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山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

情報・通信，環境，エネルギーなどに 
独創的な技術開発を蓄積しています。 

富士電機は，より安全で快適な社会，地球環境の保

全に配慮した技術とシステムづくりにより，明るく

美しい21世紀にしたいと考えています。 

このテーマの実現に向けて，分子・原子のハンドリ

ング技術をはじめとしてさまざまな基礎研究を積み

重ねて，21世紀を始めています。 
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デバイスの高性能化，製品機能の精緻（せ

いち）化が加速度的に進展している。これに

伴い，その開発の推進に解析・評価技術の重

要性は一段と増してきている。

富士電機では，技術の適用速度向上および

極限的な解析・シミュレーション技術の開発

に積極的に取り組み，このような分析・解

析・シミュレーションにより製品の性能，信

頼性を確保している。

表紙写真は，分析装置とそれにより得られ

た薄膜デバイスの解析データを組み合わせ，

解析・評価・シミュレーション技術をイメー

ジ的に表現したものである。

表紙写真



21世紀をまもなく迎えようとしているが，今世紀はまさ

に科学技術の急激な発展に支えられ，人類はこの恩恵に浴

してきた時代であるといえる。このような科学技術の発展

の中枢をになうものは，物や要素，又はその振る舞いや現

象に関する“解析・評価”の技術であろう。しかし，21世

紀に向けて精緻な解析・評価技術をべースとする現代の科

学技術をより健全なものとするためには，環境破壊や事故

による悲惨な災害といった負の側面に常に目を向ける必要

がある。

最近では，情報ネットワークを中心に産業の設備や社会

構造物など全てが高度化・集約化され，一つのシステムと

して制御・使用されるようになってきて，それを構成する

物や装置にひとたび異変や故障あるいは操作の不備が生ず

れば，重大な事故につながり，その結果の社会に対する影

響は今までとは考えられない程大きいものとなってきた。

ごく最近でも原子力燃料製造施設での事故，地下鉄の脱線

事故や新幹線のトンネルからのコンクリート破片の落下な

どが社会に対し大きな衝撃を与えたのを思い起こしていた

だきたい。まさに我々は現代の高度技術社会のなかで増大

する「危険」の間で生き続けている。したがって，科学

史・科学哲学者の村上陽一郎先生がその著書『安全学』

（青土社，1998年，p.243）で言われている通り“20世紀の

社会が物理学のモデルで動き，その結果として開発と進歩

へと向かったのであれば，21世紀は生命のモデルにしたがっ

て「安全」に向かって動くべきである”ということになる。

筆者は，たまたま材料の非破壊検査と評価技術を中心に

据えた破壊事故防止工学（材料安全工学）を専門としてお

り，その中心課題はいわゆる“もの”の信頼性や安全性の

確保にある。こう言えば，我田引水で，21世紀技術社会の

中心価値概念として単に“安全”という言葉を主張したも

のと受けとられかねない。実は，筆者の専門分野も，確定

的な物理モデルによる計測と解析・評価を要素技術とする

単なる狭義の“安全管理技術”の一つにすぎず，村上先生

が言われる20世紀型の物理モデルでの“開発”と“進歩”

という価値を指向したものに今なおとどまっている。

何故ならば，破壊という現象とその機構を一つの物理法

則にしたがって解析・シミュレートできさえすれば，我々

は複雑な技術システムにおいて発生する破壊事故から解放

されると信じているからである。しかも，一定の物理モデ

ルに立脚する以上，解析・評価の結果である解は唯一であ

ると考える。もちろん，材料の破壊機構のみを解析対象と

するのであれば，解は一つである。しかし，安全を担保す

るための破壊解析技術においては，我々は物の破壊という

事によって生ずる技術システム全体としての不具合や破滅

的状態の発生の予測やその防止といったことを最終目標に

置くべきであろう。その場合，解析・評価の結果から得ら

れる解は，柔軟で多様な生命モデルに見られるように多様

であってよいと思うし，また，それを容認しなければなら

ないだろう。

開発と進歩を指向する為にその精度を求められ続けてき

た従来の解析・評価技術を，21世紀にこのような異なる新

たな視点に立ったものとして進化させることは可能であろ

うか？　もしそれが可能であるならば，安全を指向した豊

かで健全な21世紀の技術システムを造り上げ，また支えて

いくツールとして，解析・評価技術は一層その重要性を増

すものとなろう。

本誌特集号には，富士電機（株）で研究・開発された各種

の優れた解析・評価技術が紹介されている。これら技術が

来る21世紀の健全な技術社会の創成に役立つことを願って

いる。

安全を指向した新しい
解析・評価技術に期待する

関根　和喜（せきね　かづよし）

横浜国立大学工学部教授 工学博士
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古庄　　昇

材料の開発と適用，特に機能性有

機材料分野で材料開発とデバイス

開発に従事。現在，（株）富士電機

総合研究所材料技術研究所長。日

本化学会会員，高分子学会会員。

理学博士。

松尾 信一郎

電機・制御・情報製品の生産技術

に従事。現在，生産技術研究所長。

富士時報 Vol.73 No.9 2000

まえがき

最近の急速な技術進歩の状況においては，ドッグイヤー

と呼ばれるなど短期間での研究開発・製品化が当然となっ

てきている。こうした技術開発競争において勝ち残るため

には，いかに開発期間を短縮するか，製品歩留りを早期に

向上させるか，初期故障を迅速に解決するかなどが重要と

なる。

こうした研究開発・製品化の場面では，新機能の付与，

新材料の使用，新構造の適用など新規な技術に取り組んで

いく必要があり，開発，設計，製造を進めるにあたって，

分析技術やシミュレーション技術の重要性がますます増大

している。

解析・評価への満足度は，解析・評価の従来以上のレベ

ルの高さと素早い応答に依存することは言を待たない（図

１）。富士電機はこうした観点から，解析・評価技術のレ

ベルアップと迅速化に積極的に取り組んできている。

本特集号では，富士電機の技術開発，製品開発における

解析・評価技術，すなわち分析技術とシミュレーション技

術の取組みについて報告する。なお，本稿では全体の背景

と概要を述べる。

分析技術

分析技術では，研究開発，製品開発の高度化に伴う分析

技術の極限への挑戦と，製造プロセスの設計に迅速に対応

する態勢の強化を進めている。

極限への挑戦としては，表面・界面の制御が技術的に重

要な半導体や磁気記録媒体を対象に，0.1 nmサイズの空間

分解能での構造解析やφ1nmでの局所領域の組成分析を

透過形電子顕微鏡（TEM）/X線分析（EDX）あるいは

走査形プローブ顕微鏡（SPM）などにより実現している。

図２に微小領域，表面・界面への解析に関連して，富士

電機で利用している分析装置ごとの分析面積と分析深さを

示す。これら分析装置を複数組み合わせて，最表面の状態，

数 nm深さの状態，界面層の状態，バルクの状態を分析し，

その結果を総合的に解析して nmサイズの状態の同定作業

を行っている。こうした分析に際しては，試料調製のファ

イン化を同時に進めていく必要があり，微小試料の作製や

前処理技術が重要なポイントになる。

具体的には，半導体分野での高速化や低消費電力の対応

する nmレベルの極薄膜ゲート酸化膜のシリコンとの界面

の平たん性やプロセスによる変動を TEM/EDX分析で評

価し最適なプロセスの設計を可能とした。さらに信頼性向

上や高耐圧化に対応して，パッシベーション膜やポリイミ

ド樹脂などの絶縁物中の不純物制御が重要となっている。

二次イオン質量分析法（SIMS）では一次イオン照射によ

る絶縁物表面への電荷蓄積が測定の障害であったが，試料

表面への白金コートなどにより問題を解決し，多層絶縁層

中の不純物の測定を可能とした。

磁気記録媒体では高記録密度化の進行とともに，ヘッド

の浮上高さが 10 nmレベルへの低下が予想され，保護層

や潤滑剤の薄膜化と精密な制御が要求されている。潤滑剤

の局所的な分布を SPMで評価可能とし，さらに数 nmの

保護層の正確な膜厚測定を適切な前処理プロセスと TEM

を組み合わせて可能とし，表面の形状形成プロセスや表面

状態の設計に活用している。

鉛フリーはんだは，環境問題への対応からも迅速な開発
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が求められている。鉛フリーはんだの断面の構造や組成評

価は試料作製中の変形などで容易ではなかったが，集束イ

オンビーム（FIB）を単独あるいはマニピュレータと組み

合わせて利用し適切な試料を作製し，走査形電子顕微鏡

（SEM）や TEMにより接合部の高精細な形態・組成解析

を実現し，適切な材料組成の設計を可能とした。

特徴ある分析として，環境ホルモンや有害物質について

の 10－12（ppt）レベルへの挑戦として，ガスクロマトグラ

フ質量分析（GC/MS）法などの機器分析手法，あるいは

生物活性を応用した方法で実現してきた。外因性内分泌か

く乱物質については環境庁の目標検出下限を達成している。

さらに生物学的応答と電気化学測定や蛍光分析などとを組

み合わせて，水資源中のシアンなどの急性毒性物質の検出

や，クリプトスポリジウムなどの病原性原虫や大腸菌など

の迅速な検出を実現してきた。

また，より薄く，より微細な領域での高感度，高分解能

な結晶構造，電子構造などの評価をめざし，高強度の放射

光の利用技術にも積極的に取り組み，SPring-８の放射光

施設内の13社共同の産業界専用ビームライン建設に参画し

てきた。1999年から利用を開始し，磁気記録媒体磁性層，

燃料電池触媒などで最適化の検討に有用なデータを取得し

つつある。

シミュレーション技術

解析・評価におけるシミュレーション技術については実

測データに基づいた境界条件の把握と実験データの物理化

学的なモデル化に重点的に取り組み，解析精度の向上を実

現しつつ，新機能の付与，新材料の使用，新構造の採用な

どの研究開発・設計の効率化，あるいは製造プロセスの最

適化に活用を図っている。また，製品の実運転時の状態把

握や過渡応答のようなとらえにくい現象の把握に注力して

いる。

具体的には，腐食性環境下で使用される地熱タービンの

設計においては，応力腐食割れや腐食疲労に対する配慮が

非常に重要となる。有限要素法での応力の分布の把握を行

い，さらに局所応力の正確な把握のために製作公差による

加重分布の変動の考慮や，過速度試験での局所的な塑性変

形を考慮した弾塑性解析などを実施し，同時に各地で実施

している材料の応力腐食割れ試験，腐食疲労試験結果を組

み合わせて，高い信頼性を持つ発電プラントを実現してき

た。

電磁放射ノイズの影響へのシミュレーションの適用にお

いては，解析精度に及ぼす信号波形の形状など諸因子の重

要度を明らかにし製品開発への適用を進め，従来の 6

MHz から大幅に高速・高性能化を図った 125MHz の高速

LSI を採用したプログラマブルコントローラMICREX-SX

においての電磁放射レベルの低減を実現してきている。

金銭処理機における貨幣搬送の分野では，硬貨は非拘束

で転がり跳ね返りなどが生ずるために，紙幣は非常に柔軟

であるために定量的な解析が困難であった。硬貨について

は機構との接触時に働く力をばね，ダンピング，摩擦の組

合せからなるモデルを構築し，紙幣の場合微小剛体のばね

連結体としてモデルを構築して定量的な解析を実現し，金

銭処理機の小型化，高速化，高信頼性化への最適設計を可

能としてきた。
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クーラントポンプにおいては，ポンプ内の流れの解析と

可視化による実測による検証のうえで，流路の静圧分布解

析による高効率翼の形状設計を行い，小型・高効率で高圧

力の需要に対応する新形の高圧ポンプを開発してきた。

電磁開閉器では機構部品の非線形運動解析と電磁石の吸

引特性に関連する磁界解析を同時に行い，主接点の寿命を

決定する接点バウンス（電流の開閉時における接触子同士

の間欠的衝突）の挙動の解析を可能とした。各部品の感度

分析を行い，接触子，鉄心，材料，接触子圧力などの部品

の最適設計を行い，小型・軽量化，長寿命の製品を実現し

てきた。

超音波トランスデューサでは音圧分布の解析に取り組み，

トランスデューサアレイの位相制御を行うことで，任意の

位置に収束させうることを明らかにできた。焦点位置の移

動により，多次元的に高分解能な画像が得られる可能性を

示した。

製造プロセスについては，はんだ接合，溶接接合，樹脂

成形などの分野で解析を進め，最適プロセスの設計に成果

をあげている。具体的には，パワーデバイスの組立工程に

おける基板の反りを，基板へのチップ接合から樹脂モール

ドまでの各過程中，あるいははんだ材料や製造方法の差異

で予測し，実際の反りと一致することを明らかにし，製造

方法の選択や温度プロフィールの最適化を図っている。は

んだ付けや溶接などの接合過程における熱量の時間変化や

対応した金属の物性変化などを取り入れた変形や残留応力

の予測，樹脂の成形プロセスにおけるゲート位置や厚みな

どと反りなどの解析を進め，手順の最適化や金型の最適設

計への反映を可能としてきた。同時に，プロセス中の特定

因子の変化と品質変動の関連の予測，あるいは実際の製造

結果との比較で真に影響を与える主要因を見いだすことに

活用を進めている。

構造・設計が「もののつくり方」を決めるのではなく，

安定した品質の向上，製造コストの低減や性能の向上を確

保するために，「もののつくり方」によって構造・設計を

決める，という新しいコンセプトの実現をめざして挑戦を

進めている。

あとがき

今後，分析においては，分析深さや面積などの空間分解

能および微量成分分析など極限への取組みが一層必要とな

る。またシミュレーションにおいては，精度の向上，分

子・原子レベルでの状態解析や時間変化の予測，あるいは

設計・製造プロセスへの反映がますます必要となる。

これらの課題に積極的に取り組み，研究，製品開発およ

び生産技術の発展に貢献していく所存である。
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まえがき

半導体デバイスは，コンピュータのみならず，通信機器，

自動車・車両，産業用機械，家庭用電気機器などあらゆる

製品に組み込まれ，それらの中枢として機能している。い

ずれの製品分野においても，デバイスの高性能化，高集積

化および信頼性の維持・向上を実現するための研究開発が

精力的に進められている。

デバイス技術の高度化に伴い，半導体界面の微小領域に

おける材料の構造・組成が特性を左右し，製品の性能に大

きな影響を与えるようになってきた。このため，新たなデ

バイス材料の開発，プロセス技術の確立および品質管理を

行うためには，ナノオーダーの空間分解能（面分解能，深

さ分解能）を持つ観察技術や超高感度分析技術が不可欠で

あり，さらに得られた解析データの研究開発部門への素早

いフィードバックが要求されている。

ここでは，半導体デバイスの研究開発にとって必須（ひっ

す）の評価技術である透過形電子顕微鏡（TEM：Trans-

mission Electron Microscope）と二次イオン質量分析法

（SIMS：Secondary Ion Mass Spectrometry）について解

析技術と応用を紹介する。

透過形電子顕微鏡（TEM）

TEMは，0.1 nmの高い分解能で観察が可能であり，極

微小部での構造・形態，ごく微小な異物，界面状態，結晶

欠陥，結晶構造，原子配列などの情報を得ることができる。

さらに，TEMにエネルギー分散形 X線（EDX：Energy

Dispersive X-ray）分析装置を付加することにより，1nm

以下の微小領域での元素分析が可能になる。

２.１ 集束イオンビームによるTEM試料作製技術

TEM評価法により物質を観察するためには，厚さ約 50

nmの非常に薄い観察箇所に電子線を入射させ，透過した

電子線を電子レンズにより結像させ拡大像を得る。このた

め，TEM観察では試料観察箇所の厚さを，電子線が透過

するレベルまで薄膜化する前処理技術が非常に重要になる。

図１に前処理技術の分野で現在主流となっている集束イ

オンビーム（FIB：Focused Ion Beam）加工装置を応用

した TEM試料作製工程を示す。試料〔シリコン（Si）

ウェーハ〕にレーザなどで場所特定用のマーキングを施し

た後，ダイシング加工により数十μm幅に試料を切り出す。

FIB は液体金属イオン源にガリウム（Ga）を用い，加速

した Ga＋イオンを 10 ～ 100 nm程度に集束し，試料表面

を走査させながら加工する。FIB による試料作製法では，

加工対象物の二次電子像を観察しながらサブミクロンの位

置精度で断面加工できることから，特定箇所の観察と作製

時間の短縮が可能となった。図２は，FIB による特定箇所

のTEM試料加工例である。最も薄い部分がTEM観察箇

所となる。

また，FIB 加工装置はエッチング加工，観察，膜形成な

ど多彩な機能を生かしてさまざまな用途に活用することが

できる。

２.２ TEMによる構造観察技術

半導体技術の微細化と高集積化に伴い，デバイス作製プ
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図１　FIB による TEM試料作製工程



半導体界面の評価技術

ロセスは複雑化し，デバイス構造はより複雑な三次元構造

となっている。このため，これまで無視できた界面のごく

微小な凹凸，ごく微小な異物や欠陥，あるいは新規プロセ

ス・構造の導入に伴い，経験したことのないような不良モー

ドなど，新たな問題が増加している。このような状況のな

かで，半導体デバイスの性能と信頼性を向上させるために

は，研究開発段階，製造段階，製品段階において，高い空

間分解能を有する評価技術と，短期間での評価およびその

結果を迅速に設計・製造部門にフィードバックすることが

求められている。FIB 加工装置の試料作製への導入により

短期間で特定箇所の高分解能観察ができるTEM評価法は，

半導体分野では研究開発のみならず，製造部門における日

常的な品質管理や故障解析に利用されるようになっている。

図３に，ある半導体デバイスの断面TEM観察（低倍率

観察）像を示す。この断面TEM像から，Si 基板に形成さ

れた結晶欠陥の状態（有無，深さ，サイズ），電極と Si 基

板のコンタクト（界面）の状態，配線電極端部のエッチン

グ形状，パッシベーション膜（Si 酸化膜，Si 窒化膜）の

カバレージ状態，各層の構成・膜厚などの情報を得ること

ができる。

超高速で低消費電力の LSI を実現するために，ゲート

酸化膜の膜厚は数 nmの極薄膜領域まで達するようになっ

ている。このような極薄ゲート酸化膜では，酸化膜のバル

ク特性に代わり酸化膜/Si 界面の平たん性や結合状態がデ

バイスの信頼性を支配するようになる。図４はゲート酸化

膜の高分解能像を示しており，Si 基板，ゲート酸化膜，ポ

リシリコン（ゲート電極）の原子スケールの像である。TE

Mによりゲート酸化膜の膜厚や酸化膜/Si 界面の平たん性

を原子レベルで観察すると，プロセス条件（Si 基板洗浄

方法，酸化膜形成方法・条件など）とデバイスの電気的特

性との相関を調べることができるのでゲート酸化膜の極薄

膜化を実現するための有効な評価技術となる。

２.３ FE-TEMによる分析技術

電界放出形透過形電子顕微鏡（FE-TEM：Field

Emission-TEM）は，電子線を直径 1nm以下の極微小領

域に照射できる。FE-TEMに EDXを付属し，TEM観察

箇所に電子線を照射して試料から発生する特性 X線のエ

ネルギーを測定することにより，極微小領域の組成分析が

可能である。

図５は，半導体プロセスで発生した異物の断面TEM像

であり，異物の中央に核のようなものが確認できる（図５

のポイント２）。図６にEDXによる組成分析結果を示す。

異物の核から酸素（O）が検出され，Si の酸化物であるこ

とが判明した。このように，TEM-EDXによる観察と組

成分析は，特定箇所の微小領域での故障解析に有効である。
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図２　FIB による特定箇所のTEM試料加工例

解析箇所 

図３　半導体デバイスの断面TEM観察像

200.0 nm

（保護膜）

Si 窒化膜

Si 酸化膜

Si 酸化膜

Si 基板

配線電極

バリアメタル

図４　ゲート酸化膜の高分解能像
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二次イオン質量分析法（SIMS）

