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1　まえがき

富士電機の製品は，パワー半導体・磁気記録媒体といっ

た電子デバイスから遮断器やインバータなどの汎用機器，

さらには自動販売機・太陽電池・燃料電池・各種発電プラ

ントなど，微細化・薄膜化が著しい製品群から大型のシス

テムまで多岐にわたっている。

いずれの製品分野においてもグローバル化が進む中，激
しい競争にうち勝っていくためには，高い品質・信頼性で

の差別化が不可欠となっている。この差別化を実現するた

めには，製品の開発・製造過程において，信頼性を裏付け

るデータを蓄積し，反映させるための多種多様な分析・解
析技術（形状，膜厚，組成，結晶構造，化学状態）が必要
とされていて，その重要性と責任が増している。

本稿では，分析・解析技術の構成を示し，代表的な製品
における適用事例を基に，社内で保有する分析・解析技術
を駆使した取組み，ならびに外部の最先端の設備を活用し

た特徴的な取組みを紹介する。

2　富士電機における分析・解析技術

表1に，富士電機における分析・解析技術の構成を示す。

高い品質・信頼性を確保するために高度な分析・解析技術
が必要とされている製品（パワー半導体，磁気記録媒体，

太陽電池，燃料電池）を対象として，その課題解決のため

の微量分析技術，微視解析技術，結晶構造解析技術，表
面・界面・薄膜解析技術などの要素技術を体系的に強化し

ている。これらの要素技術を高度化することで他の製品に

対しても波及して活用することができる。

3　分析・解析技術

富士電機では，多岐にわたる製品群に対して，2章で示
した分析・解析技術を適切に用いることにより，その製品
への信頼性を高めている。各分析・解析技術の適用事例を

次に示す。

製品の品質・信頼性を支える分析・解析技術

植田　　厚  Atsushi Ueda 寺西　秀明  Hideaki Teranishi 森　　大輔  Daisuke Mori

Analytical Techniques to Support Product Quality and Reliability

製品の品質・信頼性を確保するためには，その開発や製造過程において，信頼性を裏付けるデータを蓄積し，反映させる

ための多種多様な分析・解析技術が必要である。富士電機のパワー半導体では，二次イオン質量分析法によるドーパント

（微量添加元素）の深い拡散構造の分析や，後方散乱電子回折法による接合状態の微視的な結晶構造の解析などを行ってい

る。磁気記録媒体では，磁気記録層や保護膜の膜質，膜厚などを正確に評価するため，透過型電子顕微鏡や放射光施設を活
用した X 線吸収微細構造解析法を用いて検証している。

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

イオンを試料表面に入射させると，試料表面からは電
子・中性粒子・イオンなどさまざまな粒子が放出され

る。二次イオン質量分析法（SIMS：Secondary Ion Mass 
Spectrometry）は，これらの粒子のうち，イオンを検出
し質量を測定することで，試料中に含まれるドーパント

（微量添加元素）を深さ方向に高感度（ppb 〜 ppm）に分
析する手法である。例としてパワー半導体における微量添
加元素の分布評価について説明する。

図1に，富士電機の UPS（無停電電源装置）に内蔵さ

れているパワー半導体モジュール，およびモジュール内に

組み込まれているパワー半導体チップを示す。パワー半導
体は，集積回路とは異なり，シリコン基板の表面側だけで

はなく表面側から裏面側に向けて，縦方向に大電流を流す

しくみとなっている（縦型デバイス）。

したがって，微量添加元素の拡散構造は，濃度範囲が広
く深いという特徴があり，このような微量添加元素の拡散 
構造は，高温高湿試験における耐電荷性を通じて，デバイ

スの長期信頼性に大きな影響を及ぼす。そのため，濃度
プロファイルの実測による正確な把握，および設計への

フィードバックは極めて重要である。

図₂に，SIMS による，ウェーハに注入した微量添加元
素の拡散プロファイル例を示す。グラフから，微量添加
元素の濃度範囲が広く（濃度差 100 万倍），深い拡散（〜

20 µm）が行われていることが確認できる。ウェーハ最表
面から深い位置まで，高感度・高精度で分析できている。

₃.₂　接合部の結晶構造解析技術

60 〜 70 °傾斜した試料表面に電子線を照射すると，試
料表面領域（約 50 nm 以下）の電子回折線が作られ

る。 後 方 散 乱 電 子 回 折（EBSD：Electron Backscatter 
Diffraction）法は，この回折像を解析することで結晶情報
を得る手法である。例としてパワー半導体におけるチップ

