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1　まえがき

信頼性とは“製品が与えられた条件で，所定の期間要求
された機能を故障なく，果たすこと”と定義される

⑴

。した

がって，製品の信頼性を確保あるいは向上するためには，

ハードウェアやソフトウェア，システムの運用管理など，

すべてを含めた信頼性が重要である。

特に，ハードウェアでは，故障・劣化モードを特定し，

それに基づいた部品のスクリーニングや信頼性改善による

初期品質の確保，ならびに使用条件での耐久性試験による

信頼性評価が必要となる。また，製品の品質や信頼性を作
り込むためには，製品のみならず材料レベルでの設計技術
や評価技術が不可欠であり，さまざまな手法が必要となる。

本稿では，ハードウェアの観点から，各製品における評
価技術，各製品への適用事例を挙げ，製品の信頼性向上へ

の取組みを紹介する。

2　富士電機における信頼性評価技術

信頼性評価技術の分類を表1に示す。富士電機では，各
製品での品質・信頼性試験だけでなく，故障解析や余寿命
診断技術にも取り組み，市場で発生した不具合への迅速な

対応および予防保全による故障発生防止などについて積極

的に推進している。それぞれの信頼性評価への取組みにつ

いて次に述べる。

3　品質・信頼性評価技術

富士電機は，インバータや電動機，サーボシステムなど

のドライブシステム機器，パワー半導体や磁気ディスク

媒体などの電子デバイス製品，さらには発電プラント設
備，受配電・制御機器，自動販売機など幅広い製品に対し

て，さまざまな品質・信頼性評価を行っている。主な製品
に対する品質・信頼性試験および評価・試験設備について

表₂に示す
⑵，⑶

。

₃.₁　品質評価

製品の開発・製造段階および出荷段階で行う品質評価試
験は，初期故障などの不具合を防止するために重要な評価
である。製品の基本特性である電気特性や強度特性のほか，

非破壊試験や騒音特性評価なども品質評価に分類される。

強度評価技術，非破壊評価技術，騒音評価技術の最近の事
例ならびに回転機のバランス試験と特性試験を紹介する。

⑴　強度評価技術
電子機器の接合部強度，薄膜の硬度などの品質・特性評

価を行う際，評価部位が数十 nm 〜数 mm と非常に微小

製品の品質・信頼性を支える評価技術

塩川　国夫  Kunio Shiokawa 岡本　健次  Kenji Okamoto 岸　　郁朗  Ikuo Kishi

Evaluation Technology to Ensure Product Quality and Reliability

製品の品質・信頼性を確保あるいは向上するためには，故障・劣化モードを特定し，それに基づいた部品のスクリーニン

グや信頼性改善による初期品質の確保，使用条件での信頼性評価が必要となる。富士電機は，初期故障の防止に重要な品質
評価では，製品の基本特性である電気特性評価や強度特性評価のほか，非破壊試験や騒音特性評価などを実施している。耐
久性を評価する信頼性評価では，製品の信頼性向上と長寿命化に伴い加速寿命試験（腐食，疲労，振動評価など）を行って

いる。また，故障解析を基にした再発防止や，余寿命診断による予防保全に取り組んでいる。

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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な領域強度特性を把握する必要がある。多様な製品群の評
価に対応するためには，構造材用の大容量試験機のほか，

微小荷重などに対応した評価設備が必要となる。

富士電機は，100 t まで対応可能な引張試験機などの大
型強度試験設備のほか，数十 nm 範囲の微小領域の硬度測
定ができるナノインデンターや 10 N 以下の引張強度が行
える超微小荷重引張試験機などの評価設備を保有し，多様
な製品の強度評価に対応できる。

図₁に，ナノインデンターで電子デバイスにおけるアル

ミニウムワイヤの硬度を測定した事例を示す。アルミニウ

ムワイヤと電極との接合界面の硬度が母材と同等の硬度で

あり，健全に接合されていることを確認している。

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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大型構造物の製造には，溶接・ろう付施工が不可欠であ