SIMS は，O2＋や Cs＋の一次イオンを固体試料に照射し，

試料表面から放出される二次イオンを質量分析し，試料表

面の構成要素を定性的・定量的に評価する手法である。

SIMS は，試料中の微量不純物元素を高感度で検出でき，

かつ深さ方向の分布測定ができる方法であり，従来から

Si や化合物半導体デバイスの研究・開発には不可欠な分

析手法である。最近特に注目されているのは，高度な分析

技術が要求される極浅領域（数十 nmオーダー）のドーパ

ント分布測定，10 nm以下の極薄ゲート酸化膜・酸窒化膜

の測定，不純物濃度の定量精度の向上，絶縁膜中の不純物

分析などである。

３.１ Si 中のドーパント分布測定

SIMS 分析を行う場合，通常比較する試料は SIMS 装置

のコンディションが同じ（同一試料ホルダで同一バッチ）

になるように測定を行う。さらに定量精度を向上させるに

は，各試料のマトリックス元素（例えば Si）の二次イオ

ン強度が一致するように，試料ホルダにセットする。これ

は，試料ホルダにセットする位置により，試料面のわずか

な傾斜の差異が，一次イオンビームの入射角の違いとなり

定量精度に影響するためである。図７に，定量精度を向上

させた深さ方向の SIMS 分析例を示す。Si 基板に 11B を加

速電圧 50 keV，1.0，1.1，1.2 × 1013 atoms/cm2 の 3 条件

でイオン注入した試料を測定したものである。ここでは，

10 ％のイオン注入量の違いによるイオンピーク濃度の差

異を検証することができている。

３.２ SIMSによる絶縁物の分析

半導体デバイスの高信頼性化や高耐圧化には，パッシベー

ションや封止樹脂などの絶縁物が重要な役割を果たしてお

り，その設計はますます高度化している。SIMS ではイオ

ンビームを用いるため，絶縁物を分析する場合には試料表

面に電荷が蓄積され，一次イオン照射領域の表面は帯電す

る。この影響を受けて，二次イオンの安定したスペクトル

が得られないという問題がある。

そこで，SIMS により絶縁物を分析する場合の主な対策

を以下に記す。

一次イオン電流の低減

試料表面に導電性薄膜のコーティング，金属メッシュ

の使用

試料電位のオフセット法

電子線を試料表面に照射

O－など負イオンを一次イオン種に使用

図８に，パッシベーション膜（膜厚 4.5μm，Si 窒化膜

/Si 酸化膜積層構造）の上にポリイミド樹脂（膜厚 8μm）

を形成した多層絶縁膜のプロファイルを示す。ここでは，

Si ウェーハに成膜した厚い多層絶縁膜中における微量不

純物であるフッ素（F）の拡散状態を知ることができる。

この分析では，試料表面への白金のコーティングにより帯

電を逃がす膜の形成と，電子線照射法による帯電の中和な

どの対策方法の組合せにより，電荷の蓄積による二次イオ

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）
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図５　異物の断面TEM像
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図６　EDXによる組成分析結果
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ン生成効率の低下を防ぐことができている。

あとがき

以上，半導体デバイス技術を支えるTEMと SIMS によ

る評価技術について紹介した。半導体分野からの評価技術

に対する要求は年々厳しくなっており，こうした要求に対

応していくことにより，評価技術も高度化してきたといえ

る。

今後も，評価技術の高度化により，半導体デバイスの研

究・開発の加速推進に貢献していく所存である。
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磁気ディスク装置（HDD）の記録容量は，年率 100 ％

の速度で高密度化が進行している。高密度化に対応した磁

気ディスク媒体の研究開発アイテムは多岐にわたるが，そ

れらのアイテムの原理解明，スピードアップ，効率化にとっ

て分析・解析技術は必要不可欠な技術となっている。また，

製造プロセス，品質保証においても分析・解析技術は有力

な武器となる。さらに，分析対象の進化に伴い分析・解析

技術も新規技術の開発，従来技術の高度化が要求される。

磁気ディスク媒体に関係する分析・解析技術としては，ノ

イズ特性に代表される電磁変換特性にかかわる磁性粒の微

細構造解析技術，磁気特性にかかわる結晶性評価技術，ヘッ

ドの低浮上化に対応した潤滑性・耐摩耗性などのトライボ

ロジー特性にかかわる表面解析技術，カーボン保護層の薄

膜化により厳しい仕様が要求される耐食性評価技術，近年

の基板材料の多様化に対応した材料分析技術，製造プロセ

スの清浄度評価技術，品質保証にかかわる微小部分析技術

などが代表的なものである。本稿では，磁気ディスク媒体

表面の評価技術について紹介する。

走査形プローブ顕微鏡

走査形プローブ顕微鏡（SPM）とは先鋭化された探針

と試料間の相互作用を検出することによって試料の極表面

の性状を知る手法の総称である。検出する相互作用をうま

く選べば，さまざまな表面状態を非常に高い空間分解能で

得られることが最大の特長である。最近の電子デバイス，

情報デバイスなど，表面性状が非常に重要な意味を持つデ

バイスあるいはその材料の分析的評価手法として，今や不

可欠なツールといっても過言ではないであろう。

富士電機では，SPM技術をさまざまなデバイス・材料

に適用して解析してきたが，そのなかでも磁気ディスク媒

体は最も SPM技術の適用例の多いデバイスの一つである。

そのなかで，特にヘッドと媒体のインタフェースに関する

最近の適用例を幾つか紹介する。

２.１ ヘッド媒体インタフェース（HDI）

HDDでは，ヘッド媒体インタフェース（HDI：Head

Disk Interface）に関する問題の重要性が増している。HDI

は，ヘッドと媒体の機械的相互作用を示す語として用いら

れる。

磁気ディスク媒体の記録密度を向上させるためにはヘッ

ドをなるべく媒体に近づけたいが，距離ゼロ，すなわちヘッ

ドと媒体が接触すると摩耗してしまうというジレンマがあ

る。それを解決するために現在採用されている方法は，磁

気ヘッドをスライダと呼ばれる構造体に作り込み，スライ

ダをディスクの回転によりわずかに浮上させて，ヘッドー

媒体間距離が非常に短く，なおかつヘッドと媒体が接触し

ていない状態を作り出すという方法である。現在のヘッド

浮上量は 20 ～ 25 nm程度であるが，記録密度のさらなる

向上への期待から，今後も低下し続けることが予想される。

一方，磁気ディスク媒体が回転していないときにはヘッド

が浮上しないが，そのときにヘッドが磁気ディスク媒体上

に着地している方式（Contact Start Stop：CSS 方式）で

は回転初期にヘッドと媒体がしゅう動するため，磁性層を

保護する目的で保護層（10 nm程度），潤滑層（1～ 2 nm

程度）の形成が不可欠である。保護層や潤滑層はこのよう

なヘッドとの機械的接触から媒体を守ると同時に，媒体を

腐食やコンタミネーションから守る重要な役割も持ってい

る。しかし，これらの層はヘッドと磁性層の距離（磁気ス

ペーシング）を増大させているため，記録密度向上の観点

からはますます薄膜化が要求されている。

以上で述べてきたように，HDI では 1 ～ 10 nmのオー

ダーで現象が起きており，また，そのようなオーダーの薄

膜を取り扱う必要がある。面内方向も，記録密度の向上に

より 10 ～ 100 nmのオーダーでの現象を対象にする必要

があり，分析的評価・解析においてもごく微小な対象や現

象を取り扱うところに難しさがある。

２.２ 液体潤滑剤の高空間分解能分布評価法
～

この手法は，液体潤滑剤の分布を評価する手法として富

士電機が開発したものである。従来の手法では 1μm以下

（5）（2）

（2）

（1）
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の空間分解能での潤滑剤分布の評価が困難であったのに対

し，10 nm程度の高い空間分解能を有する。詳しい原理は

他報
～

を参照されたいが，カンチレバー（シリコン製の薄い

板ばねで，SPM探針はこのカンチレバー先端に微細加工

技術で一体的に作り込まれている）を共振点付近で振動さ

せながら媒体試料に近づけ，潤滑剤と探針の相互作用によ

りカンチレバー振動の位相が変化することを利用している。

位相検出モードそのものはよく知られた手法であるが，こ

れを磁気ディスク媒体の液体潤滑剤のようなごく薄い有機

液体膜の定量的な分布評価ができるように応用した。

図１にこの手法で観察したレーザバンプ付近の形状と潤

滑剤分布を示す。レーザバンプとは，ヘッドとの摩擦特性

を向上させるために，媒体上のヘッドが離着陸するゾーン

（CSS ゾーン）に形成された突起のことである。本手法で

は，ほかの手法で平均的な膜厚を求めておけば膜厚絶対値

に換算することが可能であるが，図１の潤滑剤分布像の場

合は最大膜厚を 1とした相対膜厚値で示し，明るい部分ほ

ど潤滑剤膜厚が大きいことを示している。図１に示したよ

うに，異なる条件で作製したレーザバンプA，Bにおいて

形状および潤滑剤分布が異なることが分かる。

２.３ フォースディスタンスカーブによる表面評価

フォースディスタンスカーブ（以下，フォースカーブと

略す）とは探針を試料に近づけたり，探針を試料から遠ざ

けたときに探針ー試料間に作用する力を探針ー試料間距離

に対してプロットした曲線のことをいう。ここでは，カン

チレバーを振動させないモードでのフォースカーブについ

て述べる。フォースカーブは，探針ー試料間に作用する力

とカンチレバーのばね力の関係から，探針を試料に近づけ

るときと，探針を試料から遠ざけるときで異なる挙動，す

なわちヒステリシスを示す。探針を近づける場合と離す場

合のフォースカーブそれぞれに意味があるが，例えば，探

針を試料に接触した状態から離していく場合の挙動を示し

た模式図を図２に示す。

探針が試料に接触し，若干試料に押し付けられている状

態ではカンチレバーは上側に反っている〔図２ の A〕。

このカンチレバーが上方に反っている状態を斥力が作用し

ているといい，図２ で＋方向の力として表示している。

カンチレバーの支点〔図２ のカンチレバー右端〕を徐々

に試料から遠ざけていくと，斥力はそれに伴って小さくなっ

ていく〔図２ の A〕。さらにカンチレバーを探針から遠

ざけていくと，潤滑層と探針の付着力によりカンチレバー

は下側に反り引力状態になる〔図２ ， の B〕。さらに

カンチレバーを試料から遠ざけていくと，探針ー潤滑層の

付着力よりもカンチレバーの復元力が大きくなった時点で

探針は試料から離れ，力は急激にほぼゼロとなる〔図２ ，

の C〕。このようにフォースカーブを測定すれば，探針

と試料表面間に作用する力を通じて試料表面の状態を知る

ことができる。

ある媒体試料Aと媒体試料Bについて，繰り返しフォー

スカーブを測定（探針と試料が接触した状態からカンチレ

バーを徐々に試料から遠ざけて測定）した結果を図３に示

す。

媒体試料 Aでは，50回繰り返してフォースカーブを測

定しても 1回目とほぼ同様のカーブが得られたが，媒体試

料 Bでは測定回数が10回程度で徐々に変化し始め，50回

近くでは，図３ に示すように異常なカーブが見られるよ

うになった。図３ に灰色で示したカーブは47回目のもの

であるが，図２の Cにあたる部分で試料表面から探針が

（b）

（b）

（b）

（a）

（b）（a）

（b）
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図１　2種類のレーザバンプにおける形状と潤滑剤分布
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緩慢に離れている。おそらく，探針側に潤滑剤が移着した

などの理由で，探針ー試料間に作用する力の挙動が異常を

示したものと思われる。潤滑剤の過度の移着は，相手がヘッ

ドの場合には，ヘッドの汚れや，飛行姿勢に影響を及ぼす

などの問題となる可能性がある。

表面保護層膜厚測定技術

磁気ディスク媒体における記録容量の高密度化のアイテ

ムとしては磁性層の構造微細化のほかに，ヘッドと磁性層

の距離を近づけるためのカーボン保護層の薄膜化がある。

カーボン保護層の薄膜化は，本来の保護層の目的であるヘッ

ドとの摩擦・摩耗および環境からの磁気ディスク媒体（主

に磁性層）の保護という機能に逆行する。このため，従来

のスパッタカーボン膜からより高硬度・高密度であるプラ

ズマCVD（Chemical Vapor Deposition）カーボン膜が適

用されつつある。

このような状況下で，カーボン保護膜が目的の膜厚に均

一に成膜されているか否かの評価は最も基本的かつ重要な

課題である。カーボン保護層膜厚の成膜プロセス上の管理

は，X線光電子分光（XPS），蛍光 X線，エリプソメータ

などの手法が挙げられる。しかしながら，これらの手法は，

いずれもカーボン膜質や磁性層の組成に影響される物理パ

ラメータから膜厚を推定する手法であり，膜厚換算のため

に何らかの補正が必要になる。富士電機はこの補正の基準

になる膜厚を透過形電子顕微鏡（TEM）による断面観察

により求める技術を確立した。単純に断面からカーボン保

護層の膜厚を測定するだけの技術であるが，実際の磁気ディ

スク媒体のカーボン保護層の膜厚はすでに 10 nmを切る

値になっており，研究段階のカーボン保護層は数 nmの膜

厚になっている。このようなオーダーの膜厚測定において，

誤差を低く抑え，再現性よく膜厚を求めることは，分析技

術的に容易ではない。具体的課題は，①膜厚に影響を与え

る試料変形の少ない試料作製方法の開発，②カーボン保護

層を明確に認識するための前処理技術などである。

図４ に，TEM用試料作製の一般的な手法であるダイ

ヤモンドナイフによる切削により薄膜化を行うミクロトー

ム法による試料作製例を示す。薄膜多層構造である磁気ディ

スク媒体の場合，基板やスパッタ膜の切削性の違いにより

チャタリングと呼ばれる試料変形が発生する。具体的には，

切削加工前には存在しない突起がミクロトーム加工後に観

察される。チャタリングによる試料変形量はテクスチャー

による凹凸が大きいほど大きくなる。現在はテクスチャー

はより低減される傾向ではあるが，一方で保護層の薄膜化

により誤差の影響はむしろ増加している。

図５にミクロトーム法と富士電機が採用しているイオン

ミリング法によるカーボン保護層膜厚測定比較結果を示す。

膜厚値はミクロトーム法がイオンミリング法より大きい傾

向が認められ，相関係数は R2 ＝ 0.97 と良好な相関性が認

められた。また，各膜厚水準内のばらつきについては，イ

オンミリング法が小さいことが判明した。これらの絶対値

およびばらつきの差異については，保護層以外の磁性層お

よび下地層の膜厚がミクロトーム法とイオンミリング法で

ほぼ一致していること，図４に示したチャタリングによる

試料変形が明らかなことから，ミクロトーム法ではばらつ

きおよび膜厚が真の保護層膜厚値より大きいと考えられる。

手法の比較検討と平行して，カーボン保護層の最表面の

認識性の向上検討を行い，金属を表面にコートする前処理

（a）
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磁気ディスク媒体表面の評価技術

方法を見いだした。この方法により，カーボン保護層は，

磁性層と表面コート層とに挟まれた電子透過率の高い層と

して明確に区別できる〔図４ 〕。なお，表面コートによ

るカーボン保護層のダメージがないことは蒸着法との比較

などで確認している。

耐食性評価技術

カーボン保護層が薄膜化するにつれて，耐食性の向上が

課題になっている。高信頼性を要求されるHDDは結露が

想定される高温高湿度環境下でも安定して作動することが

必要である。この場合の信頼性はカーボン保護層の膜質に

大きく左右される。磁気ディスク媒体の耐食性は純水への

磁性層成分の溶出量で管理されている。この手法は比較的

簡便かつ短時間で耐食性の良否が判断できる優れた手法で

ある。しかしながら，この手法では磁気ディスク媒体の面

内での耐食性のばらつき，腐食の原因と考えられるカーボ

ン保護層の欠陥密度の評価は困難である。これらの課題を

解決するために，酸性溶液を磁気ディスク媒体上に滴下後，

その腐食ピットを画像処理により定量化することでカーボ

ン保護層の欠陥密度およびその面内分布を評価する手法を

開発した。

図６に本評価法の例としてカーボン保護層膜厚と腐食ピッ

ト数の関係を示す。保護層膜厚の減少に従って腐食ピット

数は増加する。また，腐食ピットの数はカーボン膜質にも

依存し，より緻密（ちみつ）な CVDカーボン膜は耐食性

に優れた特性を有していることが分かった。

ガラス基板表面強化層の評価

最近の磁気ディスク媒体の基板材料はアルミニウムのほ

か，剛性が高く，そのため基板厚みを低減できるガラスを

用いた磁気ディスク媒体も市場に展開されている。主要な

ガラス基板である強化ガラスについては目的の剛性を得る

ためにガラス中に含まれるアルカリイオンをイオン半径の

大きいイオンと置換する表面強化処理が行われる。この場

合，基板の剛性を左右するイオン交換層膜厚の評価はガラ

ス基板媒体開発において重要である。富士電機では，置換

されたアルカリイオンに注目しイオン交換層の膜厚測定法

を検討している。通常行われるイオンエッチングによる深

さ方向の元素分析は，アルカリイオンの移動により不正確

である。このため，ガラス断面の分析領域を絞れるオージェ

電子分光法を検討した。図７に，チャージアップ対策を行

い測定した強化ガラスの断面ラインプロファイルの結果を

示す。この手法では，チャージアップによりアルカリイオ

ンの移動が起こっても深さ方向分布に与える影響は比較的

少ない利点がある。

図７に示すように，ガラス基板表面に強化のために置換

したカリウムの分布が認められた。今後，置換イオンの分

布と基板剛性の関係を調査する予定である。

あとがき

磁気ディスク媒体は製品の進化に伴い，それまでと異な

る物質，結晶系，層構成，形状などが分析対象となり，分

析・解析技術も新たな技術開発が要求される。これらの要

求に迅速に対応することにより磁気ディスク媒体の発展に

貢献する所存である。
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まえがき

今，飲み水の安全性を脅かす新たな水環境の汚染が注目

されている。外因性内分泌かく乱物質（環境ホルモン），

ダイオキシン，原虫，O-157 などの病原性微生物がそれ

である。これらの汚染は，ごく微量で生態系や人体に影響

を与えることが分かっており，高感度でかつ迅速な分析技

術が求められている。

富士電機では，これらの汚染物質の除去技術はもとより，

監視方法についても，先進の技術でその確立と一部製品開

発を進めている。本稿では，その取組みの一部を紹介する。

有害微量化学物質

２.１ 外因性内分泌かく乱物質（環境ホルモン）

２.１.１ 機器分析的手法

1998年 5 月に環境庁が公表した環境ホルモン戦略 SP

EED’98 において内分泌かく乱作用を有すると思われる化

学物質として67物質（群）が取り上げられた。環境ホルモ

ン物質の分析は高感度で，かつ多成分同時分析の必要性が

高く，GC/MS（ガスクロマトグラフ質量分析）法が分析

の主流となっている。

富士電機では環境水中で検出される主要な環境ホルモン

物質の処理技術の開発を行っており，評価手段としてGC/

MSによる分析法を研究している。主要な分析例を表１に

示し，具体例として以下にアルキルフェノール類について

説明する。アルキルフェノール類の分析は，図１に示すよ

うに固相抽出による目的物質の濃縮，内標物質の添加など

の操作を行い，GC/MS 法により分析する。煩雑な操作を

経るためコンタミネーション防止が非常に重要となるが，

富士電機における GC/MS 検出下限は 4-n-オクチルフェ

ノールで 4.2 ng/L，4-tert-オクチルフェノールで 4.8

ng/L，4-ノニルフェノールで 13.9 ng/L であり，環境庁目

標検出下限を達成した。また，固相抽出ディスクとしてス

チレンジビニルベンゼン系吸着剤を用いることで迅速な濃

縮操作を実現した。回収率・再現性についても良好な結果

を得ており，処理技術の評価手段，河川水などの実試料分

析への適用が可能である。

２.１.２ バイオアッセイを用いた方法

バイオアッセイとは，化学試薬の代わりに生物材料を用

い，化学反応の代わりに生物学的応答から，物質量の代わ

りに生物作用量で評価する方法であり，従来の理化学的分
（1）
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固相抽出 

溶出液 

濃　縮 

脱　水 

GC/MS法による 
定性・定量 

無水硫酸ナトリウム 

0.5mL（N2気流下） 
（酢酸メチル：0.2～0.3mL，水槽：約0.3mL） 

pH調整 1N HCI（pH＝3～3.5） 

ディスクまたはカ－トリッジ 

水試料 1L

酢酸メチル10mL 
メタノール10mL 
精製水20mL水分除去 

酢酸メチル（5mL）抽出 

内標準物質1mLヘキサン溶液（各1  g)添加 
ナフタレン－d8，フェナントレン－d10

1  L注入（スプリットレス） 

図１　アルキルフェノールの分析手順

表１　主要環境ホルモン物質の分析手法 

対象物質 

アルキルフェノール類 

フタル酸エステル類 

アジピン酸ジ-2- 
エチルヘキシル 

前処理方法 

溶媒抽出・固相抽出 
による濃縮 

17β-エストラ 
ジオール 

固相抽出，濃縮， 
誘導体化（tBDMS 
または TMS化） 

ビスフェノール-A
溶媒抽出・固相抽出 
による濃縮 
（TMF化） 

分析機器 

GC/MS 
（ガスクロ 
マトグラフ 
質量分析） 

目標検出   
限界（ng/L） 

10＊1 

200＊2

10

10

スチレン 

＊1  ノニルフェノールは100 ng/L 
＊2  フタル酸-ジ-n-ブチルおよびフタル酸-ジ-2-エチルヘキシルは 
　　 500 ng/L

パージトラップ， 
ヘッドスペース 

10

2.8
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析法と比較し，①生物に対する複合的，総合的な影響を評