接合状態の解析について説明する。

半導体パッケージは，半導体チップ間を電気的に接続し，

各チップの電気的特性を最大に引き出すとともに，使用環
境において長期間，安定動作するように保護するものであ

る。パワー半導体パッケージは，社会インフラや自動車に

使用されることが多く，携帯電話などの情報機器よりも厳
しい信頼性基準が要求される。さらに，SiC（炭化けい素）

や GaN（窒化ガリウム）を用いた次世代半導体は，より

高温で常用されるために高温環境での高い信頼性が求めら

れている。

パッケージの内部は，図₃に示すように，半導体チップ，

はんだ，セラミック基板と Cu 板の接合体である DCB
（Direct Copper Bonding）基板，Al ボンディングワイヤ，

ゲルなど多くの材料を使用している。パッケージの信頼性
は，各部材の物性・形状の選定とその組み合わせを定める

設計技術に大きく依存する。そこで，適切な設計をタイム
UPS
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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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図₂　SIMS による微量添加元素の拡散プロファイル分析
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リーに行えるように，各材料とそれらの接合状態の詳細な

解析が必要となる。

各部材とそれらの接合状態について，従来は形態観察，

元素分析などを中心に行っていたが
⑴

，EBSD 解析を加える

ことで，結晶材料の配向を二次元像として視覚化・定量化
できるようになった。EBSD は，接合部における材料の硬
度や，靱性と結晶粒径や合金層の分布状態との関係が分か

る有効な技術である。

ワイヤボンディング部において，Al ワイヤとチップ上
の Al 薄膜との接合状態が正確に把握できた事例を図₄に

示す。接合断面のダメージレスな作製技術の確立によって，

結晶粒径，各グレインの配向，結晶構造同定が可能になっ

たことを示すものである。

本技術を用いて，受入れ段階の材料および開発段階にお

ける接合後・信頼性試験後の接合状態の調査を行うことで，

接合メカニズムがクリアに把握できるようになった。

その結果を設計技術にフィードバックすることでプロセ

ス条件の最適化に活用し，開発速度の向上に貢献している。

₃.₃　高分解能微視解析技術

電子線を薄片試料（1 µm 以下）に照射する際，そのま

ま直進して試料を透過する電子と，原子の種類や結晶性に

より散乱を起こす電子がある。透過型電子顕微鏡（TEM：
Transmission Electron Microscope）は，これらの電子を

結像して拡大観察する手法であり，原子レベルの空間分解
能を持っている。磁気記録媒体，燃料電池を例に説明する。

⑴　磁気記録媒体における磁性層の微細構造観察
ハードディスクドライブ（HDD）の記録容量は，年

率約 40% と大きく増加してきている。この HDD の中で，

磁気記録媒体における記録容量の増加は，磁気記録層と保
護膜によるところが大きい

⑵

。

磁気記録層は，ナノメートルオーダの薄膜が何層も積層
された構造となっている。最近の磁気記録媒体の積層数は，

下地層である裏打ち層と中間層を含めて 10 層前後にもお

よび複雑化しており，各層の膜厚，結晶構造をナノメート

ルオーダで制御することにより，高記録密度化，書き込
み容易性，熱安定性という特性を同時に成り立たせている

⑶

。

したがって，これらの膜厚，膜質を正確に評価することは，

製品の性能およびその信頼性確保のために不可欠である

（図₅）。

富士電機は，この評価を行うために，TEM による微視
解析技術，X 線回折（XRD：X-ray diffraction）装置によ

る結晶配向度の評価技術などを確立している。図₆は，磁
気記録媒体の層構成と磁性層の断面 TEM 像の一例を示し

たものである。磁性粒の柱状構造と格子面間隔に起因する

格子縞が明瞭に観察されていることが分かる。これらの像
から，成膜初期の結晶成長形態を直接観察し，磁性層の結
晶成長形態を評価している。富士電機では TEM 観察を行
うための，イオンミリング法を用いた加工ダメージの少な

い試料薄膜化技術のノウハウを蓄積しており，これらの評
価技術を駆使することで，各層の出来栄えを評価検証して

いる。

⑵　燃料電池における電極触媒の微細構造観察
富士電機は，1998 年から 100 kW りん酸形燃料電池の

磁気ヘッド

～100nm

（0.8mm）
例

磁気記録媒体断面

液体潤滑膜
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図₅　磁気記録媒体の断面図構造
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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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商品機を 2011 年 1 月末時点で 27 台納入しており，累積
運転時間は当初の開発目標の寿命（4 万時間）を超えてい

