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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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図１　解析・評価における顧客満足度（CS）の要因
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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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図２　主要分析装置の分析可能面積と分析深さ
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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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