価できる，②生物への有害性を直接測定できるなどの利点

がある。

富士電機が取り組んでいるヒト乳がん細胞MCF-7 を用

いたバイオアッセイなど環境ホルモン作用の測定に用いら

れている代表的なバイオアッセイ法を以下に紹介する。

ヒト乳がん細胞増殖試験（E-SCREEN法）

ヒト乳がん由来細胞MCF-7はエストロゲン受容体を持っ

ており，エストロゲン添加により細胞増殖が促進される。

これを利用して試験試料を添加した培養液で細胞を培養し

て生細胞数をカウントし，エストロゲン様作用物質を検出

する方法である。この試験は感度のよい方法ではあるが，

測定に 1週間程度必要である。

形質転換細胞（MVLN）試験

MCF-7増殖試験の改良版で，エストロゲン受容体をコー

ドするプラスミドとホタルルシフェラーゼ発光遺伝子に結

合したエストロゲン反応性プロモーターを導入した MV

LNを用いる方法である。

ホルモン様物質がエストロゲン受容体に結合すると，プ

ラスミドのホルモン受容体応答配列に結合して下流のレポー

ター遺伝子の転写活性が増大される。これに伴い発見され

るレポーター酵素（ホタルルシフェラーゼ）の活性を測定

することでホルモン作用を測定する。

組換え酵母を利用した方法

Two-hybrid system 法

性ホルモン，甲状腺ホルモンを含む 7種類のホルモン

のレセプターと 4種類のコアクティベーターの 2種類の

発現プラスミドとβ-ガラクトシダーゼ発現系レポーター

プラスミドを組み込んだ酵母を用い，発色基質を用いて

β-ガラクトシダーゼ活性を測定する。

YES法

女性ホルモン受容体遺伝子を組み込み，女性ホルモン

様物質がホルモン受容体と結合し，活性化した受容体が

染色体上の女性ホルモン反応部位と結合し，下流の

lacZ 遺伝子の転写を活性化して生産されたβ-ガラクト

シダーゼ活性を測定する。

E-SCREEN法や MVLN法の感度は 10－3 nM～ 101 nM

オーダーであるのに対し，酵母を用いた方法は一けた程度

感度が低い。これは酵母の細胞膜が化学物質の透過を妨げ

ていることが原因と考えられている。しかしながら，細胞

培養と比較し，簡便で数時間で実施できる利点もあること

から，スクリーニング試験としてよく利用されている。

２.２ 急性毒性物質

米国の Chemial Abstract に現在登録されている化学物

質の種類は約 1,600 万種に及び，さらに毎年約10万種ずつ

追加登録されており，環境中に放出される化学物質も 1万

種以上にのぼると推定されている。

わが国の水環境基準に指定されている物質は五十数種で

あり，これら分析手段が確立している物質以外の有害化学

物質について，すべてを検出，同定，定量し，監視するこ

とはほとんど不可能に近く，これを補完する方法としてバ

イオアッセイによる監視法の開発が期待されている。

以下では急性毒性物質検出用バイオアッセイ装置につい

て紹介する。

２.２.１ 硝化菌呼吸阻害による方法（水質安全モニタ）

硝化菌が有害化学物質により呼吸阻害を受けやすいこと

に着目し，これを用いたバイオセンサによる急性毒性物質

のモニタ（水質安全モニタ）を開発した。

測定原理を図２に示す。純粋培養した硝化菌を固定化し

た微生物膜と溶存酸素電極で構成した呼吸活性検知型微生

物センサに一定濃度のアンモニアを含む溶液を連続的に供

給し，硝化菌のアンモニア酸化による酸素消費速度を連続

的に監視する。この時，基質となるアンモニアを含まない

内生呼吸レベルを 0％，一定濃度のアンモニアが存在する

状態を 100 ％として校正する。何らかの有害化学物質混入

によって酸素消費率が 10 ％減少したことを検出して，急

性毒性レベルの有害化学物質の有無を検知する方法である。

本装置はシアン，チウラムなどの有害化学物質を比較的

高感度に検出することが可能である。表２にこの装置の検
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（b）

（4）

（a）

（3）
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図２　水質安全モニタの測定原理

表２　水質安全モニタの検出可能物質例
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重　金　属 
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塩化メチル水銀 
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トリエチレンテトラミン 

0.5 

0.015 

0.05 

0.5 

0.0045 

3 

6 

4 

1.5 

4 

10 

2 

0.004 

0.25 

 

＊1

＊2

分　類 物質名 EC10（mg/L） 

＊1：モノマーとして算出 
＊2：平均分子量から算出 

� 



水環境汚染の評価技術

出可能物質の例を示す。

本装置は，①魚と比較して高感度である，②応答時間が

速い，③連続的監視が可能であるなどの利点があり，水道

原水の自動監視や河川の水質事故監視施設への導入が進め

られている。

２.２.２ 海洋性発光細菌による方法（MICROTOXTM 試験）

発光細菌の発光機構はフラビンモノヌクレオチド

（FMN）が NADHにより還元され，これがルシフェラー

ゼと反応する際に光を放出する。このような発光現象は呼

吸代謝とカップリングして起こり，酸素消費量（呼吸量）

と発光量は比例するため，毒性物質の存在下での発光減少

量を測定することによって毒性評価が可能となる。

試料の調製，測定，試料の交換はマニュアル操作で行い，

発光量の測定と発光量の減少率の算出が自動的に行われる。

米国で開発され，20年以上の歴史がある。1,000 以上の化

学物質に対するデータがまとめられており，欧米では簡易

毒性試験器としてよく利用されている。

富士電機では，環境庁「未来環境創造型基礎研究推進費」

による研究プロジェクト「化学物質による生物・環境負荷

の総合評価手法の開発に関する研究」の一環として，上記

水質安全モニタに用いているバイオセンサとMICROTOX

試験法の約 250 種のモデル化学物質に対する基礎データを

鋭意取得中であり，今後，これらの結果を詳細に解析し，

データベース化を行う予定である。

微生物

３.１ 原　虫

1996年，埼玉県で起きたクリプトスポリジウムの感染事

故は，塩素に頼りきったこれまでの水道の消毒技術に対し

て警鐘を鳴らした。クリプトスポリジウムは塩素耐性を有

する病原性原虫であり，これまで，海外でも大きな感染事

故が発生していた。さらに，原因微生物の究明に時間を要

するため被害が拡大する危険性が高い。これまでクリプト

スポリジウムの検出技術は未経験の領域であった。

現在，厚生省の指針に基づき，試験法（間接蛍光抗体法

/FITC 染色），技術指導，対策などが実施されてきている

が，前処理工程が多く煩雑であるばかりでなく，個々の操

作に高度な技術が要求される。今日でも 1検体 1日程度の

時間を要している。

富士電機では，これまで麻布大学との共同研究により，

オゾン，塩素による消毒技術を開発するとともに，迅速か

つ正確な定量技術と不活化評価（生死判定，感染）技術を

確立した。特に不活化評価試験は，消毒設備の設計に有用

な CT値（消毒剤濃度×反応時間：mg・min/L）に大き

く影響を与えることから，重要な評価技術である。富士電

機が取り組んだ評価試験方法は，①脱嚢（だつのう）法，

② DAPI/PI 染色法，③マウス感染法である。以下では迅

速に結果のでる脱嚢法とDAPI/PI 法について解説する。

脱嚢法

まず，クリプトスポリジウム懸濁液を HBSS（Hank’s

Balanced Salt Solution）で冷却遠心洗浄後，酸性 HBSS

を加えかくはんし，37 ℃で15分間，続いて 4℃で 5分間

保温する。これに 1％デオキシコール酸ナトリウム溶液と

2.2 ％炭酸水素ナトリウム溶液を加え，37 ℃で 4時間保温

した後，HBSS で 2 回冷却遠心洗浄したものを顕微鏡観察

用試料とする。

DAPI/PI 染色法

まず，酸性HBSS を添加後直ちに氷水中での冷却 5分，

冷却遠心10分の操作をし，クリプトスポリジウム懸濁液に

0.2 ％ DAPI 溶液と 0.1 ％ PI 溶液を加え，37 ℃で 2時間保

温後，HBSS で 2 回冷却遠心洗浄する。

両者の試験方法を行って，落射蛍光付き微分干渉顕微鏡

を用いて観察したクリプトスポリジウムの像を図３に示す。

別途蛍光画像による PI の蛍光結果（＋：陽性，－：陰性）

を図中に示している。

PI 染色像で赤色蛍光を発するものを PI 陽性とし，「死」

と判定する。一方，微分干渉像で内部が「空または一部空」

となっているものは「生」と判定される。

これら感染試験法の代替法のほかに，より簡便な方法と

して注目されているのが，「フローサイトメトリー法」で

ある。複数または単一に蛍光染色された個体を1個 1個レー

ザにより蛍光分析し，蛍光の有無・強弱により自動的に分

類，計数する。時間は10分程度であり，顕微鏡観察からの

開放や，試験作業の効率化の点で期待されている。そのほ

か，クリプトスポリジウムに特異的な遺伝子配列を選択的

に増幅させる PCR法，特異的な抗原を検出し発色させる

ELISA法などがある。

水道で問題となる病原性原虫には，クリプトスポリジウ

ムのほかに，ジアルジア，サイクロスポラや，最近，北海

道から本州に上陸したエキノコックスなどがあり，感染事

故の危険性がきわめて高い。これら原虫に対する浄水技術

の開発を進めていくうえで，定量，生死判定，感染評価技

術の開発は必要不可欠であり，富士電機も積極的に取り組

んでいく予定である。

３.２ 大腸菌

大腸菌は，大腸菌群やふん便性大腸菌群に比べて，ふん

便性汚染をより的確に反映する重要な指標である。近年，
（11）

（2）

（9）

（1）

（10）（9）

（9）

（8）

（7）

486（16）

富士時報 Vol.73 No.9 2000

図３　クリプトスポリジウムの微分干渉像（×1,000）

PI（－）生細胞

PI（＋）死細胞
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前節で述べたクリプトスポリジウムなどのふん便性微生物

の問題が上下水や食品，その他の分野で顕在化しており，

大腸菌の測定は重要性を増してきている。

ところが，従来の大腸菌の計数方法の基本原理は，コロ

ニー生成とその目視計数方法であるために，常に，数時間

から数日の培養が必要であり，迅速性に欠けていた。

そこで，富士電機は，大腸菌に特異的に感染するバクテ

リオファージ T4の DNAをあらかじめ蛍光色素（アクリ

ジンオレンジ）で染色しておき，サンプル中の大腸菌にそ

れを感染させることによって，特異的に生きた大腸菌のみ

染色できる技術を確立した。染色された大腸菌はフローサ

イトメトリーで比較的容易に計数可能である。

図４は，T4 ファージが大腸菌表面に吸着し，ファージ

頭部の染色されたDNAを菌体内に注入している模式図で

ある。図５はファージからDNAとともに色素が注入され，

菌体全体が光っている様子である。

以上，大腸菌の前処理から自動計数まで30分以内で実行

でき，この分野で大きな貢献ができるものと確信している。

また，ほかの菌でも，その菌を特異的に宿主とするファー

ジと適当な標識色素があれば検出は可能と考えられる。

あとがき

環境ホルモンやクリプトスポリジウムなどのように，高

度な前処理技術や分析技術を要するもの，化学物質の毒性

に関するバイオアッセイ技術やファージを使った大腸菌検

出技術などのように新しい検出コンセプトを持つものなど

富士電機の最新の水質評価技術について述べた。これらの

研究開発成果が社会に貢献できるように，さらに技術開発，

製品開発に取り組む予定である。
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まえがき

半導体製品において，電気的・機械的接合部には，はん

だが多く用いられている。はんだ接合部には，温度サイク

ルに伴う熱応力が発生し，熱ひずみ変化，熱疲労に対する

耐久性が重要となる。また，はんだ接合部を介した熱伝導

性（放熱性）の観点から，はんだ接合部性状の安定性が特

に重要になる。

一方，現在まではんだ接合部には鉛（Pb）とスズ（Sn）

が主成分のはんだが広く用いられてきたが，鉛が及ぼす人

体への影響，環境問題から，はんだの鉛フリー化が急務と

なっている。富士電機でも，独自のはんだ材料開発を行っ

ており，鉛フリー化に取り組んでいる。本研究では，最も

有望な鉛フリーはんだ材料の一つであるスズ銀系はんだ材

料の接合性，信頼性を向上させることを目的とし，添加元

素の検討を行ってきた。

上記のような，鉛フリーはんだ材料の開発・適用に際し

て，はんだ接合部の耐久性，安定性，信頼性を確保，さら

なる改善を図るためには，接合性にかかわる諸性質，およ

び接合部としてのはんだ材料特有の力学的性質，接合境界

部の信頼性を把握しておくことが重要である。

本稿では，代表的な鉛フリーはんだスズ銀（SnAg）系

および鉛入り共晶はんだ（63 ％ Sn-37 ％ Pb）を中心に，

はんだ材料の力学的評価（強度評価，応力解析），接合性

評価，ミクロ組織，ガス分析などについて調べた結果を紹

介する。

はんだ材料

２.１ 強度特性

材料の耐久性，信頼性を評価するうえで，応力-ひずみ

曲線，クリープ強度，疲労強度などの強度特性を把握する

ことが重要である。

はんだ材料は，通常の金属材料である銅（Cu），アルミ

ニウム（Al）に比較して，融点がかなり低く，鉛入り共

晶はんだで 183 ℃，代表的な鉛フリー共晶はんだ SnAg

系で 221 ℃である。このことから，常温でも組織変化が生

じやすい材料であり，温度やひずみ速度の影響を受けやす

い材料である。したがって，はんだ材料の引張特性やクリー

プ特性，疲労特性については，使用条件を踏まえた評価が

必要である。

以下では，半導体製品のはんだ接合部のミクロ組織，使

用温度，ひずみ速度を模擬した試験片を作製し，強度特性

を把握した結果を紹介する。

試験片

試験片は，ミクロ組織（結晶粒）の大きさをマイクロ接

合部と同等とするため，急冷却で作製し，組織が安定する

まで常温保持後，試験を実施した。

応力-ひずみ曲線

引張試験は常温および 125 ℃，ひずみ速度 0.2 ％/s およ

び 0.002 ％/s で実施した。これは，製品の使用条件，信頼

性評価試験条件（ヒートサイクル試験）におけるひずみ速

度に相当するものである。得られた応力-ひずみ曲線を図

１に示す。図から，ひずみ速度，温度依存性が非常に大き

く，延性が高いという特徴が認められる。また，SnPb 系

に比べ，SnAg 系はこの傾向が小さくなっていることが分

かる。

クリープ変形特性

前述したように，はんだ材料は融点が低いため，通常の

（3）

（2）

（1）

鉛フリーはんだ材料における評価技術

488（18）

山下　満男（やました　みつお） 塩川　国夫（しおかわ　くにお） 植田　　厚（うえだ　あつし）

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0

10

20

30

40

50

60

ひずみ（％） 

応
　
力
（
N
/m
m
2
）
 

SnAg 0.2%/s，25℃ 

SnAg 0.002%/s，25℃ 

SnAg 0.2%/s，125℃ 

SnPb 0.2%/s，25℃ 

SnPb 0.002%/s，25℃ 

SnPb 0.2%/s，125℃ 

図１　応力-ひずみ曲線



鉛フリーはんだ材料における評価技術

使用温度でも応力状態によってはクリープ変形が生じる。

鉛フリーはんだ SnAg 系および鉛入りはんだ〔SnPb 共晶

はんだ（溶融点 183 ℃）〕の 125 ℃におけるクリープ変形

速度を図２に示す。SnAg 系はんだは，SnPb 系はんだに

比べ，溶融温度にかかわらず，クリープ変形しにくい材料

であることが分かる。これは，SnAg系はんだは Snがベー

スであること，およびミクロ組織の形態が SnPb 系はんだ

と異なることによるものである。このことは熱疲労寿命に

も優れていることを示している。

疲労特性

はんだ接合構成部品が，温度サイクルを受けると，構成

部材の熱膨張係数差によりはんだ接合部に熱応力が生じる。

はんだ接合部では，例えば引張応力とせん断応力が同時に

作用する多軸応力場となる。純粋せん断応力を付与しやす

い中空円筒試験片を用いて，単軸引張応力，およびせん断

応力による疲労寿命を調べた。多軸応力場に対する代表的

評価法としてミーゼス相当応力（あるいはひずみ）がある。

軸方向応力およびせん断応力を，それぞれミーゼス相当ひ

ずみにより整理したものを図３に示す。軸方向応力とせん

断応力では，寿命にわずかながら差が認められるが，ほぼ

統一的に評価できる。さらに，疲労試験中のき裂進展挙動

に着目し，各材料の疲労劣化モードを明らかにした。結果

を図４に示す。図からき裂の進展は SnAg 系はんだのほう

が SnPb 系はんだより遅く，き裂進展抵抗が大きいことが

分かる。

２.２ ぬれ性

一般的に鉛フリーはんだは PbSn 系はんだに比べ，接合

性が劣る。これは鉛フリーはんだは Sn がベースであり，

酸化しやすいためである。はんだ材料の基板に対する接合

性を測る手段として，ぬれ性がある。ぬれ性の評価手法と

しては，ぬれ広がり試験，メニスコグラフ法，ぬれ角測定

法などがある。各測定法によるぬれ性評価結果について述

べる。

メニスコグラフ法

メニスコグラフ法は一般的に広く使われるぬれ性評価手

法であり，融点＋30 ～＋50 ℃に加熱したはんだ浴の中に，

フラックスを塗布した被接合部材（ここでは銅材）を20秒

間つける。この際にぬれ上がる引込み力を測定し，押込み

力と引込み力が均衡するまでの時間や定常状態に到達した

ときの引込み力をぬれ性の指標とする。本手法によるぬれ

力測定結果を図５に示す。図から，SnAg 系はんだは添加

元素を加えることにより，SnPb 系はんだと同程度のぬれ

性を確保でき，同程度の接合性を達成できることが分かっ

た。

ぬれ角測定法

フラックスレスでの接合を行う場合には，ぬれ広がり試

験，ぬれ角測定法が有用となる。ぬれ角測定法は，はんだ
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材料を被接合材（銅材）の上で溶融させ，はんだと接合部

材の表面張力と界面張力の関係で決まるぬれ角を直接撮

影・測定する方法である。結果を図６に示す。SnAg 系は

んだは添加元素を加えることにより，SnPb 系はんだと同

程度のぬれ性を確保できるという結果を得た。

はんだ接合部

はんだ接合をする際，接合性，はんだ部信頼性を確保す

ることが必要である。これらに影響する因子を挙げてみる

と，接合性については，ぬれ性，表面状態，接合条件，溶

融時の発生ガスなどがあり，はんだ部信頼性については，

はんだ材料の種類，ミクロ組織，はんだ厚さ，フィレット

形状などがある。

上記のそれぞれに対し，解析評価を行い現象を明らかに

していく必要がある。以下にそれぞれの評価結果例を述べ

る。

３.１ はんだ接合性の分析評価

オージェ電子分光法による表面分析

はんだ接合する際，はんだ表面の酸化膜が接合性に影響

する。したがって，酸化膜厚をできるだけ薄くすることが

接合性を向上させるためには望まれる。そこで，接合前の

はんだ表面をオージェ電子分光法により分析した。結果を

図７に示す。Sn は酸化しやすいため，表面の酸化膜厚は

１μm程度形成されているが，添加元素を加えることによ

り，10 nm程度まで酸化膜を薄くすることができる。この

現象は添加した元素が Sn よりも酸化の自由エネルギーが

低いため，優先的に酸化物を形成し，Sn の酸化が抑えら

れたことによると考えられる。これにより，接合性向上に

寄与すると考えられる。

超音波顕微鏡による観察

接合界面観察ははんだ接合部の熱伝導性，耐久性を評価

するうえで重要である。はんだ接合後の，接合状態を観察

するため，超音波顕微鏡（使用周波数 75MHz）による調

査を行った。結果を図８に示す。図中の黒色部が接合され

ている部分，白色部が接合されていない部分である。結果

から，SnPb 系はんだと添加元素を加えた SnAg 系はんだ

は同等の接合性を有している。はんだ組成により，未接合

部の形態は異なり，SnPb 系はんだは内部にボイドとして

存在するが，SnAg 系はんだは接合界面に未接合が存在す

る傾向があった。

FIB（Focused Ion Beam）による接合界面観察

超音波顕微鏡観察で認められた界面未接合部を，FIB に

より断面観察を行った。FIB は，Ga＋イオンビームを走査

して試料表面から垂直にエッチングしていくため，機械研

磨では得られない特定箇所の精密な断面加工が可能である。

さらには，Ga＋イオン励起の二次電子像は，チャネリング

効果によるコントラストが明りょうにつくため，結晶状態

（相）や結晶粒をとらえることが可能であり，研磨試料で

は分かりにくいボイドの存在も正確にとらえることができ

る。観察結果を図９に示す。健全接合部〔 黒色部〕と未

接合部〔 白色部〕では，金属間化合物（CuSn）の形成

量に差があり，未接合箇所では金属間化合物の生成はほと

んどなかった。これは酸化膜層が存在するためと推定され

るが，添加物量の最適化を行うことにより除かれることを
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確認している。