る。ホテルに納入した燃料電池はオーバーホールを実施し

て累計 91,568 時間を達成し，信頼性，耐久性を実証して

いる。2009 年度からは新機種 ｢FP-100i｣ を販売している

（図₇
⑷

）。

電極反応を促進する触媒は，カーボン担体上にナノメー

トルオーダの金属微粒子が分散しており（図₈），触媒の

変化は電極特性に大きく影響を及ぼす。このため TEM に

よる触媒粒子の分散状態の評価は，XRD による合金状態
や平均結晶子径の評価とともに触媒性能の検証に有用であ

り，触媒種や運転条件による相違，経時変化を調査し，電
極特性の向上，保持に活用している。そのほか，断面試料
を作製しての電子顕微鏡観察は，触媒，りん酸，ガスの三
相が反応する電極構造調査に必須である。りん酸や生成水
中の微量分析による腐食調査，改質器やインバータ，水処
理装置など周辺機器の性能調査などを行い，りん酸形燃料
電池の開発，信頼性向上に分析・解析の視点から貢献して

いる。

₃.₄　結晶欠陥の分布評価技術

結晶内の欠陥やゆがみなどの分布や形などを，二次元
マッピング画像として捉える手法として X 線トポグラ

フィーがある。

例としてパワー半導体基板の三次元分布解析について説
明する。デバイスを作り込む基板内の結晶欠陥の存在は，

デバイス動作時の漏れ電流の発生など，信頼性に深刻な影
響を与えるため，電気的特性と結晶欠陥の存在状態との対
応付けからメカニズムを把握することが重要である。この

課題に対しては，指向性の高い強力な放射光を用いること

により，保有する実験室型の設備ではできなかった高感度
でかつ微小部の分析を非破壊かつ短時間で可能にした。

図₉に，SPring-8 で取得したデータの一例（三次元 X
線トポグラフ）を示す

⑸

。マイクロビーム X 線を試料結晶
に透過させ，回折 X 線の強度を独自に設計した特殊な微
細スリットを通して測定する。試料をスキャンすることで

三次元トポグラフが得られ，基板内の転位の空間分布評価
ができる（空間分解能 0.5 µm）。このようにして得た実測
データをデバイス・プロセス設計へフィードバックするこ

とにより，設計どおりの特性を持つ信頼性の高い製品の開
発へ導いている。図₁0 は，富士電機が現在利用している

放射光施設の一覧である。

₃.₅　超薄膜の膜質評価技術

各種デバイスを構成する膜（層）は，薄膜化が進みナノ

メートルオーダとなっており，その膜質を精度良く捉える

ことが難しくなっている。放射光施設を活用した例として，

磁気記録媒体における保護層の膜質解析について説明する。

磁気記録媒体の表面にコートされているカーボン保護
膜には，HDD の耐久性，耐食性を担う役目があり，製品
の寿命・信頼性に関わる重要な部分である。富士電機は，

カーボン保護膜の評価法として，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）装置などにより保護
膜の品質管理を行っている。

HDD の記録密度向上には磁気スペーシング（磁気ヘッ

ドと磁気記録媒体の磁性層との距離）を極限まで狭める必
要があり，薄膜化しても耐久性，耐食性機能が十分にある

保護膜の開発が求められる。したがって，膜厚だけでなく，

膜質，被覆性などを従来よりも詳細に評価する必要性が出
てきている。富士電機は，このカーボン保護膜の評価法と

して，前述した TEM による微視解析，XPS法による結
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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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合状態分析に加えて，X 線吸収微細構造（XAFS：X-ray 
Absorption Fine Structure）を適用している。

XAFS は，カーボンの化学状態に直接的に寄与してい

る価電子帯空準位構造を反映したスペクトルが得られる。

このため XPS，ラマン分光などの他の手法に比べ，カー

ボン保護膜中のグラファイト，ダイヤモンドといったカー

ボンの化学状態を直接的に評価できる
⑹

。この XAFS は放
射光施設を利用しなければ測定が困難な手法である。前項
で述べたように，富士電機ではさまざまな放射光施設を

積極的に利用することにより，この XAFS 測定を実施し

ている。図₁1 に異なる成膜法（A，B）で成膜したカーボ

ン膜の XAFS スペクトルを示す。本測定は，産業利用が

可能な軟 X 線ビームラインを持つ SAGA-LS で測定した。

成膜法 B では，成膜法 A よりもグラファイトに由来する

1 s からπ* 軌道への遷移に起因するピークが小さく，ダイ

ヤモンド成分（σ*）が多い硬質な優れた膜が形成されて

いることがわかり，超薄膜の成膜方法の違いによる膜質の

差異を高感度で捉えることができるようになった。

4　あとがき

富士電機製品の信頼性を支える分析・解析技術について，

代表的な製品に対する取組み事例を基に紹介した。分析・

解析部門の使命は，製品の開発段階から設計・製造部門と

一体となって，信頼性を裏付けるデータを蓄積して製品に

反映させることにある。製品の高性能化が一段と進むにつ

れて，分析・解析技術への要求もますます高まると考えて

いる。

今後も，最先端の分析・解析技術に着目して活用してい

くとともに，信頼性の高い製品を創出し提供することに貢
献していく所存である。
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