り，接合部の品質は製品の信頼性を大きく左右する。

富士電機では，接合部内部欠陥の非破壊評価技術開発に

取り組み，実機に適用している。最近の事例として，超音
波 TOFD（Time of Flight Diffraction）法による欠陥評価
技術を用い，製品に適用している。

超音波 TOFD 法は内部欠陥の上端および下端回折波の

伝播（でんぱ）時間から欠陥位置・寸法を算出する手法で

ある。一般的な超音波手法のパルス反射法に比べて，欠陥
位置と寸法を，短時間かつ高精度に検出できる特徴がある。

図₂に示すように，蒸気タービン用溶接ロータの品質
検査に TOFD 法を適用している。パルス反射法を併用し，

さらに探傷深さに応じて TOFD 探傷条件を最適化するこ

とにより，接合部全域を網羅する評価技術を確立し，溶接
部の欠陥がなく，信頼性向上を図っている。 
⑶　騒音評価技術

製品の騒音評価を精度良く行うためには，評価対象以外
の騒音である暗騒音や，建屋壁面による反射音を極力小さ

くする必要がある。

富士電機では，楔（くさび）型吸音材を各内壁面（床を

含む 6 面）に配置した全無響室（暗騒音レベル 7 dB 以下）

を用い，精度の高い騒音評価を行っている。図₃に，電磁
接触器の騒音評価例を示す。筐体（きょうたい）の表面や

開口部から放射される衝撃音を 5 方向（周囲 4 方向および

上方）から測定し，音圧挙動や周波数スペクトル解析から

騒音発生源の特定を行っている。

⑷　回転機のバランス試験
回転機では，ロータ（回転子）のわずかな不釣合いでも

高速回転により大きな振動が発生するため，タービンや発
電機などの大型回転機では重大な事故につながる恐れがあ

る。

富士電機では，質量 125 t までのロータを回転数 4,500 r/
min まで試験可能な高速バランス試験設備（図₄）により，

不釣合い振動の低減を図っている。これまでに試験した

600 MW 用タービン・発電機をはじめ，数百本のロータは

良好な振動値で運転している。

⑸　特性試験
製品はさまざまな環境で使用されるため，実際の使用環

境を模擬した状態での特性を評価することが重要である。 
富士電機では，ショーケースなどのコールドチェーン機

器，設備機器と空調機器を総合して評価することが可能な

総合熱試験施設を建設し活用している。これは，コンビニ

エンスストア一店舗の全体を完全に覆い，全国の春夏秋冬
の昼夜にわたる外気温湿度や日照を模擬できる設備であり，

実環境相当での特性評価を行うことができる。

₃.₂　信頼性評価

信頼性評価試験は，製品の耐久性を評価する試験である。

製品の信頼性向上，長寿命化に伴い，加速寿命試験を行う

場合が多い。この加速寿命試験では，製品の劣化モードが

市場と同等となることが重要である。使用環境・条件に応
じた評価法の選定や条件の設定が必要になる。

富士電機では，効果的な結果を得るために加速試験法の

検討を行っている。ここでは，腐食，疲労，絶縁，振動評
価などの保有技術を紹介する。

⑴ 腐食評価
地熱タービンは，腐食性化学成分が多量に含まれる地

熱流体を扱っている。自動販売機は，温泉地や海岸地域
などの腐食性雰囲気の多い場所でも使用される。富士電
機は，これらの環境を模擬した信頼性評価を行うためのガ

ス腐食試験装置や環境試験装置に加えて，製品固有の腐食
劣化モードを再現するため，必要に応じて個々に対応した

独自の腐食試験装置を開発し，信頼性評価を行っている。 

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は，地熱タービンの材料選定のための評価試験である。

これらは，実機の信頼性を検証するだけでなく，耐食性
を向上するための材料やコーティング技術の開発にも適用
している

⑷

。

⑵　疲労評価
電子機器などのはんだ接合部の疲労寿命評価を行う際，

試験片サイズの違いによる金属組織の大きさが，疲労特性
に影響する。そのため，実際の部品接合部の金属組織の大
きさを想定した疲労特性取得が重要である。しかし，実接
合部の大きさの試験片を用いた疲労試験を行うことは，試
験技術的に困難なため，一般的には，実接合部よりはるか