接合時発生ガス分析

超音波顕微鏡観察にて認められたはんだ内部のボイドは，

接合部の耐久性，熱伝導性を低下させる原因となる。この

ボイドは各部材からの発生ガスが要因と考えられる。そこ

で，発生ガスの分析を行った。分析はシリコン（Si）とは

んだを接触させて加熱時の発生気体を測定するため，熱重

量分析計と質量分析計を用いた。結果を図 に示す。図か

ら 100 ℃以上で二酸化炭素，炭化水素系ガスが発生してい

る。示差走査熱量分析を行い，詳細に調査すると，はんだ

溶融終了直後に炭化水素の発生量が増大していることが確

認された。これは，はんだ溶融直後に，Si 蒸着膜中に閉

じ込められていた炭化水素が放出されたものと考えられる。

ガス発生の昇温速度依存性を見ると，昇温速度が速くなる

とガス発生量は多くなることが分かった。この結果から，

接合温度プロファイルの条件により，ガス発生量を抑え，

ボイドを低減できるものと考えられる。

３.２ 温度負荷試験によるはんだ接合部損傷評価

温度サイクル試験後の断面写真を図 （SnPb系），図

（SnAg 系）に示す。SnPb 系はんだでは，組織内での強度

的な最弱部は粒界であり，き裂は粒界を進展する。一方，

SnAg 系はんだでは Snベース内にAg3Sn が微細分散した

析出強化型の組織を呈している。組織内の最弱部はSnベー

スであり，き裂は Snベース内を進展する。

同一試験温度条件では，SnAg 系はんだの熱疲労による

クラック進展量は SnPb 系はんだに比して非常に短い。こ

れは SnAg 系はんだの高温強度が高いことによると考え

られる。

また，クラックの進展形態を見ると，フィレット形状が

R形状の場合，SnPb 系，SnAg 系とも，熱疲労によるき

裂は，はんだ端部中央付近から発生し，その後，進展は

Si 側界面に沿っている。一方，フィレット形状が直線的

なものでは，き裂は発生・進展とも Si 側界面付近である。

このように，フィレット形状によりき裂進展経路，進展量

が異なるため，フィレット形状の制御が重要であることが

分かる。

３.３ 応力解析

はんだ接合部のき裂発生には，フィレット部における応

力集中が関与する。そこで，フィレット部の形状による応

力集中の差異を，弾塑性応力解析により調べた。フィレッ

ト部の形状は，45°直線およびR形状（0.1 Ｒ）とした。応

力解析結果を図 に示す。

フィレット端部が直線の場合は，ひずみ集中は，はんだ

と Si の接合界面近傍にて，相当ひずみ 5.8 ％（せん断ひず

み 4.6 ％）が生じている。せん断ひずみは，端部集中箇所

よりはんだ側を界面に沿って高分布（0.1mm内部でせん

断ひずみ 5.8 ％）している。図 のき裂の経路にほぼ一

致している。

フィレット部が R形状を有している場合には，界面端

部近傍のせん断ひずみは 1.3 ％程度であり，R形状の中央

付近に R部を開口する高ひずみ（相当ひずみ 4.4 ％，せん

断ひずみ 0.05 ％）が生じており，き裂の発生がこの部分

で生じていることと対応している。はんだ接合部内部では，

フィレットが直線の場合と同様に Si 接合界面付近におけ

るせん断ひずみが支配的になる。クラック発生後は，接合
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図１１　SnPb系はんだの断面組織
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図１２　SnAg系はんだの断面組織

50μm 50μm

50μm

（a）直線形状 （b）R形状



鉛フリーはんだ材料における評価技術

界面付近をせん断支配で進むことになる。図 では，

ほぼこの経路をたどっており，き裂の発生，進展経路は解

析により予測できる。フィレット形状の差異による発生ひ

ずみ量を比較すると，直線形状のほうが高い。これにより，

き裂は直線形状のほうが発生しやすいといえる。また，２.

１節の で取得したせん断応力での疲労データを使用する

ことにより，寿命予測が可能である。

あとがき

鉛フリーはんだ材料の開発・適用を行ってきた。そのな

かで，材料物性の把握，接合性の評価，接合部寿命評価な

どさまざまな技術課題があるが，本稿で述べたような，評

価技術などを用いることにより解決されている。これら評

価技術の多くは，はんだ材料だけでなく，多方面の電子デ

バイス解析評価に利用できる技術であり，今後は広く適用

を進める予定である。
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放射光は，高速に加速された電子が，電子蓄積リングの

軌道を周回する際に，軌道の接線方向に放射する強力な

X線ビームである。放射光は，次のような特長を持ち，材

料解析などに利用される。

高強度（高輝度）

広いエネルギー範囲（広い波長範囲）

強い指向性

偏光特性

SPring-8 は，世界一の輝度を持つ大型放射光施設であ

り，理化学研究所と日本原子力研究所により，兵庫県西播

磨に設置され，1998年から稼動を始めている。電子蓄積リ

ングを周回する電子は，8GeVという世界一高いエネルギー

を持ち，そのため，世界一高エネルギー（短波長）かつ高

輝度で，強い指向性を持ったX線ビームを放射する。

この SPring-8 の強力なX線を材料解析に利用するため，

富士電機を含む産業界13社で，産業用専用ビームラインを

設計・建設し，立上げを行い，1999年10月から各社交代で

利用をしている。本稿では，産業用専用ビームラインの概

要と，富士電機がこれを利用して行っている材料解析につ

いて紹介する。

SPring-8産業用専用ビームライン

SPring-8 に13社で建設した，産業用専用ビームライン

は，偏光電磁石（Bending Magnet）を光源としたBMビー

ムライン BL16B2 と，挿入光源（Insertion Device）とし

てアンジュレータを用いた IDビームラインBL16XUの２

本のビームラインで構成されている。図１は実験ホールの

斜め上方から見た産業用専用ビームラインの全景写真であ

る。ビームラインおよび実験装置は，鉛入りの光学ハッチ

および実験ハッチ内に設置されており，計測装置，制御用

パーソナルコンピュータなどが実験ホールに置かれている。

光学ハッチおよび実験ハッチ内に設置された産業用専用

ビームライン全体の配置図を図２に示す。2本のビームラ

インは共に，Si 結晶を用いた二結晶単色器と，高調波除

去および集光のためのミラーを備えている。

（2）（1）
（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　SPring-8産業用専用ビームラインの全景
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BMビームラインは，広いビームサイズと 4.5 ～ 60 keV

の広いエネルギー範囲（広い波長範囲）を利用できること

を特長とし，実験装置は，X線吸収微細構造（XAFS），

X線反射率，X線トポグラフィーの機能を備えている。図

３に示すように，同じ実験架台上に，XAFS，X線反射率，

X線トポグラフィーの実験機器を共存させている。

ID ビームラインは，特に強く細いビーム（光子数：

１× 1012photons/s，ビームサイズ：水平方向 0.9mm 垂

直方向 0.6mm）を利用できるのが特長で，X線回折，蛍

光 X線分析，マイクロビーム（サブミクロン）の機能を

持つ
～

。図２に示すように，上流側から，蛍光X線装置，X

線回折装置，マイクロビーム装置を直列配置している。

SPring-8を利用した材料解析

富士電機は，SPring-8 の特長を生かして，薄膜や機能

材料などの高度な解析を行うことを目的として，磁気記録

媒体などの薄膜の高感度構造解析，燃料電池用触媒の

XAFSによる局所構造解析などに取り組んでいる。

（8）（5）

（3）

（4）（3）
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３.１ X線面内回折による磁性薄膜の結晶性解析

ハードディスク用磁気記録媒体は，Co 系の薄い（約 20

nm）多結晶薄膜を用いているが，高記録密度化を進める

うえで，その結晶性，配向性などの制御が重要な課題であ

る。富士電機は，これまでに，つくば市の高エネルギー加

速器研究機構の放射光施設 PF（フォトンファクトリー）

を利用し，微小角入射 X線回折法により，磁性薄膜の結

晶配向性とひずみの評価を行い，磁気特性および磁気異方

性との関連，薄膜の成膜プロセスとの関連を明らかにし，

このような磁性薄膜の構造解析に放射光が有力な手段とな

ることを示してきた
～

。SPring-8 の強力な X線ビームを利

用すれば，さらに高感度な解析が期待できると考え，現在，

IDビームライン BL16XUの X線回折装置を用い，磁性薄

膜の高感度面内回折に取り組んでいる。

図４は，その一例を示す。試料は，Al 基板媒体であり，

層構成は，C膜（12 nm）/Co 基合金膜（30 nm）/Cr 下地

膜（50 nm）/NiP めっき膜/Al 基板である。用いた X線

エネルギーは，10 keV（波長＝ 0.124 nm）で，入射角

0.35°の全反射条件で，2θスキャン面内回折の結果である。

六方晶 Co の回折ピークのみが検出されており，下地の

Cr は検出されず，全反射条件が満たされていることを示

している。そして，六方晶 Co の数多くの回折ピークが感

度よく検出されており，これらのピークの相対強度，ピー

ク幅などから，Co 磁性層の結晶性・配向性などを詳細に

解析できる。まず，Co（002）ピークが最も強いことから，

六方晶 Co の c 軸が媒体表面に平行となるように優先配向

していることが分かる。また，Co（101），Co（102），Co

（103）ピークが検出されていることから，a軸が媒体表面

に垂直となるように優先配向していると考えられる。さら

に，Co（101），Co（102），Co（103）ピークの幅が，Co

（002）ピークの幅よりも大きい。これは，Co（002）面に

積層欠陥が存在していることを示唆している。

３.２ XAFSによるPt 微粒子触媒の解析

XAFS は，X線吸収スペクトルに現れる元素固有の吸

収端近傍の微細構造を調べることにより，特定元素の原子

周辺の局所的な構造・電子構造を調べるための有力な手法

である。放射光を用いることにより，高感度かつ高分解能

の XAFS 測定が可能となり，結晶でも非晶質でも測定が

できるため，触媒の構造解析などに威力を発揮する。

富士電機は，BMビームライン BL16B2 において，りん

酸形燃料電池の Pt 触媒および Pt 系合金触媒について，

XAFSによる解析を進めている。図５は，その一例であり，

Pt 触媒電極膜と Pt はくの PtLⅢ吸収端の XAFS スペクト

ルをフーリエ変換して求めた動径分布関数を示す。動径分

布関数の大きなピークは，Pt 原子の中心から見た隣接原

子に対応し，ピーク位置は，Pt ー Pt 原子間距離を，また，

ピークの高さは，隣接原子の数（平均配位数）に比例する。

図５の結果は，Pt 触媒では，Pt はくと比べて，Pt ー Pt

原子間距離はほぼ等しいが，配位数が小さいことを示して

いる。これは，Pt 触媒が微粒子であり，表面に存在する

Pt 原子が多く，そのため平均配位数が小さいものと考え

られる。

図６は，PtLⅢ吸収端 XAFS スペクトルの吸収端近傍微

細構造（XANES）部分を拡大したものを示す。この部分

（XANES）は，Pt 原子の電子状態および化学的結合状態

を反映しており，Pt 触媒では，微粒子の表面が酸化して

（15）

（15）

（14）

（13）（9）
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図４　磁気記録媒体磁性層の微小角入射X線面内回折
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いる可能性を示唆している。

３.３ X線反射率によるDLC膜の解析

DLC（Diamond Like Carbon）膜は，磁気記録媒体の保

護膜として，10 nm以下の薄膜で使用されているが，高記

録密度化に伴い，さらに膜厚を薄くすることが求められて

いる。このような薄い膜の膜厚，密度，表面・界面粗さを

解析する手法として，放射光による X線反射率を検討し

ている。

図７は，NiP/Al 基板上に，イオンビームデポジション

（IBD）法とスパッタ法により作製したDLC膜について，

BMビームラインBL16B2 で測定したX線反射率を示す。

IBD法による DLC膜は，スパッタ法に比べ，反射率の減

衰が比較的緩やかであり，IBD法による DLC膜の方が表

面・界面が平滑であることを示している。また，IBD法

によるDLC膜の反射率の振動振幅が，スパッタ法のDLC

膜に比べて大きいことから，IBD法による DLC膜の方が

密度が高いことを示唆している。

あとがき

SPring-8 産業用専用ビームラインでの13社の各社利用

は，順調に行われており，富士電機は，ここに述べたよう

に，薄膜の X線回折，触媒の XAFS，多層膜の反射率な

どの研究を行っている。今後は，さらに，蛍光 X線によ

る薄膜解析なども検討していく予定である。

13社による産業用専用ビームラインは，SPring-8 の産

業利用に先導的役割を果たすことを期待されており，富士

電機も，世界一の SPring-8 放射光を，富士電機の材料解

析に利用して，その一翼を担っていきたい。
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環境問題への関心が高まるなかで，クリーンエネルギー

としての地熱発電の重要性が世界的に再認識されている。

世界の地熱発電設備容量は最近10年間で約 2,000MW増加

し，8,000MW強（運転中の地熱発電設備の合計）となり，

また地熱発電プラントの設置国も20か国を超えた。富士電

機は，最近10年間に世界で新設された地熱タービンの設備

容量の半分近くを納入し，地熱発電の発展に貢献してきた。

最近納入した設備のなかには，50Hz 機として世界最大の

ワヤンウィンド発電所 1号機 110MW（インドネシア，

1999年完成）などがある（図１）。

地熱流体中には塩素，硫化水素，炭酸ガスなどの強い腐

食作用を持つ不純物が多量に含まれているため，これを利

用する地熱発電プラントでは，使用材料の腐食にまつわる

問題への対応が最も重要な課題の一つである。本稿では，

過酷な腐食環境で使用される地熱タービンの応力解析およ

び評価技術について概説する。

地熱蒸気中の不純物とその影響

地熱発電の形式には種々のものがあるが，一般的には地

熱井から取り出される蒸気と熱水の混合流体をセパレータ

（気水分離器）に導いて蒸気と熱水を分離し，蒸気だけを

タービンに導いて発電を行っている。

地中から噴出した地熱流体には，ガス状および非ガス状

の不純物や地殻からの固形物が含まれている。地熱流体中

に溶解している非ガス状の不純物は，セパレータで蒸気と

熱水を分離する過程でかなりの部分除去されるが，一部は

蒸気に溶解してそのままタービン内に持ち込まれる。また，

地熱流体中に不凝縮ガスとして含まれる不純物の大部分は，

蒸気とともにタービン内に流入する。

地熱タービンにおける解析・評価技術
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図１　地熱タービン断面図（ワヤンウィンド発電所1号機110MW）



地熱タービンにおける解析・評価技術

地熱流体中に含まれる不純物の組成は地域によって大き

な差があるが，一般的には不凝縮ガスの大部分は炭酸ガス

（CO2）であり，次いで多いのは硫化水素（H2S）である。

そのほかアンモニア，メタン，窒素，水素などが含まれる

ことが多い。蒸気に溶解している不純物としては，塩化物

（XCl），硫酸塩（XSO4）などの腐食性成分のほか，シリ

カ（SiO2），炭酸カルシウム（CaCO3）などのようにスケー

ル付着の原因となる成分がある。地熱蒸気中に含まれる不

純物がタービン部材に与える影響を図２に示す。

地熱タービンの応力解析と評価

厳格な水質管理が行われる火力発電の場合と異なり，地

熱タービンはきわめて腐食性の高い環境で使用されるので，

材料の選定や応力の評価に際しては腐食にまつわる問題，

特に応力腐食割れ（SCC：Stress Corrosion Cracking）や

腐食疲労（CF：Corrosion Fatigue）に対する配慮が非常

に重要である。

応力腐食割れは腐食環境のもとで静的応力（引張応力）

が作用する部位に割れが発生・進展する現象である。また，

腐食疲労は腐食環境のもとで動的応力（繰返し応力）が作

用する部位に割れが発生・進展する現象である（図３）。

動翼やロータなどの実際のタービン部品には静的応力と動

的応力が同時に作用することが多く，応力腐食割れと腐食

疲労の両方に対する配慮が必要となる。

動翼とロータのはめあい部は，応力腐食割れや腐食疲労

が比較的発生しやすい部位である。その理由としては，形

状が複雑であり応力集中により比較的高い応力が作用する

こと，部材間のすきまに不純物がたい積し著しく腐食環境

を高めることなどがあげられる。応力腐食割れや腐食疲労

の発生には，応力だけではなく蒸気の温度や湿り度が大き

な影響を与える。一般には，蒸気がウィルソン線（4～

5％湿り度）を横切って膨張する乾湿交番域において応力

腐食割れや腐食疲労が発生しやすいことが知られている。

動翼やロータなどの回転部品に発生する応力腐食割れや

腐食疲労は，地熱発電プラント全体の運用に重大な影響を

及ぼすので，設計には特に細心の注意を払う必要がある。

運転中，動翼には遠心力と蒸気力による応力が重畳して

作用する。遠心力は定常荷重であるが，蒸気力は定常成分

と非定常成分からなる変動荷重である。したがって動翼に

働く応力は，遠心力および蒸気力の定常成分による静的応

力と，蒸気力の非定常成分による動的応力が重畳したもの

と考えることができる（図４）。実際の解析では便宜上，

静的応力と動的応力を個別に解析・評価している。

静的応力の解析と評価

遠心力および蒸気力による静的応力の分布は，有限要素

法（FEM）計算により求めることができるが，局所応力

をより正確に把握するためには，製作公差による荷重分担

の変化や，工場出荷前に安全性確認のために行う過速度試

験の影響を考慮する必要がある。図５は 120 ％過速度試験

前後における動翼はめあい部（翼脚）の静的応力分布の変

化を弾塑性解析により求めた結果である。過速度試験によ

り局所的な塑性変形（降伏）が生じ，その結果応力ピーク

が緩和されることが分かる。120 ％過速度試験を実施する

ことにより，応力ピークを材料の耐力の約 70 ％のレベル

に抑えることができる。

応力腐食割れに対する材料の強度を調べるため，富士電

機は世界各地の地熱蒸気中で応力腐食割れ試験を実施して

きた（図６）が，動翼材として使用されている 13 ％ Cr 鋼

およびロータ材として使用されている 1％ CrMoNiV 鋼は，

耐力近傍の応力においても応力腐食割れを発生しないこと

が確認された（図７）。

地熱蒸気中に含まれる種々の腐食性不純物の影響を調べ

（1）
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塩素イオン（Cl－） 孔食，すきま腐食，応力腐食割れ 

硫酸イオン（SO4
2－） 全面腐食 

硫化水素（H2S） 硫化物応力腐食割れ 

炭酸ガス（CO2） pH低下による腐食促進 

アンモニア（NH3） 銅合金の応力腐食割れ，全面腐食 

酸　素（O2） 局部腐食，応力腐食割れ 

図２　地熱蒸気中の不純物の影響
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図４　動翼に作用する応力
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図３　応力腐食割れと腐食疲労
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るために，実験室の人工腐食雰囲気中で応力腐食割れ試験

を行った。試験結果を図８に示す。試験結果から，硫化水

素（H2S）単独では高応力のもとでも応力腐食割れを発生

しないが，酸素（O2）や塩素イオン（Cl－），硫酸イオン

（SO42－）が加わると応力腐食割れが発生することが分かっ

た。これは部材表面に生じた硫化鉄の不働態皮膜が酸素や

塩素イオン，硫酸イオンなどの作用により破壊されるため

と考えられる。実験室での試験はきわめて過酷な腐食環境

中で行った一種の加速試験であり，実際の使用条件とは異

なるが，地熱蒸気中に一般に存在する硫化水素に酸素や塩

素イオン，硫酸イオンが加わることによって，応力腐食割

れが発生しやすくなることが分かる。

動的応力の解析と評価

運転中の動翼は蒸気力の変動成分（蒸気励振力）により

励振される。動翼の固有振動数が蒸気の励振周波数と一致

すると翼は共振し，大きな動的応力を発生する可能性があ

る。共振時の動的応力は一般に下式により表される。

σa＝（π/δ）・S・H・σb

σa：共振時の振動応力

δ ：対数減衰率

S ：励振係数

H ：モード係数

σb：蒸気力による静的応力

蒸気励振力は主として周方向の圧力変動によって生じる。

蒸気励振力の大きさを調べるため，三次元流れ解析を行い，

動翼入口における周方向の圧力変動を求めた（図９，図 ）。

こうして得られた圧力変動に対してフーリエ解析を行い，

回転数の整数倍（ハーモニクス）の励振周波数ごとに励振

係数（蒸気力の変動成分と定常成分の比）を求めた結果を

図 に示す。図から分かるように，励振係数はハーモニク

ス次数（励振周波数と回転サイクルの比）が小さいほど大

きく， 6次以上のハーモニクス次数に対しては急速に小さ

くなる。モデルタービン試験や実機における測定結果から

も同様の結果が得られている。

モード係数は翼の形状や振動モードによって決まる関数

であるが，FEM計算により各振動モードごとのモード係

数を求めることができる。このようにして求めたモード係

数は一般に振動次数が高くなるほど小さくなることが知ら

れている。

上記の解析条件に基づいて，FEM計算により共振時の

動的応力を求めた結果を図 に示す。解析結果から分かる

ように，一般に低次ハーモニクスとの共振は比較的大きな

動的応力を生じるので，運転中の共振を確実に回避する必

要がある。これに対して高次ハーモニクスとの共振は問題

となるような動的応力を生じないので共振回避の必要はな

い。富士電機はシュラウドがないフリースタンディング動

翼に対しては，8 次ハーモニクス以下の共振を回避する設

計としている。

１２
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図５　過速度試験前後における翼脚の静的応力分布の変化

