームを開発

様で多数のソフトウェアを開発する場合に有効な手法であ
る。富士電機は，プロダクトライン開発を行うために，開
発支援環境と，共通ソフトウェア資産（コアアセット）と
製品開発を円滑に行うための開発プロセスを定義した。そ

製品別機能実装部

の様子を図₅ に示す。

アプリケーション
共通部品

共通部品

共通部品

プロダクトライン型開発支援環境では，製品要求仕様を

共通部品

分析するためのドメイン分析ツール，必要なコアアセット
を閲覧・選択するためのコアアセットブラウザー，モデル

標準インタフェース（API*)
支援
機能

TCP/IP

RS232C
USB
（汎用シリアル） （ホスト / ターゲット）

などを提供する。これらを適用することにより，ソフト
ウェアの部品化の対象が拡大し，系列開発におけるソフト

RTOS

ウェア開発の信頼性を向上できる。

ハードウェア依存部

また，部品を再利用した製品開発を効果的に行っていく

組込みソフトウェア共通プラットフォーム

ためには，コアアセットの拡充を行う必要がある。そこで，

ハードウェア

＊ API：Application Interface

図₃

図からプログラムを自動生成する実装コードジェネレータ

既存のソフトウェア資産から，再利用する部品を効率よく

組込みソフトウェア共通プラットフォームの構造
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ロセス改善は，信頼性確保における重要な取組みと位置付

スモデリング技術を応用し，既存資産（ソースコード，ド

け，取り組んでいる。

キュメントなど）の分析から部品仕様を表現するモデル

⑴

開発プロセス改善推進体制の構築
開発プロセス改善活動の推進のためには，トップダウン

（クラス図，状態遷移図，シーケンス図など）を作成する
手法を整備した。

の体制を構築することが効果的である。富士電機では経営
層直下に全社の改善活動を推進するプロジェクトを設け，

今後，適用する製品を拡大していく予定である。

その指導・助言の下で各開発部門が活動する体制とした。
₄.₃ 開発プロセス改善の取組み

このトップダウンの体制のほか，プロセス改善の実務リー
⑵

2009 年度版組込みソフトウェア産業実態調査報告書に

ダークラスが参画する連絡会を組織し，各部門共通的な課

よれば，ソフトウェア不具合の再発防止対策としてソフト

題抽出，対策審議，情報共有を行いながら推進している。

ウェア開発プロセスの見直しを挙げている組織は，64.0 %

⑵

項

目

プロセス見える化ツールの開発と適用
改善活動推進に当たっては，部門における開発プロセス

に上っている。富士電機も，組込みソフトウェアの開発プ
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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。
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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。
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＊ 指標：開発プロセスの成熟度を独自に定義したものである。
プロセスを全て適正に実施した場合を 100% とし，
それに対する達成の度合いを示す。

図₆

開発プロセスチェックシートの例
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特 集

抽出する技術を開発した。リファクタリング技術やリバー
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⒞

の状況と改善目標などを数値化して管理・評価を行うため

機 能 安 全 管 理（FSM：Functional Safety Manage-

に，見える化ツールを開発し適用している。その一例を次

特 集

ment）が要求されており，要求仕様策定から設計，妥当

に示す。
⒜

開発プロセス

性検証まで，開発工程全般にわたって適正なプロセス管

開発プロセスチェックシート

理を行うことが求められている。

開発プロセスの成熟度と改善目標を数値的に把握す
るツールである。使用例を図₆ に示す。開発プロセス

⑵

富士電機の取組み

チェックシートでは，部門における改善前のプロセスの

規格に記載されている機能安全の実現に必要な要件，技

状況，改善計画，改善活動後の評価について，簡易な設

術は多岐にわたり複雑である。富士電機では，実開発に適

問に回答していけば数値的に記載できるような仕組みに

用できる実装技術までブレークダウンした技術ガイドライ

している。結果は工程ごとに集計されグラフにより確認

ン，開発プロセスなどを整備し，技術データベースとして

することができ，視覚的にプロセスの改善状況が把握で

社内で運用しており，組込み製品の信頼性向上に活用して

きる。

いる。

⒝

品質評価シート

ドキュメント作成，プログラム製作時の生産性や，テ

6

あとがき

スト項目密度，エラー発生率，エラー密度などの品質指
標値の実績を自動的に計算するツールを開発して適用し

組込み機器開発におけるハードウェア，ソフトウェアを
中心にした信頼性技術の動向と，富士電機における取組み

ている。

について紹介した。

5

機能安全と信頼性技術

組込み機器の技術，機能は今後も多様化していく。信頼
性向上の取組みを今後も継続していく所存である。

機能安全は，機能的な工夫（安全を確保する機能，安全
機能という）を導入して，許容できるレベルの安全を確保
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