に大きい試験片を用いて疲労寿命を取得してきた。

富士電機では，微小試験片（φ1.0 mm）による疲労試
験技術を開発し，寿命評価に適用することで，実接合部の

金属組織を反映した，より精度の高い疲労試験ができる

（図₅）。

⑶　絶縁性評価
パワー半導体によってスイッチング運転する汎用イン

バータなどでは，プリント板に 1,000 V 近くの電圧がスト

レスとして加わるので，絶縁信頼性の評価を行っている。

プリント板の代表的な絶縁劣化現象として“エレクトロ

ケミカルマイグレーション”がある。これは，例えば銅
めっきからなるスルーホールとスルーホール間や，スルー

ホールと内層銅箔（はく）間などのガラス繊維部に金属イ

オンが溶出し，導電路を形成する現象である。

富士電機では，新たなプリント板を採用するに当たり，

高温高湿雰囲気で実使用条件より高い電圧を印加して，保
証寿命でエレクトロケミカルマイグレーションが生じな

いことを検証し，問題がないことを確認している。図₆に

プリント板の絶縁信頼性評価方法を示す。

富士電機では，各種プリント板の評価を事前に行い，実
運転電圧において絶縁劣化のないものを選定し，製品に適
用している。

⑷　環境加速試験
屋外に設置する製品について，環境による劣化に対する

信頼性を評価することが重要である。

富士電機では，フィルム型太陽電池モジュールについ

て，長期にわたる紫外線や降雨に耐える信頼性を確保する

ため，より厳しい環境を迅速に評価できる環境加速試験
の SWOM（サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験）

を行い，長期の信頼性を確認している。

⑸　振動評価技術
小型モータや車載電気機器などでは，取り付けられる基

礎や装置から繰り返される振動や衝撃を受け，構造部材が

疲労破壊に至る場合がある。

富士電機では，図₇に示す加振試験装置を用いて振動や

衝撃に対する耐久試験を行い，製品の耐振性を確認してい

る。なお，加振波形として実機で得られた振動波形を用い

ることで，実環境を模擬した評価を行っている。

₃.₃　故障解析

製品に不具合が発生したときには，一刻も早い原因究明
が不可欠である。表₄に，一般的な評価項目と評価手法
を示す。

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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富士電機では，これらの装置を用い，故障解析を迅速に

行う体制を整えている。また，故障解析により得られた知
見などは，製品へ反映し再発防止に努めている。

₃.₄　余寿命診断

蒸気タービンなどの高温で使用される製品では，予防保
全技術として，使用材料の劣化メカニズムを基にした寿命
マスターカーブから，余寿命を求める余寿命診断が行われ

る。近年，プラント機器の駆動用として重要な役割を果た

すインバータなどの製品でも，比較的過酷な設置環境下で

使用され，予防保全への期待が高まっている。

富士電機は，このインバータに対し，さまざまな診断技
術を開発してきた。そのうちの一つである環境劣化診断技
術は，インバータの構成機器であるプリント板を対象にし

て設置環境による劣化を定量的に評価し，余寿命を診断す

るシステムである。腐食劣化診断と塵埃（じんあい）劣化
診断からなり，設置環境のガス濃度，塵埃堆積量，温度，

運用状況などを用いて，劣化診断用マスターカーブから，

故障に至る時期を予測する
⑸

（図₈）。

4　あとがき

製品の多機能化や，使用環境の多様化は，今後ますます

進展すると考えられる。そのため，信頼性を向上させる取
組みは重要であり，さまざまな要求に答えられる評価技術
が求められる。

今後も，信頼性評価技術の向上，新しい評価技術の開発
に取り組み，お客さまの信頼が得られる製品の創出に貢献

する所存である。
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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）
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図₇　加振試験装置（モータ振動試験）
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