図６　地熱サイトにおける材料試験
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破断時間 

試験温度：60℃ 
試験応力：600N/mm2

図８　実験室での13％Cr 鋼の応力腐食割れ試験結果
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図７　地熱蒸気中での13％Cr 鋼の応力腐食割れ試験結果
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地熱蒸気中では材料の疲労強度が著しく低下する。図

は世界各地の地熱サイトおよび実験室で行った腐食疲労試

験の結果を示している。設計応力は地熱蒸気中での疲労強

度の低下を考慮して，十分小さな値に抑えている。

あとがき

地熱タービンの運転環境は，通常の火力タービンとは比

べものにならないほど過酷である。このような過酷な環境

のもとで，長期にわたって安定な運転を続けるためには，

材料選定，設計，製作，運転，メンテナンスの各段階で細

心の注意を払うことが必要である。

富士電機の地熱タービンは，高い信頼性によって地熱発

電プラントの安定運転に寄与してきた。今後ともユーザー

各位のご指導を得て，たゆまぬ改善を続けていく所存であ

る。
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図１０　動翼入口における周方向圧力分布
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図１２　共振時の動翼の応力
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まえがき

近年，電子機器の高速・高性能化や小型・軽量化を求め，

高速・低電圧 LSI の採用，高密度実装化が進んでいる。こ

のため，高周波領域への電磁放射ノイズ（EMI：Electro-

magnetic Interference）の発生および外来ノイズによる

機器のノイズ耐力の低下が著しく，従来のEMC（Electro-

magnetic Compatibility）対策技術でクリアできない問題

が増加している。

一方，携帯電話機の電磁波によるペースメーカの誤作動，

航空機内で使用していたディジタルビデオカメラの電磁波

による操縦計器の異常など，間接的に人体に影響を及ぼす

ことから，EMC問題は，広義の意味で環境問題の一つと

して考えられている。

これにより，EMC対策技術は製品開発において必要不

可欠な技術であると考えられる。しかし，現状の EMC対

策としては，一般的に，各規格適合のための試験段階で初

めて EMC問題として捕らえることができ，この段階での

対策には限度があり，再設計および過剰対策による開発期

間の遅れとコストアップを招く恐れがある。

富士電機の電子機器においても例外ではなく，いかに設

計段階で EMC問題箇所の特定とその改良およびそのノイ

ズの低減効果を定量的に把握できるかが重要と考えている。

本稿では，EMCの解析・評価技術の一つとして，EMI

シミュレーション技術について早期から着目し，その有効

性を検証し，開発・設計段階での適用展開を図ってきたの

で，その事例を紹介する。

EMI シミュレーションの適用上の考え方

EMI シミュレーションの適用の狙いおよびそれぞれの

適用上の課題を以下に述べる。

設計指針（ルール）への適用

現状の設計指針としては，原理的に追求され，データに

基づいて数値化され，規格化されたものは多いとはいえな

い。すなわち，経験によるところが多い。そこで，EMI

発生のメカニズムを数値により把握した設計指針が望まれ

る。その一手段として EMI シミュレーションの活用は有

効と判断する。

設計段階への適用

設計段階での EMC対策にシミュレーションを適用する

ためには，プリント基板（PCB）単体だけでなく，複数ケー

ブルおよび筐体（きょうたい）を含めたシステム形態での

解析が望まれる。そのため，PCBレイアウトおよび筐体

の CADとのインタフェース化を図り，よりシステム形態

に近い計算モデルを用いることで，現状の EMC問題箇所

の特定およびそのレベルを解析することを可能とする。

対策部品の効果検証

本稿の「まえがき」で述べたように，今後の高速化や高

密度実装化に対して，現状の EMC対策技術では十分でな

く，さらなる EMC対策技術が必要と考える。そのアイテ

ムとして，ノイズ発生源となっている高速 LSI，モジュー

ルやケーブル，コネクタなどの EMI 発生レベルの低減が

重要となる。これら低減策の効果を検証するツールとして

EMI シミュレーションを活用している。

このような狙いを満足する EMI シミュレーションソフ

トウェアとして「ACCUFILED」〔富士通（株）製〕を採用

した。

適用事例

解析による EMI 発生メカニズムの把握から設計指針へ

の展開として，PCB内のクロック信号の最適配線位置の

検証，PCBの最適層間厚さなど，また，製品への適用と

して，プログラマブルコントローラ「MICREX-SX」，無

停電電源装置（UPS）などの検証を実施している。

３.１ クロック信号の最適配線位置の検証

クロック信号ラインの配線では，一般的に PCB端部か

らの距離でその EMI 発生レベルが変わることが知られて

いるが，定量的に把握されているとはいえない。そこで，

EMI シミュレーションにより，クロック信号の最適配置

（1）

（3）

（2）

（1）
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を求めた。

３.１.１ 評価モデル

図１に評価モデル，表１に解析条件を示す。配線は L字

パターンとして，PCBの端辺に平行配置し，端辺からの

距離Wの変化によるEMI の発生影響を確認した。

３.１.２ 解析と実測との比較検証

図２に PCBの端辺からの距離Wを 5mmに設定したと

きの解析および実測の周波数スペクトラムを示す。実測は，

電波暗室 3m法とし，周波数帯はバックグラウンドノイ

ズの影響を受けにくい 140 ～ 540MHz とした。

今回の比較検証で，EMI シミュレーションの解析精度

の向上を図るうえで，以下に示す内容が有効かつ不可欠と

いえる。

給電素子の反射，遅延などを含んだ信号波形を入力す

る。

金属面に流れる電流計算の精度を向上させる。

①　PCBの GND層の最適メッシュ分割（10mm以下）。

②　クロック信号配線の最適分割（10mm以下）。

素子自身の配置・配線条件を加味する。

特に， については解析精度に影響するため，厳密な波

形が求められる。また， のメッシュ分割については分割

数を多くすると解析時間が長くなるため，分割数と解析時

間との関係を把握しておく必要がある。

３.１.３ 解析結果

配線位置の変更

図３に実測および解析の PCB端辺から距離Wと電界強

度の関係を示す。また，図４に解析の周波数 320MHz で

の PCB端辺から距離 5mmと 30mmそれぞれの PCB近

傍の電界放射マップを示す。

結果として，実測および解析ともに，W値が大きくな

ることで電界強度が減少する。その EMI 低減レベルがお

よそ 8（dBμV/m）である点では，同様の結果となる。し

かし，実測では，解析ほどの，急激な電界強度の変化はみ
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表１　解析条件 

項　目 条　件 

外　形 

層　数 

材　質 

信号ーGND層間距離 

配線幅 

給電/受信素子 

クロック周波数 

PCBー受信アンテナ間距離 

アンテナ高さ 

アンテナ方向 

検出方法 

P 
C 
B
 条
件 
測
定
条
件 

320×230（mm） 

4層（　＝1.6 mm） 

FR4 

0.6 mm 

0.13 mm 

AS244 

20 MHz 

3 m 

1 m固定 

水平偏波 

360°回転時のピーク値を検出 

t

電
界
強
度
（
d
B
  
V
/m
）
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：160MHz（実測） 
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図３　PCB端辺からの距離と電界強度の関係

図４　PCB端辺からの距離と近傍電界放射マップ

（a）端辺から5mm （b）端辺から30mm

（dB　V/m）
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られない。この要因として実測では，PCBの搭載部品自

身からのノイズ放射や，現状のシミュレーションでは考慮

されていない GNDプレーンからのコモンモードノイズ放

射などの複数の要素が含まれてしまうためと考える。

したがって，EMI シミュレーション結果を評価するに

は，現状のシミュレーションソフトウェアの限界を理解し

たうえでの適用が不可欠となる。

一方でシミュレーションソフトウェアの特性を理解して

いれば，解析と実測との相関性が認められ，短時間で数多

くのデータにより，設計指針（ルール）の数値化を導く有

効な手段となり得ることを確認できる。

３.２ 製品への適用事例

３.２.１ 技術課題

プログラマブルコントローラMICREX-SX は，従来品

で採用していた LSI（6MHz，5V駆動）の処理速度に比

べ，高速・高性能をめざし，高速 LSI（125MHz，3.3 V

駆動）を採用した。この LSI を搭載した初期試作品によ

り EMI 試験を実施した結果，CISPR の限度値を超え，従

来の EMC対策技術では解決できない EMC課題があると

推察された。この課題の一つとして，PCB間を接続する

コネクタからの電磁放射ノイズがある。この解決手段とし

て EMI シミュレーションを適用し，EMI 低減策およびそ

の低減効果を確認した。

３.２.２ コネクタのGND強化によるEMI 低減

EMI 低減方法

EMI 低減策として，EMI 発生源を抑制する内部対策と，

外部へEMI 発生を防ぐ出口対策の二つが考えられる。

これらの低減方法を考慮し，コネクタの EMI 低減策を

検討した。

解析評価

図５に開発当初の評価モデル，表２に開発当初の解析条

件を示す。評価モデルは，解析時間の短縮とコネクタから

の電磁放射ノイズの影響を確認するため，ベースボードお

よびモジュールの小型化と接続されているコネクタの数を

１部品に限定した。コネクタのピン配置は，全20ピンで，

そのうち 15.625MHz のシリアル信号を伝送するピンが２

ピンあり，開発当初のGNDピン数は 3ピンであった。

図６に EMI 低減策とした評価モデルを示す。低減策は，

GNDピンの増強およびコネクタのメタルシールド化であ

る。

比較結果

周波数スペクトラムの解析を行い，電界強度の最も強かっ

た 873.75MHz をもとに，各低減策の電界強度を比較評価

した。
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（2）

（1）
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図５　開発当初の評価モデル

表２　開発当初の解析条件 

項　目 条　件 

層　数 

材　質 

コネクタ線径 

コネクタ線材 

PCBー受信アンテナ間距離 

アンテナ高さ 

アンテナ方向 

検出方法 

P 
C 
B
 条
件 

測
定
条
件 

4層（　＝1.6 mm） 

FR4 

φ0.8 mm 

銅 

3 m 

1 m固定 

水平偏波 

360°回転時のピーク値を検出 

t

GND11ピン 

シールド材質 ：銅 
シールド厚 ：0.1mm 
PCBとの接続 ：2点 

評価モデル 条　件 低減策 
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図６　EMI 低減策
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図７　EMI 低減策の効果
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図７に，EMI 低減策の効果を示す。対策の低減効果を

以下に述べる。また，図８に評価モデル近傍の電界放射マッ

プを示す。

GNDピンの増強による低減レベルは，開発当初の

ものと比較して，GNDを11ピンにすることで10（dB

μV/m），18ピンで30（dBμV/m）である。

メタルシールドによる低減レベルは，GNDのピン

数が変化してもおよそ10（dBμV/m）である。

この結果から，コネクタの GND強化が EMI 低減に対

してかなり有効な手段の一つであると予想された。そこで

現状では，高速信号ピンの周囲を GNDもしくは VCCの

基準電位で囲み，かつコネクタ自体をメタルシールド化し，

EMI 規制値をクリアすることができている。

後のさまざまな検証や検討の結果，高速信号ピンを

GNDや VCCなどの基準電位で囲むことは，高速信号と

基準電位との間の相互インダクタンスを増加させる効果が

あり，その結果として高速信号ラインにコモンモードチョー

クコイルを挿入したのと同様の効果を得ることが可能にな

り，EMI の低減のみならず，EMS（Electromagnetic Sus-

ceptibility）の強化にもきわめて有効な手段であることが

確認されている。

コネクタのピン配置の詳細検討はともすれば見落とされ

がちであるが，後々のピン配置修正は製品の互換性保持や

コネクタが関係する双方の PCB変更が必要になるなど，

最も変更が困難な部品であることを認識し，設計の初期段

階でEMC性能を考慮した検討を行わなければならない。

その一助として，EMI シミュレーションは有効な手段

となり得るといえる。

あとがき

以上，EMI シミュレーションの一例を紹介した。

現在では，EMI シミュレーションの製品適用範囲の拡

大を図るため，より製品形状に近いシステム（複数

PCB＋複数ケーブル＋金属筐体）での解析可能とするこ

と，また，EMI の発生源である LSI 内部および周辺部品

の EMI 低減にもシミュレーションの適用を狙っている。

さらには，外来ノイズによる機器・装置の誤動作発生のメ

カニズム解析として，イミュニティシミュレーションの適

用開発を検討しており，EMC対策技術の向上をめざして

いる。
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まえがき

金銭処理機では小型化，高速化，高信頼性化が進んでき

ているが，小型で高速であるほど硬貨や紙幣の搬送で不具

合が発生しやすくなり信頼性が低下してくる。このため，

設計時に機器内部で硬貨や紙幣がどのような動きをするか

を把握し，最適な設計をすることが重要である。

しかしながら，硬貨は非拘束で転がり跳ね返りなどが生

じ，紙幣は非常に柔軟であるため，定量的解析が難しい。

そこで，硬貨や紙幣の搬送挙動を予測して最適設計を行う

ため貨幣搬送シミュレーション技術を確立した。

硬貨搬送シミュレーション

硬貨の搬送過程における転がり，跳ね返りなどの挙動を

定量的に解析するためには，硬貨と機構の接触時に働く力

の計算が重要となる。そこで，接触力の解析モデルをばね，

ダンピング，摩擦の組合せとして計算する手法を開発した。

以下に計算手法と解析事例を紹介する
～

。

２.１ 接触力のモデリング方法

硬貨の接触力は図１に示すように，硬貨のエッジに接触

力を発生する点を48個（表裏24個ずつ）分布させ，その点

と接触面間にばね，ダンパ，摩擦を設定した。各点と接触

面間の距離 L，相対速度 vに対し，ばね，ダンパ，摩擦を

以下のように設定した。

L＞ 0の場合　ばね力　Fk ＝ 0

ダンピング力　Fc ＝ 0

摩擦力　Ff ＝ 0

L≦ 0の場合　ばね力　Fk ＝－kL

ダンピング力　Fc ＝－c dL/dt

摩擦力　v≒ 0 Ff ＝μs（Fk ＋ Fc）

v＞ 0 Ff ＝μd（Fk ＋ Fc）

k ：ばね定数

c ：ダンピング係数

μs ：静止摩擦係数

μd：動摩擦係数

２.２ 解析事例

２.２.１ 回転チューブを用いた収納機構

回転チューブを用いた収納機構を図２に示す。チューブ

は傾斜角 5°で設置され，１秒間に 4回転している。投入

口からチューブ内に入った硬貨は，チューブとの摩擦によ

り回転力を与えられ，回転自立してチューブ内を転がり，

底面まで搬送される。搬送された硬貨は底面に寄りかかり

ながら回転し続ける。次に投入された硬貨は，同様に搬送

され，前の硬貨の隣に集積される。これを繰り返し，硬貨

を最も集積効率が高い棒状に集積して収納する。

（3）（1）
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図１　硬貨の接触力モデル
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この収納機構では摩擦力で硬貨が回転することによって

自立するため，摩擦力の影響を定量化する必要がある。そ

こで，シミュレーションを用いて安定自立する摩擦係数を

調べた。その結果，摩擦係数が 0.2 ～ 0.5 の範囲であれば

硬貨が安定自立して収納されることが分かった。

摩擦係数が 0.2 のときのシミュレーションと実験結果の

比較を行った。硬貨の上下方向の中心位置の時間変化を図

３に示す。硬貨はシミュレーション，実機ともほぼ同じ挙

動を示し，0～ 0.4 s では重心が上下して硬貨が不安定だ

が，0.4 s 以降は重心が一定の高さを保ち，安定に自立し

ていることが分かる。

２.２.２ リブ付きベルトを用いた起立搬送機構

起立搬送機構を図４に示す。本機構はベルトの両側に２

枚のガイド板が設けてあり，硬貨がガイド板に寄りかかっ

て起立した状態で，ベルト搬送される。ベルトにはリブが

付いており，このリブに硬貨が引っ掛かることで硬貨の転

がりを防いで高速に搬送することができる。

起立搬送機構ではリブが低すぎると硬貨がリブを乗り越

えて転がり，搬送速度が低下してしまう。そこでシミュレー

ションを用いて，硬貨が転がらないために必要なリブ高さ

を解析した。その結果，リブ高さは 2.3mm以上必要であ

ることが分かった。

硬貨が転がるリブ高さ 1mmの状態でのシミュレーショ

ンと実験結果の比較を行った。硬貨の円周上の一点を代表

点として，ベルト進行方向（x方向），上下方向（y方向）

の位置の軌跡を図５に示す。シミュレーションと実機でほ

ぼ同じ硬貨挙動を示し，誤差は 13 ％以下となった。

２.２.３ 滑り落下搬送機構

滑り落下搬送機構を図６に示す。本機構は硬貨をベルト

で水平な板に押し付けながら搬送し，硬貨の外径により金

種ごとに振り分けてシュータに落とす。

搬送速度が高いと硬貨がシュータに落ちずに飛び越えて，

誤振分けとなってしまうおそれがあるため，シミュレーショ

ンで確認した。その結果，必要な搬送速度内では硬貨は安

定してシュータに落下することが分かった。

ベルト進行方向（x方向）と上下方向（y方向）の硬貨

中心位置の軌跡を図７に示す。シミュレーションと実機で

ほぼ同じ硬貨挙動を示し，誤差は 5％以下となった。
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以上のように，3種類の機構について硬貨挙動を解析し

た結果，実機とほぼ同じ挙動を示し，本解析手法が有効で

あることが確認できた。

紙幣搬送シミュレーション

紙幣の搬送過程における変形やジャム（紙づまり）を定

量的に解析するためには，紙幣の柔軟性を解析できる大変

形弾性体モデルを構築する必要がある。そこで，紙幣を微

小剛体のばね連結としてモデル化する手法を開発した。

以下にモデリング手法と解析事例を紹介する。

３.１ モデリング

３.１.１ モデルの構成

紙幣の搬送ではガイド板により搬送案内を行う部分があ

る。この搬送案内は衝突現象であるため，ジャムが発生し

やすく，紙幣の挙動の把握が重要な部分である。そこで，

この衝突による紙幣の変形を解析するために，図８に示す

単純化したモデルを用いた。

３.１.２ 紙幣のモデリング方法

紙幣は図９に示すように紙幣を分割した微小な剛体をば

ねで連結してモデリングした。伸縮のばね定数はフックの

法則を離散化し，回転のばね定数ははりのたわみ式を離散

化して次式のようになる。

伸縮ばね定数　Kl ＝ EA/L

回転ばね定数　Kr ＝ 2EI/L

E：縦弾性係数

A：断面積

I ：断面二次モーメント

L：要素間距離

３.１.３ 接触力のモデリング方法

紙幣とガイド板の衝突を解析するためには，接触力のモ

デリングが重要となる。接触力は硬貨と同様にばね，ダン

パ，摩擦を用いてモデリングした。図 に示すように，微

小剛体のエッジにガイド板との接触力を発生する点を設定

し，その点とガイド板にばね，ダンパ，摩擦を設定した。

３.２ 解析事例

３.２.１ シミュレーション

1万円札と同じ大きさの模擬紙幣を対象として解析を行っ

た。模擬紙幣の寸法と物性値を以下に記す。

寸法： 160 × 76 × 0.09（mm）

縦弾性係数： 2,944MPa

密度： 943 kg/m3

傾斜板角度 75°，搬送速度 300mm/s で摩擦係数をパラ

メータとしてシミュレーションを行ったところ，図 の連

続写真のように摩擦係数が 0.26 以下の場合には安定して

搬送されるが，0.26 を超えると衝突した瞬間にジャムが発

生した。

これは，図 に示す衝突時の力の関係で説明できる。

紙幣の搬送力を Fとすると，摩擦力μNは，

μN＝μF sinθ …………………………………………

となり，斜面方向の搬送力 fは，

f＝ F cosθ ………………………………………………

となる。ジャムが発生するのは斜面方向の搬送力 fより摩

（2）

（1）

１２

１１

１０

（4）
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図１１　シミュレーション結果
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擦力μNのほうが大きくなり，紙幣の先端が引っかかっ

てしまうためであると考えられるので，この条件 f＜μN

に式 ， を代入すると，次式が得られる。

μ＜ 1/tanθ

この式から傾斜角 75°では，摩擦係数が 0.26 を超える

とジャムが発生することが分かる。

３.２.２ 実験結果との比較

実測した模擬紙幣の摩擦係数をモデルに設定して解析し，

実験結果と比較した。

傾斜板の角度を 60°，75°とし，それぞれ搬送速度を

300mm/s，500mm/sとした 4パターンの解析，実験を行っ

たところ，これらの条件ではジャムは発生せず，安定して

搬送された。

図 は傾斜板角度 75°，搬送速度 500mm/s のときの紙

幣先端の軌跡である。水平方向 xは紙幣が傾斜板に最初

に接触する位置を 0とし，垂直方向 yは水平板の上面を 0

とした。この図から分かるように，先端の軌跡のシミュレー

ション結果は実験結果と一致しており，誤差は 6％以下で

あった。

また，図 は図 と同じ解析で，搬送途中の変形形状を

時間ごとに示したものである。各時間の変形形状とも実機

とよく一致していることが分かる（誤差 10 ％以下）。

4パターンすべてにおいて，先端の軌跡は誤差 8％以下，

変形形状は誤差 14 ％以下となり，本解析手法が紙幣の衝

突による動的変形解析に有効であることが確認できた。

あとがき

以上，硬貨と紙幣の搬送シミュレーションについて，新

たに開発した解析手法とその解析事例を述べた。今後は紙

幣の搬送挙動解析を三次元変形にまで拡張して，より適用

範囲の広い解析技術を確立していく予定である。
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まえがき

クーラントポンプは各種工作機械の切削液循環用として

幅広く使用されている。

近年，工作機械は自動化，多機能，高精度，高速・重切

削，小型化など性能，機能の向上が著しく，クーラントポ

ンプについては，高圧力の需要が急増している。富士電機

では，これらの需要に対応して新形高圧クーラントポンプ

を開発し，0.3 ～ 1.2 kWのシリーズ化を行い系列を拡充し

てきた。

この分野ではポンプの小型・高効率化が強く求められて

おり，このような要求に対応するためクーラントポンプの

内部流れについてコンピュータによる解析（シミュレーショ

ン）を実施し，ポンプ部の最適形状と寸法を追求した。本

稿ではクーラントポンプの内部流れ解析についてその概要

を述べる。

クーラントポンプの構造

クーラントポンプの外観を図１，ポンプ部の構造を図２

に示す。

ポンプ軸はそれを駆動する電動機軸と直結されており，

電動機の軸受部において電動機側に流体が侵入しないよう

にシールが設けられている。ポンプ部における流体の流れ

は図２の矢印に示すように流入口から吸い込まれ，一段目

の羽根車により圧力が高められて外周側に送られる。外周

側に送られた流体は，一段目の案内翼により二段目の羽根

車入口へと向かう。このとき案内翼は羽根車で生じた旋回

成分を低減する役割も持っている。流体はこの繰返しによっ

て圧力が順次高められ吐出し口から排出される。クーラン

トポンプは，用途に応じた圧力と流量に対応して羽根車と

案内翼の段数が選定される。

富士電機の新形クーラントポンプシリーズでは，羽根車

の羽根枚数は 6枚，案内翼は 4枚を基本としており，それ

ぞれの翼は段数によらず同一の形状である。

クーラントポンプのように同一形状の羽根車と案内翼を

重ねる多段構造で，案内翼において旋回成分が取り除けな

い場合，段数を重ねるに従ってこの旋回成分の影響が大き

クーラントポンプの流れ解析技術
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図１　クーラントポンプの外観
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図２　ポンプ部の構造
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くなる。この結果，それぞれの段の羽根車で流れが異なる

ため，翼形状の最適化を行ってもその効果を十分発揮でき

ない。クーラントポンプでは案内翼の形状を検討し，案内

翼出口（内径側）において可能な限り旋回成分を取り除い

ている。

三次元流れ解析

富士電機では以前から三次元流れ解析を行って多岐の分

野にわたりさまざまな製品を開発してきた。近年，パーソ

ナルコンピュータ，ワークステーション（WS）の性能向

上は著しく，その演算処理能力は大幅に向上している。ま

た複数のWSを用いて一つの解析モデルを領域分割し，各

領域を各WSが演算する並列化技術も発達し，一般的に

使われるようになってきている。本解析では 4台の WS

での並列化演算を行った。4台のWSによる並列化演算時

間は，1台のWSの演算時間に対して約 1/3.5 であった。

解析モデル

本解析モデルを図３に示す。

流体部の総メッシュ数は約65万である。

本解析では，羽根車および案内翼をそれぞれ二段とした

三次元定常解析であり，ポンプ部の流入部から吐出し部に

至る全体モデルで行った。

ポンプ流入部には大きな空間を設けて底面から流入条件

として流体を均一流速で流入させる。これによりポンプ入

口において羽根車の回転から生じる流速分布を模擬するこ

とができ，流入条件の影響を緩和している。また吐出し部

においても同様に流路を延長し流出条件として流体を均一

に流出させることで，ポンプ出口部において流速分布を持っ

た流れを再現することができる。

案内翼のメッシュ形状を図４に示す。流れ解析において

メッシュ分割は解析精度に大きく影響する。特に流体に仕

事を与える羽根車や旋回成分を除去する案内翼など流れの

方向が広範囲にわたり変化する部位では，メッシュの分割

方向および分割数によって解析精度は大きく影響する。本

解析では羽根車および案内翼のメッシュ分割方向は主流の

流れに沿うように行った。また翼の高さ方向にはメッシュ

を 4分割し，壁面の摩擦の影響を考慮している。

解析条件

解析条件は以下のとおりである。

定常解析

差分スキーム：一次風上差分（UD）

乱流モデル：標準 k-εモデル

非圧縮性解析

本解析の評価は H-Q特性や効率といった時間平均の値

に対して判断する。したがって，解析条件も非定常解析で

はなく定常解析とした。

また解析を行うにあたり，差分スキームの一次風上差分，

二次風上差分，中央差分について検討を行った。本解析モ

デルにおいては，一次風上差分が収束性に優れており採用

した。また乱流モデルについては，計算処理時間の関係か

ら標準 k-εモデルと RNG k-εモデルに限定し解析を実施

した。収束性および解析結果についてはほとんど違いが見

られないことから，富士電機において従来から使用してき

た標準 k-εモデルを採用した。

流れ解析の評価

６.１　H-Q特性の比較

一般にポンプの特性は H-Q曲線で表される。Hは全揚

程（m）であり，Qは流量（m3/s）である。本解析では

実機クーラントポンプの H-Q曲線と比較するため，実測

の H-Q曲線上の 5点について流れ解析を行った。定格点，

締切点，開放点，ほか 2点である。定格点での解析では実

測流量 Qを流入部の大空間底面から均一に流入させ，吐

出し部から同流量 Qを排出する。また定常解析のため羽

根車による回転力は，羽根車ではなく羽根車内の流体に回

転力として与える。このときのポンプ流入部断面とポンプ

吐出し部断面の圧力差から全揚程を求め比較した。締切点

での実測との比較は吐出し部の流量をゼロとし定格点と同

様に行った。

一方，開放点における比較は，ポンプ軸に実測の回転数

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　流れ解析モデル

図４　案内翼メッシュ図
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を与え，流入部と吐出し部の圧力差をゼロとしたときの流

量 Qによって行った。

定格点でのポンプ全体の流速ベクトルを図５に示す。

ここで得られた結果から流量係数φと圧力係数ψについ

て実測値と比較したものが図６である。全体的によく一致

している。なお，締切点および開放点での誤差が大きく見

えるが共に 10 ％以内である。

６.２ ポンプ効率

流れ解析ではポンプの効率を算出することができる。ポ

ンプの入力は羽根車を含めた回転部の壁面にかかる圧力と

流体の粘性から生じるせん断力および回転軸までの距離か

ら，各メッシュに働くモーメントを計算し合計して軸トル

クを求める。ポンプの出力は全揚程 Hと流量 Qにより求

められ，この入力と出力からポンプ効率が求められる。

本解析もこの手法にてクーラントポンプの効率計算を行っ

た。本解析により算出した効率と実測では誤差が数％とよ

く一致しており，本手法でポンプ効率の算定が可能と考え

る。

このモデルに対し効率改善を目的とし，形状変更のアイ

テムを抽出した。図７は流れ解析結果における定格点での

羽根車および案内翼付近を拡大した流速ベクトル図である。

羽根車によって外径側へ流出した流体の一部が案内翼へ向

かわず，羽根車の下側の空間に流れ渦となっている。また，

この空間を通り羽根車入口部のすきまを抜ける漏れが生じ

ている。渦および羽根車入口のすきまからの漏れは，ポン

プ特性および効率の大幅な低下につながる。そこで発生し

ている渦およびすきまからの漏れの低減を図り，羽根車出

口側に仕切板を取り付けた。

また，図８は流れ解析結果における定格点での二段目の

案内翼から吐出し口までの間を拡大した静圧のコンター図

である。流路の曲がり部（特に角部）において圧力が低下

している。したがって，この部分において損失が発生して

いると考えられるため，流路の形状を可能な限り変更した。

以上の改善案を盛り込んだモデルの流れ解析を行った結

果，改善前と比べ効率が約 3％向上した。

511（41）
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図５　解析結果
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図７　羽根車外径部の流速ベクトル図

図８　流路の静圧コンター図
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６.３ 流れの可視化実験

流れ解析によるクーラントポンプの H-Q曲線およびポ

ンプ効率などマクロ的な結果は実測とよく一致している。

そこで，さらに進めてポンプ内の細部の流れについて可視

化実験を行い，流れ解析の結果と比較した。可視化実験で

は PIV（Particle Image Velocimetry）による測定を行っ

た。可視化に用いた粒子は流体の比重に非常に近い有機高

分子体で粒径 50μmのものを用いた。なお，定格点にお

いて羽根車外径での周方向速度は約 17m/s である。

可視化実験は解析モデルと同様に羽根車および案内翼を

それぞれ二段としたモデルを製作し，二段目の羽根車およ

び案内翼の側面が可視化できるようにケーシングにアクリ

ル製の小窓を設けた。この小窓から羽根車および案内翼の

接線方向断面を可視化した。可視化測定位置を図９に示す。

YAGレーザからのパルス状光源を羽根車の外径に対し接

線方向に照射し，カメラはレーザ光と垂直になるように羽

根車の径方向に位置させて，レーザ光と同期させて撮影す

る。

可視化実験の結果による流速ベクトル図を図 に示す。

図 の中央には，羽根車から外径側へ流出して上部にある

案内翼へ向かう斜めの流れが確認できる。この案内翼へ向

かう斜めの流れは流れ解析の結果においても見られ，解析

精度の信頼性を裏づけるものである。

あとがき

クーラントポンプにおける三次元流れ解析技術に関して

紹介した。本稿では述べなかったが，別形式のクーラント

ポンプにおいて，流れ解析の結果を基に翼形状を変更して

効率改善を図り十分な結果が得られている。流体解析およ

び可視化などによる評価技術は流体機械の特性向上，電気

機器の通風・冷却の特性改善など機種を問わず多くの製品

に必要な技術である。今後とも流れ解析と評価技術の精度

向上を図り，さまざまな機器に対して活用していく所存で

ある。
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まえがき

製品開発におけるシミュレーション技術は，開発期間の

短縮化，性能や信頼性の向上，コストダウンに欠かせない

技術になってきている。特に，構造設計に対しては，強度，

振動，電磁力，熱，流れ，機構解析などの分野で日常的に

利用するようになってきた。しかし，実際の製品開発にお

いては，構造設計だけでなく，製造・加工法，すなわち作

り方が製品の性能やコストを決める重要な要因になってい

る。従来，このような，物作りに対しては，現場での経験

や勘，トライアンドエラーにより，最適な製造条件を決定

していた。

近年，コンピュータの飛躍的な性能向上や解析手法の多

様化とともに，製造・加工の分野でのシミュレーションの

適用が盛んに行われるようになってきた。このシミュレー

ション技術の実用化は，物作りに対して，単に，製造条件

の最適化だけではなく，製造過程に加わる製品へのダメー

ジや品質そのものの評価が実施でき，製品開発を行ううえ

では設計技術以上に重要な技術である。本稿では，各種製

造プロセスに関するシミュレーション技術と解析例につい

て紹介する。

パワーデバイス組立工程シミュレーション

パワーデバイスの小型化，大容量化は，ワイヤ破断や基

板割れ，はんだクラックなどの問題から，有限要素法

（FEM）を用いた強度解析によって構造設計をするのが一

般的となっている。

従来の構造設計は，完成状態の製品に対して，計算モデ

ルを作成し，ヒートサイクル，パワーサイクルに相当する

熱履歴を与えて，変形，応力を計算していた。

しかし，実際の製品では，製造工程中に発生するはんだ

接合や樹脂モールドの熱履歴により完成状態で相当な残留

応力が発生することや，工程の温度プロファイルで，基板

の反りが変化する。このため，製造工程を一貫して計算で

きるシミュレーション技術を開発した。

図１にモールド型 IGBT（Insulated Gate Bipolar Tran-

sistor）をモデルにした組立工程シミュレーションの概要

を示す。本手法では，製造プロセスに対応させて，FEM

モデルの要素を発生させることで，チップや銅ベースなど

の接合を再現する。このため，前工程で発生した残留応力，

変形を継続して，計算中に取り込むことができる。さらに，

はんだや樹脂のクリープ特性も考慮しているために，時間

依存を含む組立条件を再現することができる。

図２は組立後の基板の変形状態を実測と比較したもので

あるが，組立時の変形や，その後の変形状態も含めて再現

できていることが分かる。
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このシミュレーションは単に，製品の変形や残留応力，

製品寿命を精度よく予測するだけでなく，製造方法を検討

するうえで有効なツールとなっている。

図３は同一の構造の IGBTモジュールに対して，製造方

法を変えた場合に，反り変形がどのようになるかを計算し

た一例である。ケース 1，2はチップとリードフレームか

ら接合する場合，ケース 3はベースと基板から接合する場

合，ケース 4，5はリードフレーム，基板，ベースを先に

結合し，最後にチップを接合する場合を比較したものであ

る。同一の構造でも，チップ，リードフレーム，ベースな

どの順番の違いにより，これだけの変形の差が生じること

が事前に判明し，製造方法の選択や温度プロファイルの最

適化に活用している。

溶接接合シミュレーション

ガス溶接やアーク溶接は，広く普及している一般的な接

合方法である。しかし，溶接部材の厚肉化と薄肉化の両極

面で製造上のブレイクスルーが必要になってきている。厚

肉化に対しては，水車ランナの大容量化に伴う溶接ランナ

製造技術やロータの溶接補修技術などであり，薄肉化に関

しては，限界設計，コストダウンに伴う薄板溶接時の反り

の最小化などの問題である。

従来，これらの問題に対しては試作による溶接条件や溶

接手順の最適化を実施してきたが，コンピュータの計算速

度の向上や計算手法の開発により，このような溶接プロセ

スのシミュレーションが可能となってきた。

図４に溶接接合の解析手順を示す。

溶接接合をシミュレーションするには，まず最初に溶接

時に発生する温度分布を計算する。

計算は FEMを用いているが，通常の熱伝導解析と異な

るのは熱源が移動することや，金属が溶融する場合の潜熱

を考慮しなければいけないことである。

図５は T字継手における溶接過程の温度分布をシミュ

レーションしたものである。

図６に母材部で実測した温度と計算結果を示す。

上記の熱解析を計算した後，今度は，時間的な温度変化

のデータを基に，熱による膨張，収縮やCCT（Continuous

Cooling Transformation），TTT（Time Temperature

Transformation）カーブを基にした相変態などの金属学

的な物性の変化を計算する。溶接接合のシミュレーション

では，上記の計算を溶接過程全体に対して，微小時間のス

テップで計算していく。

図７に溶接後の変形状態の実測と計算の比較を示す。

このように溶接後の変形や残留応力の予測，さらには熱
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図５　溶接過程の温度分布シミュレーション結果
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処理後の金属学的特性の予測などにも利用できる。

また，溶接手順の最適化や変形や焼割れをなくすための

保温，冷却治具を設計する場合に対しても有効なツールと

なる可能性がある。

樹脂成形シミュレーション

プラスチックの流動解析は製品設計段階で成形時の不良

を予測できることから，試作段階での金型修正や製品設計

見直しなどの繰返しロスを低減し，開発期間短縮やコスト

低減に大きな成果をあげている。しかも，今までの解析用

のモデル形状は薄板を組み立て，板厚を定義することで疑

似三次元化していたが，近年は，ソフトウェアの進展，コ

ンピュータの性能向上により完全な三次元化が可能になり，

三次元 CAD図をそのまま，解析モデルとして使用できる

ようになってきた。このことは，今までのモデル作成時間

がなくなることによる大幅な期間短縮とシミュレーション

精度の向上（形状に起因する誤差の減少）が期待できる。

流動解析によって得られる情報としては，成形時の樹脂

温度分布，成形圧力分布，繊維配向，ウエルドライン位置，

反り，変形量などがあり，これらの結果を基に製品形状や

金型形状の最適化を図ることができる。

図８は感光ドラムのプラスチック化を目的として，樹脂

流動解析を適用した一例である。

感光ドラムには，反りのない素管成形が求められている

が，ゲート位置・形状が反りの原因となり，成形時の樹脂

の温度分布にどのように影響するかをシミュレーションに

より検討した。

図８の例では，同一のゲート位置でもゲートの厚みを変

えるだけで，樹脂の温度分布が流入口と反対側で逆になっ

ていることを示し，ゲート厚みと樹脂温度は非常に関連し，

反り発生の原因になっていることが判明した。

このような解析結果を基に，ゲート位置や形状，金型構

造，成形条件を最適化することで，反り量 20μm以下を

達成することができた。

図９は配線用遮断器の成形部品への適用例を示したもの

である。ここでは，シミュレーション上でゲート位置の最

適化を行い，この結果を基に金型を製作した。

実際に成形した製品の反りを測定した結果，図 に示す

ようにシミュレーションと実測値は，ほぼ同一であること

が確認できた。

以上のように，樹脂成形シミュレーションは開発品の型

製作前の事前検証ツールとして非常に有効に活用できる。

今後はインサート品による内部ひずみの反りや変形への

１０
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図７　溶接後の変形比較

図９　遮断器用部品の計算モデル

図８　感光ドラムへの流動解析適用事例
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影響，およびプラスチックを製品に適用するうえで重要と

なる信頼性評価（ヒートサイクル，高温放置など）の影響

が予測できるようにしていきたいと考えている。

プレス加工シミュレーション

量産性に優れたプレス加工は，その要求精度も高まり，

製品の重要な構造・強度部品として利用するようになって

いる。このようなプレス部品の高精度化は金型設計におい

て，開発・試作期間の長期化，金型修正の増加という問題

が発生しており，事前検討の重要性が指摘されてきている。

プレス加工（塑性加工）のシミュレーション技術は，

FEMをベースに接触問題や弾塑性，大変形問題などを考

慮した高度な手法を取り入れた解析である。コンピュータ

の処理能力の向上とともに，安定して解を収束させるアル

ゴリズムの開発や動的陽解法の利用などにより，実用的に

計算できる段階となってきた。

図 は凸型のプレス成形品が，強度部材として，どの程

度の座屈強度を持つかをシミュレーションしたものである。

シミュレーションでは，プレス工程中における部材の応力

を計算することができるために，凸部の高さがどの程度ま

で許容できるかも予測できる。さらに，プレス加工で曲げ

た凸部をシミュレーション上で押し付けることで，凸部の

座屈強度を計算することができる。

図 はタイプの違いによる座屈強度を比較したものであ

る。このように，現在では，プレス加工品のスプリングバッ

クを含めた変形や強度を短時間に確実に予測できるように

なってきている。

量産品となるプレス加工品では，どのような要因が品質

に影響するかが重要な問題になる。実験や試作試験では，

個々の要因を確実に分離することはできないが，シミュレー

ションは，材料の寸法や物性，プレス機械の下死点や荷重，

プレス型の寸法などに対して，個々の要因を分離して計算

することができるために，どの要因のばらつきが，どの程

度，製品の品質に影響を与えるかを事前に評価することが

できるという利点がある。

あとがき

シミュレーション技術は，あくまでも現実をいかにまね

る（シミュレート）ことができるかであり，実際の製造プ

ロセスでは，当初，考えもしない要因が製造条件に影響を

与えていることがある。この要因はシミュレーション結果

との差になるが，この差を解析することで，製造条件を左

右する重要なパラメータを見つけ出す手がかりにもなって

いる。

現在，シミュレーションが可能な製造プロセスは，無数

にある製造手法の一部分にすぎないが，このようなシミュ

レーション技術を確立していくことは，物作りのプロセス

を理解する絶好のチャンスであると考える。
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まえがき

富士電機は電磁開閉器のトップメーカーとして，1954年

の発売以来，社会的ニーズの変化に対応した革新的製品を

送り出してきた。1998年10月には累計生産台数 2億台を突

破し，1999年は中・大容量電磁開閉器「NEO SC シリー

ズ」を開発した。今回の開発では，より高い信頼性と高度

な性能・機能が要求され，製品開発における限界設計が必

要とされた。そこで，コンピュータを最大限に利用する，

CAEによるシミュレーションを設計に活用した。

本稿では，電磁開閉器の新シリーズを開発するにあたり，

最適設計のためのコンピュータシミュレーション技術の活

用事例を紹介する。

電磁開閉器とシミュレーション技術

２.１ 構成と動作原理

電磁開閉器は，主に電動機の始動・停止に用いられるほ

か，コンデンサの開閉，抵抗制御などその用途はきわめて

広い。一般に電磁開閉器は，回路を開閉する電磁接触器と

電動機の過負荷保護のためのサーマルリレーとの組合せで

構成される。

図１に電磁接触器の構成を示す。電磁接触器は，可動接

触子，固定接触子，可動接触子を保持する接触子支え，接

触子支えを駆動する可動鉄心，可動鉄心を吸引する固定鉄

心（励磁コイルとペアで電磁石となる），これらを収納し

ているケースから構成される。

図２にサーマルリレーの構成を示す。サーマルリレーは，

通電電流による発熱でバイメタルを湾曲させる加熱部と，

バイメタルの湾曲変位量が規定値を超えた際に補助接点を

動作させる操作部とに大別される。操作部は，接点反転機

構，電流調整用リンク機構などで構成される。

２.２ 技術課題とシミュレーション技術

電磁開閉器に要求される主な性能として，①小型・軽量

化，②省エネルギー化，③長寿命化，がある。図３にこれ

電磁開閉器におけるシミュレーション技術
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図１　電磁接触器の構成
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図２　サーマルリレーの構成
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らの要求性能に対する技術課題と，課題を解決するための

シミュレーション技術を示す。

シミュレーションの種類は，機構部品の強度設計のため

の応力解析を中心とする構造解析，電磁石の最適設計や接

点のアーク駆動のための磁界解析，リンク機構や接点バウ

ンスの挙動を可視化する機構解析，サーマルリレーのヒー

タ部など熱設計のための熱伝導解析に分類される。

解析は，汎用の市販 FEM（有限要素法）プログラムや

専用に開発した解析プログラムを利用している。また，解

析に必要な形状のモデリングは，設計時に CADで作成し

た形状モデル（二次元・三次元データ）を，中間データ形

式に変換して，解析プログラムへ入力している。

シミュレーション事例

ここでは主要な解析技術である，構造，磁界，機構解析

について，シミュレーション事例を述べる。

３.１ 構造解析

電磁開閉器は，短時間に接点の開閉動作を行う一方で，

機械的寿命は 1,000 万回以上と高い信頼性が要求される。

開閉動作について着目すれば，投入時には固定鉄心と可動

鉄心が吸引し，相互に衝突して大きな衝撃力が発生し周囲

の部品が破損するおそれがある。すなわち，電磁接触器の

機械的寿命の向上には，衝突の際に発生する衝撃力の低減

と，各部品の強度アップが設計のポイントとなる。

解析の一例として，投入時に最も衝撃力の影響を受ける

接触子支えの応力解析について述べる。接触子支えは可動

接触子の保持，電磁石開閉動作の伝達，付属品との接続・

連動などの機能を保有する。そこで，構造的な強度と射出

成形時の成形性の，両者を兼ね備えた形状になるように十

分な検討が必要である。

図４に解析で得られた接触子支えの応力分布を示す。こ

の解析は，接点投入時に接触子支えに発生する衝撃加速度

を実測し，その加速度を一定荷重として接触子支え全体に

与え，衝撃応力を静的な解析から求めたものである。解析

モデルは対称性を考慮して実物の 1/2 としている。代表的

な応力集中部 a点，b点の応力値は，投入時に接触子支え

に発生した衝撃応力の実測値とほぼ一致している。

このように，衝撃で発生した加速度をモデル全体に静荷

重として与える解析は，比較的簡単に応力集中部を見いだ

すことができる。さらに，細部にわたり衝撃応力を解析す

るには，構造物が持つ固有振動を考慮した動的な応力解析

が必要となる。

図５は，接触子支えの固有値解析結果である。周波数に

応じた固有振動の変形モードが存在している。図中 Y軸

が開閉動作方向なので，実際に励起される振動は三次モー

ドの固有振動である。振動モードを分析してみると全体の

曲げ振動に c部の局所的な曲げ振動が加わった複雑な振動

であることが分かった。そこで，衝撃加速度をステップ波

形に近似して接触子支え全体に動的荷重として与え，応力

の時刻歴応答を解析した。その結果，c部の応力値は前述

の静的な応答解析に比べ高精度に解析でき，ほぼ実測と同

等の値となった。

以上のように，実際の稼動条件に対応した荷重を与える

構造解析で，動作中に発生する正確な応力を把握できる。

解析で得られた応力値，環境条件などのマージン，材料の

SN曲線など，これらのデータから疲労寿命を予測した信
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図４　接触子支えの応力分布

応力値の比較（単位：MPa） 
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図５　接触子支えの固有値解析結果
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a

b



電磁開閉器におけるシミュレーション技術

頼性の高い強度設計ができる。

３.２ 磁界解析

一般に電磁接触器は，交流操作形と直流操作形とに分類

されるが，ここでは標準的な交流操作形で使用される電磁

石の磁界解析について述べる。

開閉動作の駆動源となる交流電磁石は，交番磁束による

磁気回路中の鉄損を少なくするため，磁路を形成する電磁

鉄心はケイ素鋼板を積層している。また，交流電磁石の吸

引力は，交番磁束の影響で電源周波数の 2倍の周波数で変

動する。そこで，うなりなどの騒音を防止する目的で，磁

極面にくま取りコイルを取り付け吸引力を平滑化している。

以上のことから交流電磁石では，電圧条件，鉄心材料，

開閉時負荷特性などを考慮に入れた，電磁鉄心・くま取り

コイルの形状，励磁コイルの巻線などの最適設計が重要と

なる。電磁石の設計は，以前は電気回路に対応させて磁路

の形状から各部の磁気抵抗を計算し，発生する磁束を計算

して吸引力を求めていた。最近のコンピュータの飛躍的な

性能向上，解析技術の進歩により，現在は，FEMによる

磁界解析を駆使した電磁石の最適設計を行っている。特に

三次元磁界解析を適用することで，渦電流の影響が無視で

きない交流電磁石の磁束分布，磁束の流れ，吸引特性など

が計算可能となった。

解析結果の一例として，図６に開発した電磁石の磁束密

度の分布を示す。この解析では，磁路各部の断面積，磁束

経路に影響のないリベット位置，くま取りコイルの形状な

どを最適化したものである。また，交流電磁石では，電源

投入のタイミングによって接点の投入速度は大きく変動す

る。そこで，投入電圧の位相を変化させて可動鉄心の速度

を解析する必要がある。

図７は，前述の解析モデルを応用して，電磁石の開状態

から閉状態までの動きを，投入位相 0度と60度について計

算した結果である。この解析は，電磁石の解析モデルに電

磁接触器の負荷特性を取り入れて，吸引動作時の運動方程

式から可動鉄心の位置・速度を計算している。投入位相に

対応して可動鉄心の速度は変動し，そのまま可動接触子の

速度変化となり接点バウンスに影響を及ぼす。

以上のように，電磁接触器の動作特性に対応した電磁石

の吸引特性を解析することで，後述する接点バウンス解析

と連成させて電磁接触器の一連の挙動解析が可能となる。

３.３ 機構解析

サーマルリレーのリンク機構解析

サーマルリレーの操作部は，バイメタルの湾曲変位量を

入力として補助接点を切り換える反転機構と，電流調節用

リンク機構など多くの機能が搭載されている。一方，組み

合わされる電磁接触器の小型化に対応して，各機構部品を

最適に配置し操作部の幅寸法を小さくする必要がある。従

来の設計では，CAD上で各部品の軌跡シミュレーション

を行い，部品の位置と角度を求め，部品間の接触力を机上

計算し部品の配置と負荷特性を求めていた。

今回は，操作部の各部品の運動解析モデルを作成して機

構解析を行い，部品の適切な配置と接点負荷との整合を図っ

た。図８に操作部の機構解析の結果を示す。この例では，

補助接点の反転動作を機構解析でシミュレーションして，

操作力と接点接触力の関係を求めたものである。解析は，

操作部の運動が平面上に限定されることから二次元モデル

で行っている。

このように，機構解析を設計時に適用することで，機構

の動的な挙動が可視化でき，任意の部品の位置や荷重を計

算できる。機構解析と CADとの連携でさまざまな条件の

設計案を試作前に動作シミュレーションできる。

接点バウンス解析

主接点の長寿命化のためには，接点消耗量を少なくする

必要がある。この接点消耗は，電流の開閉時における接触

子同士の間欠的衝突，すなわち接点バウンスに起因したアー

ク現象が主要因である。接点バウンスが大きいと，そのバ

（2）

（1）
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図６　磁束密度の分布
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図７　投入位相と可動鉄心の速度



電磁開閉器におけるシミュレーション技術

ウンス時間だけ始動電流を開閉するため接点消耗量が多く

なり，接点寿命が短くなる。

接点バウンスの検討は，従来，簡単なモデルに置き換え

て運動方程式を導き机上計算していた。計算で得られた結

果とレーザ変位計や高速ビデオカメラで実測したバウンス

波形とを整合し設計に反映していた。

今回は，前述した機構解析の応用として電磁接触器の全

体構造を考慮した「バウンスシミュレーション技術」を開

発して接点バウンスの低減を追及した。バウンス解析を行

うためには，機構部品ごとの剛性を考慮したうえでそれら

の衝突を解析する非線形運動解析と，前述の磁界解析の双

方を同時に行う連成振動解析が必要である。磁界解析では，

鉄心間の空げきや印加電圧，逆起電圧，時定数に伴って逐

次変化する電磁力の過渡特性を計算している。

図９に開発したバウンスシミュレーションの三次元モデ

ルを示す。個々の部品は三次元 CADから形状データを読

み込み，質量，摩擦係数，反発係数などの物性情報を設定

してモデル化している。

図 に可動接触子と可動鉄心の応答波形実測値と解析結

果を示す。この例では，電源投入から接点バウンスまでの

可動接触子と可動鉄心の速度波形を出力しているが，実測

と解析結果は誤差数％で一致している。

このシミュレーション技術を活用して各部品の感度解析

を行い，接触子や鉄心，ばねの特性，材料特性のほか，接

触子圧力など接点バウンスにかかわる部品の最適化設計が

可能となった。

あとがき

CAEによるシミュレーション技術は，製品の信頼性向

上，開発期間の短縮などの効果を発揮している。本稿では，

電磁開閉器の開発において，シミュレーション技術の活用

例として，構造解析，磁界解析，機構運動解析の事例を紹

介した。

電磁開閉器には，ますます高性能化の要求が高まってき

ており，コンピュータシミュレーションによる最適設計は

不可欠である。今後は，設計者だれもが自ら CAEを活用

できる設計環境の構築と，より高度なシミュレーション技

術の確立をめざしていく所存である。
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図９　バウンスシミュレーションの三次元モデル
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超音波応用機器は，人体に無害，非破壊検査が可能，信

号処理回路の単純化が可能などの特長を持ち，さまざまな

分野で用いられている。富士電機においても液体用超音波

流量計，超音波スイッチなどのセンサ用途を中心に超音波

応用機器の生産を行っている。

超音波は機械的振動により発生する音と見なすことがで

きる。超音波による機械的振動は高周波であるため，振幅

が小さく，定量化が困難である。そこで，超音波トランス

デューサの超音波による音圧分布を予測し，最適化設計を

行うための基礎技術を確立した。

超音波トランスデューサの振動解析

目標となる音圧を得るためには，超音波を発信する超音

波トランスデューサの材料特性，形状から必要となる共振

周波数，変位速度を定量的に解析する必要がある。このた

めの方法として，有限要素法を用いたシミュレーション手

法を開発した。以下に計算手法と解析事例を紹介する。

２.１ 超音波トランスデューサのモデリング

超音波トランスデューサはさまざまな振動モードを用い

て超音波を発する。一般に，超音波トランスデューサは，

圧電素子材料の機械的特性，電気的特性およびその形状か

ら単純な集中定数系の等価回路を用いて表すことができる。

しかしながら，厳密には，圧電素子は厚み方向と同時に径

方向などにも振動し，形状によっては，その影響を無視で

きない場合がある。したがって，おのおのの振動方向につ

いて考慮できる分布定数系モデルとして，軸対称有限要素

法によるモデリングを行う。厚み方向の振動モードを利用

する円柱状の圧電素子を対象として，音圧分布を算出する

ために必要なトランスデューサの共振周波数，および振動

面の振動速度を算出する。

２.２ 超音波トランスデューサの解析

２.２.１ 超音波トランスデューサの共振周波数解析

図１は，圧電素子の厚み方向の振動モードを利用する超

音波トランスデューサの構成について示した図である。以

下にこのトランスデューサの形状および材料特性を示す。

トランスデューサ振動面径：φ10mm

トランスデューサ長さ：14.7mm

厚み方向比誘電率：1,850

径方向等価圧電定数：－185 × 10－12 m/V

厚み方向等価圧電定数：435 × 10－12 m/V

弾性定数：5.1 × 10－10N/m2

音波伝搬媒質：空気

超音波トランスデューサの解析においては，圧電素子の

機械的振動と同時に，逆圧電効果による応力を考慮する必

要がある。

圧電解析における有限要素モデルにおいて細分割された

おのおのの領域は，質量ーばねー減衰要素からなる機械的

モデルとして見なすことができ，機械的なモデルに逆圧電

効果により発生する力が働くよう考慮されているもので，

静的および動的な変形を算出することができる。機械的な

共振現象を起こす周波数においては，電流が大きく流れる。

有限要素法によるシミュレーションでも同様に，電極間

に正弦状の電圧を与え，その周波数を走査すると共振点に

おいて電流が大きく流れる現象を確認することができる。

図２は，横軸に圧電素子に印加する電圧を一定とした場

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（1）
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整合層 

ケース 

リード 

圧電素子 

図１　超音波トランスデューサの構成
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合の正弦電圧の周波数とそのときに電極間に流れる電流と

の関係を示す。この結果から，対象とした圧電素子は，85.3

kHz の共振周波数を有することが判明した。

２.２.２ 超音波トランスデューサの時刻歴応答解析

共振周波数を求めた超音波トランスデューサをパルス駆

動した場合の振幅量を求める。一般に，厚み方向の振動モー

ドを持つ超音波トランスデューサの変位量は，形状および

圧電定数と電極に印加される電圧から静的な変位量を求め

ることができる。しかしながら，実際には，逆圧電効果に

より圧電素子に加わる力を受けて，圧電素子はその機械的

な性質に従って運動するため，電圧印加時の過渡応答特性

により振幅量は決定される。

また，圧電素子の固有音響インピーダンスは高く，気体

を媒質として音波を伝搬する場合には，気体の固有音響イ

ンピーダンスは低いため，音波が伝搬しづらくなる。この

ために整合層と呼ばれる圧電素子と気体の中間の固有音響

インピーダンスを持つ樹脂などからなる物を圧電素子と気

体との間に配置することが多い。実際に媒質に加わる圧力

は，整合層の変位速度により決定されるため，圧電素子と

整合層の固有振動数を等しくする設計を行う必要がある。

圧電素子の共振周波数と整合層の共振周波数がずれた場合

には，超音波トランスデューサは 2自由度の振動系となる

ため，十分な振幅が得られず，また，波形も 1周期ごとの

再現性が損なわれる結果となる。シミュレーションを行っ

た結果，整合層はその厚みが波長の 1/4 のときに振動面の

最大振幅が得られることが分かった。

図３は，圧電素子に常時は 3.6kVの電圧を印加し，5.6μs

の間，0Vとし，その後に再び 3.6 kV の電圧を印加した場

合の整合層の振動面での変位量をシミュレーションにより

求めたものである。このモデルでは，減衰については分布

を考慮せず，一様に作用すると仮定した。

この変位量から求めた変位速度は 0.63m/s となり，実

測結果 0.56m/s とよく一致した。トランスデューサの振

動面の変位速度は，レーザドップラー式変位速度計を用い

て測定した。

音圧分布の解析

超音波トランスデューサから発する超音波が媒質中をど

のように伝搬していくかを解析し，先に求めた受信特性か

ら必要な感度を求めることは，超音波応用機器の設計にお

いて重要なことである。超音波の媒質中での伝搬は，先に

求めた超音波トランスデューサの共振周波数，および振動

面の変位速度から，ダランベールの波動方程式を用いて求

めることができる。そこで，振動面を微小面に分割，離散

化して，音圧分布を求める手法を開発した。

以下にモデリング手法と解析事例を紹介する。

３.１ モデリング

３.１.１ モデルの構成

計算を単純化するために，対象となる音波を発信する超

音波トランスデューサには，下記の仮定を設定する。

トランスデューサの振動面は，正弦波で駆動している。

トランスデューサ振動面の変位速度は，一様である。

上記の仮定の下では，図４に示すようにトランスデュー

サの振動面を小さな領域に分割すると，各微小領域から出

る音波は，球面波と仮定することができる。したがって，

媒質中の任意の一点で受け止められる信号は，図５に示す

ように，おのおのの微小領域からの距離が異なるために，

位相の異なる球面波の合成和として算出することができる。

３.２ シミュレーション事例

３.２.１ 単一のトランスデューサからの超音波伝搬

一般に，超音波を応用した機器を開発する場合には，用

途に応じて指向性の仕様が決まる。先に示した波動方程式

から，任意の位置における音圧を算出することができるた

めに，振動面から一定の距離におけるおのおのの角度ごと

（2）

（1）
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図２　周波数-電流特性シミュレーション結果
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図３　時刻歴応答シミュレーション結果
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の音圧を算出し，最大音圧で正規化することにより，指向

性を算出することができる。

先に設計した超音波トランスデューサについて，その発

信器からの超音波の音圧分布について求めた。計算結果と

して得た音圧の半減角15度に対して，超音波マイクロホン

を用いて測定した評価結果は，同様の値が得られ，指向性

について簡便な方法で算出することができた。指向性のシ

ミュレーション結果と実測結果について比較したものを図

６に示す。

一方，音波が媒質中を伝搬する場合には，振動面の微小

領域から出る球面波はその距離に応じて減衰する。また，

媒質中における粘性減衰は，発信する超音波トランスデュー

サと観測点の間の距離，超音波トランスデューサの周波数

の二乗および温度から決定される。図７は，超音波トラン

スデューサについて，距離が 10mm離れた観測点での音

圧に対して距離の離れた場所での観測音圧を正規化して示

したもので，シミュレーション結果と実測結果は，比較的

一致する結果を得ることができた。

３.２.２ 超音波アレイトランスデューサによる超音波の伝搬

センサとして超音波トランスデューサを用いる場合には，

指向性の鋭い音波を用いて，特定場所の特性が得られるよ

うにすることがある。超音波トランスデューサで指向性の

鋭い音波ビームを得るには，超音波振動子の径を大きくす

ることにより達成できるが，超音波の振動面が固定されて

いる場合には，特定の位置にしか収束できない。また，必

要な音圧を確保したうえで音波を集束するには，大口径の

圧電素子が必要となり，圧電素子の製作が難しくなる問題

がある。

このような問題に対して，超音波アレイトランスデュー

サを用いて，おのおのの振動子の励振タイミングを位相制

御すると，任意の位置に超音波ビームを収束できるように

なり，装置として広範囲でしかも高分解能の性能向上が期

待できる。この超音波アレイトランスデューサから得られ

る音圧分布を求めるには，図８に示すように超音波振動子

を微小振動要素から構成し，おのおのの微小振動要素から

の球面波により得られる音圧を加算して，任意の観測点に

おける音圧波形を求めることができる。

図９は，特定の位置に焦点が合うように，位相を制御し

た場合の音圧分布について示したものである。また，送信

ごとに焦点位置を深さ方向にずらしながら，音波を収束さ

せるダイナミックフォーカス手法を用いると，等価音圧は
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図５　音圧分布算出フロー
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図６　トランスデューサの指向性

正
規
化
音
圧
 

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 10 20 30 40 50 60

距　離（mm） 

：実測結果 
：シミュレーション結果 
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図８　超音波アレイトランスデューサの音圧分布解析手法
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図 に示すようになり，広範囲で鋭い音波ビームが得られ

るようになる。

また，焦点位置を水平方向にも移動するように制御すれ

ば，二次元的に高分解能な画像を得ることができる。

あとがき

超音波トランスデューサについて振動・音圧分布解析を

実施し，以下の結論を得た。

圧電素子を用いた超音波トランスデューサの有限要素

法を用いたシミュレーション手法を開発し，実測と良好

に一致することを確認した。

ダランベールの波動方程式を用いた音圧分布のシミュ

レーション手法を開発し，実測と良好に一致することを

確認した。

複数のトランスデューサをアレイ状に配置したときの

音波の焦点制御方法を提案し，シミュレーションで確認

した。

今後は，上述した結果を基に，高度な機能を有する超音

波応用機器の開発に努めるとともに，流速を考慮した音波

の伝搬解析などより高度な技術を構築していく所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3066754
谷津　　誠
浅井　　至
岡村　幸一

ゲート駆動回路

3067256 伊藤　　肇自動ロッカー制御装置

3067374
坂口　豊重
津田　孝一
向江　和郎

電圧非直線抵抗体

3067389 角田　春生モジュール化 IGBTのゲート駆動方
法

3067428 岩井　弘美
高尾　宣行直流遮断器の異常監視装置

3067448 宮坂　忠志半導体装置

3067454 坂本　雅司パチンコ玉計数機，台間玉貸機及び
これらを有するパチンコ玉装置

3067681
田島　宏一
海田　英俊
鉄谷　裕司

石井　新一

交流電動機の可変速制御装置

3067687 IGBT駆動回路

佐々木敏明

長友　宏憲

3069714 水素化非晶質シリコン成膜装置

橋本　忠雄
北出雄二郎3070229 遠隔操作式回路遮断器

上林　浩志3070284 集積回路装置用回路要素の作り込み
方法

藤掛　伸二3070309 薄膜太陽電池の製造方法

湯原　忠徳
北村　和明3070338 差圧検出装置

寺沢　徳保3070360 ダブルゲート型半導体装置の制御装
置

松本　　康
海田　英俊
河野　正志

3070391 誘導電動機のベクトル制御装置

加藤　和之3071202 半導体圧力センサの増幅補償回路

大内　　崇3071207 燃料電池発電装置

大宮喜一郎
今井　　進3070310 電気機器のリードクランプ

市原　孝男3070314 インバータの出力電圧補償回路

米澤　裕之3070318 交流電動機の加速・減速制御方法

西尾　三男3070335 磁気近接スイッチ

前田政一郎
中山　伸一
岩本　昌三

3070291 自動販売機の冷却装置

3070172 複数高の接客部付自動販売機

3071210 渡辺　哲仁タスク管理制御方式

3071321 山本　　修
大賀　俊輔りん酸型燃料電池発電装置

3071327 小林　義治燃料電池発電システムのりん酸捕集
装置

3072661 大熊　康浩
清水　敏久

交流直流変換装置

3072671 林　　英雄
中塚　隆光

回路遮断器

3072683 郡山　哲雄
須永　三夫

電気接触子

3072684 古賀　恒治自動販売機のまとめ買い制御装置

3074736 重兼　寿夫半導体装置

3074739 平林　　智交流電圧のサイクル制御方法

3074922
小松　　薫
野口　信和
高橋　　透

押しボタンスイッチ

3074957
宮本　昌広
森田　　公
彦坂　知行

プラズマ溶射装置および方法

3074976 宮尾　哲也
槙田　幸雄自動販売機の盗難防止装置

3074998 森本　昭則屋外形配電盤の扉取付装置

3075007

桜井　建弥
大月　正人
寺沢　徳保
宮坂　忠志
西浦　　彰
西浦　真治

スイッチング装置及びダブルゲート
型半導体装置の制御装置

3075024 松崎　一夫電磁波駆動型スイッチ

3075070
河田　泰之
市村　剛重
津田　孝一

一酸化炭素ガスセンサ

3075075

松本　　康
海田　英俊
河野　正志
西郷　宏治

ベクトル制御装置の磁束制御方法

3075489 椎原　　豊アナログデータ送信装置

3075646 川口　公二
渡辺　哲仁タスク起動方式

3074908 斎藤　　明薄膜形磁気誘導装置

3072690 田中　幸治燃料交換機のパンタグラフ機構の強
制折畳み装置

3072691 上田　厚嗣燃料交換機の燃料収納筒直立装置
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電子カンパニー

流通機器システムカンパニー

電機システムカンパニー
水処理システム，情報・通信・制御システム，計測システム，電力システム，FA・物流システム，環境装置・システム，

電動力応用システム，産業用電源システム，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，UPS，ミ

ニUPS，変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，放射線機器，電力量計，省エネルギーシステム，新エネルギー

システム

機器・制御カンパニー

PLC，POD，操作表示機器，FAセンサなどの FA制御機器，開閉機器，高低圧受配電機器，電力制御機器，モールド変

圧器，ガス関連機器，インバータ，サーボシステム，回転機，回転機応用機器，上記構成の小システム

MOSFET，パワートランジスタ，スマートパワーデバイス，IGBTモジュール，整流ダイオード，電源用パワー IC，高耐

圧 IC，オートフォーカス用 IC，圧力センサ，加速度センサ，ハイブリッド IC，磁気記録媒体，感光体およびその周辺装置

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショーケー

ス，ホテルベンダシステム，カードシステム



製品の開発・設計・製造プロセス制御を進めるために，分析装置

やシミュレーション手法を効果的に駆使することの重要性が増して

いる。いずれの技術においても，製品の開発推進をはじめ，製造工

程で発生する問題の解決，不具合品の故障解析などの要求に対応す

る態勢を強化してきている。分析・解析技術の取組みおよびシミュ

レーション技術の取組みについて概要を紹介する。

富士電機の解析・評価技術への取組み

古庄　　昇 松尾 信一郎

富士時報 Vol.73 No.9 p.473-475（2000）

半導体デバイス技術の高度化に伴い，界面の微小領域における材

料の構造・組成がデバイス特性を左右し，製品の性能に大きな影響

を与えている。本稿では，半導体デバイスの研究開発や品質管理に

不可欠な評価技術となっている透過形電子顕微鏡によるナノオーダー

の空間分解能での構造解析・組成分析技術と，二次イオン質量分析

法による超高感度分析技術について紹介する。

半導体界面の評価技術

河島　朋之

富士時報 Vol.73 No.9 p.476-479（2000）

磁気ディスク媒体の研究開発において，分析・解析技術は必要不

可欠となっている。本稿では，次に記す磁気ディスク媒体表面の評

価技術について紹介する。

表面液体潤滑剤の独自高分解能観察手法

カーボン保護層膜厚の測定手法

マイクロコロージョンの定量評価手法について，膜厚および

カーボン膜質による差

強化ガラス基板のアルカリ成分の深さ方向プロファイル分析（4）

（3）

（2）

（1）

磁気ディスク媒体表面の評価技術

折笠　　仁 熊谷　明恭

富士時報 Vol.73 No.9 p.480-483（2000）

近年，外因性内分泌かく乱物質（環境ホルモン），ダイオキシン，

病原性原虫，O-157 など新たな水環境汚染が懸念されている。富士

電機はこれらの有害物質の処理技術に力を注ぐと同時に，モニタリ

ングや評価技術についても最新の技術開発を行っている。本稿では

機器分析やバイオアッセイによる環境ホルモンや微量毒性物質の検

出・分析技術，クリプトスポリジウムや大腸菌など病原性生物の独

自の定量技術について述べる。

水環境汚染の評価技術

大戸 時喜雄 田中　良春 本山　信行

富士時報 Vol.73 No.9 p.484-487（2000）

現在，半導体製品において，スズと鉛が主成分のはんだが広く用

いられている。しかし，鉛の人体への影響，環境問題から，はんだ

の鉛フリー化が急務となっている。本研究では，最も有望な鉛フリー

はんだ材料の一つであるスズ銀系はんだ材料の接合性，信頼性を向

上させることを目的とし，添加元素の検討を行ってきた。本稿では，

代表的な鉛フリーはんだスズ銀系およびスズ鉛入り共晶はんだを中

心に，はんだ材料の力学的評価，接合性評価，ミクロ組織，ガス分

析などについて調べた結果を紹介する。

鉛フリーはんだ材料における評価技術

山下　満男 塩川　国夫 植田　　厚

富士時報 Vol.73 No.9 p.488-492（2000）

世界一の大型放射光施設 SPring-8 に，産業界13社で，材料解析

用の産業用専用ビームライン 2本を設計・建設し，1999年10月から

各社利用を開始した。富士電機は，磁気記録媒体の Co系磁性層に

ついて，高感度の X線面内回折データを取得し，積層欠陥の存在

を示唆する結果を得た。燃料電池用 Pt 触媒のXAFS測定の結果，

Pt 微粒子表面の酸化が示唆された。媒体用DLC膜のX線反射率か

らは，成膜法によるDLC膜密度の差が示唆された。

放射光（SPring-8）利用による材料解析技術

大沢　通夫 広瀬　隆之 奥田　修弘

富士時報 Vol.73 No.9 p.493-496（2000）

環境問題への関心が高まるなかで，クリーンエネルギーとしての

地熱発電の重要性が世界的に再認識されている。地熱流体中には強

い腐食作用をもつ不純物が多量に含まれているため，地熱タービン

の設計においては腐食にまつわる問題，特に応力腐食割れや腐食疲

労に対する配慮が非常に重要である。過酷な腐食環境で使用される

地熱タービンの応力解析および評価技術について概説する。

地熱タービンにおける解析・評価技術

酒井　吉弘 山下　満男 坂田　昌良

富士時報 Vol.73 No.9 p.497-500（2000）

近年，電子機器は高速・低電圧化および高密度実装化が進んでお

り，電磁放射ノイズ（EMI）の増大やノイズ耐力の低下を招いてい

る。また，携帯電話機の電磁波によるペースメーカの誤動作など，

間接的な人体への影響が考えられ，その対策技術が要求されている。

しかし，従来の対策技術は，経験によるところが大きく，数値化さ

れることが少ない。そこで，EMC対策技術の一つとして，EMI シ

ミュレーション技術に着目し，その有効性の検証および開発・設計

段階での適用展開を行っている。本稿では，その事例を紹介する。

電磁放射ノイズの解析・評価技術

外薗　洋昭 大原　浩一

富士時報 Vol.73 No.9 p.501-504（2000）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

With advances in semiconductor device technology, material struc-

ture and composition in a micro region in the semiconductor interface

have a great influence on the device characteristics as well as product per-

formances.  This paper describes structure and composition analysis tech-

nology with a nanometer-level spatial resolution using a transmission

electron microscope, indispensable evaluation technology to the research,

development, and quality control of semiconductor devices, and super-

high-sensitivity analysis technology using a secondary ion mass analyzer.

Interface Analysis for Semiconductor Devices

Tomoyuki Kawashima

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.476-479  (2000)

To expedite product development, design, and manufacturing

processes, the effective use of analytical instruments and simulation tech-

niques has become more important.  In both technologies, Fuji Electric

has so far made its preparations to solve problems in product develop-

ment, manufacturing processes, and fault analyses.  This paper outlines

our activities in analysis technology and these in simulation technology.

Fuji Electric’s Analysis and Simulation Technology

Noboru Furusho Shinichiro Matsuo

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.473-475  (2000)

Recently, we have had fear of water environment pollution such as

environmental endocrine disruptors (environmental hormone), dioxin,

pathogenic protozoa and O-157.  Fuji Electric has tackled the treatment

technology of these harmful substances, and also has achieved the latest

technical development in the monitoring and analysis technology.  This

paper describes the detection and analysis technology for environmental

hormone and toxicants in extremely small quantities through instrumental

analysis and bioassay, and our original method for quantitatively deter-

mining pathogenic organisms such as Cryptosporid-ium and Escherichia

coli.

Analysis Technology of Water Environment Pollution

Tokio Ohto Yoshiharu Tanaka Nobuyuki Motoyama

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.484-487  (2000)

Characterization and analysis technology is indispensable to the

research and development of hard disks.  This paper gives some examples

of characterization and analysis of hard disk surfaces.  (1) Our original

observation technique with a high spatial resolution of liquid lubricant

distribution on the surface (2)  Measuring technique of carbon protective

layer thickness (3) Quantitative evaluation technique for micro-corrosion

resistance (using acid solution) in terms of the thickness and materials of

carbon protective layers (4) Depth profile analysis of alkaline metal com-

ponents in a reinforced glass substrate.

Characterizations of Hard Disk Surfaces

Hitoshi Orikasa Akiyasu Kumagai

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.480-483  (2000)

In the SPring-8, the largest synchrotron radiation facility in the

world, 13 industrial companies designed and constructed two beam lines

for materials research exclusively for the consortium use, and the compa-

nies started studies on materials analysis in October 1999.  Recent results:

the highly sensitive x-ray in-plane diffraction data taken from the Co alloy

thin-film magnetic recording media showed the broadening of diffraction

peaks due to stacking faults; XAFS (x-ray-absorption fine-structure) mea-

surement showed that the surface of Pt fine particles used for a fuel cell

electrode was oxidized; the X-ray reflectivity measurement revealed that

DLC (diamond-like carbon) films prepared by different methods had dif-

ferent densities.

Materials Analysis by Synchrotron Radiation in the
SPring-8

Michio Ohsawa Takayuki Hirose Nobuhiro Okuda

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.493-496  (2000)

Solders mainly composed of tin and lead are currently in widespread

use in semiconductor devices.  However, in view of lead influences on the

human body and environmental problems, lead-free solders have been in

urgent demand.  In this study, aiming to improve the solderability and reli-

ability of a tin-silver solder, one of most promising lead-free solder mate-

rials, we have investigated elements to be added.  Focusing on typical

lead-free tin-silver solders and tin-lead eutectic solders, this paper

describes the result of investigations into the mechanical properties sol-

derability, micro structures of the solder materials and gas analysis in sol-

dering.

Evaluation Technology of Lead-Free Solders

Mitsuo Yamashita Kunio Shiokawa Atsushi Ueda

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.488-492  (2000)

The recent tendency of electronic appliances toward high speed, low

voltage, and high-density mounting has caused an increase in electromag-

netic interference (EMI) and reduction in noise immunity.  There may be

the fear of an indirect influence on the human body such as pacemaker

malfunction due to electromagnetic waves from portable telephones,

against which preventive technology is hoped for.  Former countermea-

sures often depend on experiences and are seldom digitized.  Fuji Electric,

taking EMI simulation technology as one of electromagnetic compatibility

(EMC) technologies, is verifying its effectiveness verification and apply-

ing it to the phases of development and design.

Analysis and Evaluation Technology for
Electromagnetic Interference

Hiroaki Hokazono Koichi Ohara

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.501-504  (2000)

As environmental problems become a matter of primary concern, the

importance of geothermal power generation for clean energy utilization is

getting more recognized worldwide.  Since geothermal fluids contain

plenty of strongly corrosive impurities, it is very important in designing

geothermal turbines to take into consideration the corrosion problems,

among others, stress corrosion cracking and corrosion fatigue.  This paper

outlines stress analysis and evaluation technology for geothermal turbines

which are operated in severe, corrosive environments.

Analysis and Evaluation Technology for Geothermal
Turbines

Yoshihiro Sakai Mitsuo Yamashita Masayoshi Sakata

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.497-500  (2000)



金銭処理機の最適設計のため，機器内での硬貨，紙幣挙動のシミュ

レーション技術を確立した。硬貨の転がり，跳ね返りなどの挙動を

定量的に解析するため，硬貨と機構の接触力をばね，ダンピング，

摩擦の組合せとして計算する手法を開発し，非常に柔軟である紙幣

は小さな剛体のばね連結とするモデリング手法を開発した。硬貨，

紙幣ともシミュレーションと実験結果がほぼ一致し，この解析手法

が定量的な挙動予測の有効な手段であることが確認できた。

貨幣搬送シミュレーション技術

山本　健明 川崎　哲治

富士時報 Vol.73 No.9 p.505-508（2000）

富士電機では，以前から流れ解析を活用し，多岐の分野にわたる

さまざまな製品の開発に応用してきた。今回，新型高圧クーラント

ポンプの開発にあたり，ポンプ全体をモデル化した，三次元流れ解

析を実施した。その結果，ポンプ特性および効率は実測とよく一致

していることが分かった。さらに，この結果に基づいて，特性改善

のアイテムを抽出し，約 3％の効率アップを達成した。

クーラントポンプの流れ解析技術

関口　　功 太田　成昭

富士時報 Vol.73 No.9 p.509-512（2000）

近年のコンピュータの飛躍的な性能向上や解析手法の多様化に合

わせ製造・加工分野でのシミュレーションの実施が盛んになってき

ている。シミュレーション技術の発展により，ものづくりに対して，

製造条件の最適化だけではなく，製造過程に加わる製品へのダメー

ジや品質そのものの評価が実施でき，製品開発を行ううえでは，設

計技術以上に重要な技術となっている。本稿では，各種，製造プロ

セスに関するシミュレーション技術と解析例について紹介する。

製造プロセスにおけるシミュレーション技術

坂田　昌良 古川　雅晴 安部　信一

富士時報 Vol.73 No.9 p.513-516（2000）

超音波トランスデューサの共振周波数，変位速度を軸対称モデル

による有限要素法から求め，波動方程式を用いて音圧分布を算出す

る手法を開発した。解析により得られた結果はトランスデューサの

振動特性，音圧分布ともに実測結果と一致し，解析手法の妥当性を

確認することができた。この手法を展開して，複数のアレイ状に配

置された超音波トランスデューサの位相制御を行い，音波の収束性

を制御する方法についても検討を行った。

超音波トランスデューサの解析技術

北出 雄二郎 吉村　弘幸

富士時報 Vol.73 No.9 p.521-524（2000）

電磁開閉器は，1954年の発売以来，累計生産台数 2億台を突破し，

1999年には中・大容量電磁開閉器 NEO SC シリーズを開発した。

今回の開発では，より高い信頼性とより高度な性能・機能が要求さ

れ，製品開発における限界設計が必要とされた。そこで，コンピュー

タを最大限に利用する，CAEによるシミュレーションを設計に活

用した。本稿では，シミュレーション技術の活用事例として，構造

解析，磁界解析，機構解析について紹介する。

電磁開閉器におけるシミュレーション技術

村田　　進 代島　英樹 関根　香織

富士時報 Vol.73 No.9 p.517-520（2000）



Aiming at optimum designing of a cash handling mechanism, Fuji

Electric established a simulation technology for coin and bill behavior in

the mechanism.  To quantitatively analyze coin behavior such as rolling

and bouncing, we developed a technique of calculating contact force

between a coin and the mechanism as a combination of a spring, damping,

and friction, and also a technique of modeling a bill, very flexible, in a

sheet of small rigid bodies connected by springs.  The simulations almost

agreed with the results of experiments in both cases of coins and bills, and

it was confirmed that this analytical technique was an effective means of

quantitative behavior prediction.

A Simulation  Technology of Cash Handling

Takeaki Yamamoto Tetsuji Kawasaki

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.505-508  (2000)

Fuji Electric has long utilized flow analysis in developing diversified

products in various fields.  In developing a new high-pressure coolant

pump, three-dimensional flow analysis was applied to a model of the

whole pump.  The result proved that the characteristics and efficiency of

the pump well agreed with the actual measurements.  Further, we

extracted items for improving characteristics based on the result, and

attained about 3% higher efficiency.

Computational Fluid Dynamics Technology for
Coolant Pumps

Isao Sekiguchi Shigeaki Ohta

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.509-512  (2000)

With the rapid improvement of computer performance and the diver-

sification of analysis technique in recent years, simulation has come into

wide use in manufacturing and processing fields.  The practical use of

simulation technology makes it possible not only to optimize manufactur-

ing conditions in production but also to evaluate damages to products in

the manufacturing process as well as quality itself.  In developing new

products, simulation technology is more important than design technol-

ogy.  This paper outlines simulation technology for various production

processes and analysis examples.

Simulation Technology for Production Processes

Masayoshi Sakata Masaharu Furukawa Shinichi Abe

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.513-516  (2000)

Fuji Electric has developed a technique of determining the resonance

frequency and displacement rate of an ultrasonic transducer by the finite

element method with a model symmetrical about the axis and calculating

sound pressure distribution using the wave equation.  The result of analy-

sis proved that both the oscillation characteristics and sound distribution

of a transducer agreed with the actual measurements, and the propriety of

the analysis technique was confirmed.  We developed this technique and

examined a method of performing the phase control of ultrasonic trans-

ducers arranged in two or more arrays and controlling the convergence of

sound waves.

Analysis Technology for Ultrasonic Transducers

Yujiro Kitaide Hiroyuki Yoshimura

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.521-524  (2000)

Fuji Electric’s magnetic switch production since the start of sale in

1954 exceeded a total of 200 million units, and in 1999, medium and large

capacity magnetic switch NEO SC series were developed.  The following

development, requiring higher reliability and more advanced performance

and functions, necessitated the optimum design in product development.

Therefore, we utilized simulation by computer-aided engineering (CAE)

in designing, making the most of computers.  This paper describes struc-

tural, magnetic field, and mechanical motion analysis as examples of sim-

ulation technology utilization.

Simulation Technology for Magnetic Switches

Susumu Murata Hideki Daijima Kaori Sekine

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.9 p.517-520  (2000)
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情報・通信，環境，エネルギーなどに 
独創的な技術開発を蓄積しています。 

富士電機は，より安全で快適な社会，地球環境の保

全に配慮した技術とシステムづくりにより，明るく

美しい21世紀にしたいと考えています。 

このテーマの実現に向けて，分子・原子のハンドリ

ング技術をはじめとしてさまざまな基礎研究を積み

重ねて，21世紀を始めています。 
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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