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　まえがき

　ICやパワー半導体，磁気記録媒体といった電子デバイ

スから低圧遮断器や汎用インバータなどの汎用機器，さら

に自動販売機や発電プラント，水処理プラント等々，富士
電機グループは幅広い製品群を有している。そのいずれの

製品も他社と差別化したものをいかに早く開発し，効率的
に生産し，市場に投入するかがグローバルな競争を勝ち抜
くうえでの必須条件となっている。

　このような一連の流れの中で，解析・評価技術はますま

す重要となってきている。開発の段階でのシミュレーショ

ンによる事前検討，最適化，実験で確認できないことの

検討，各種分析による開発品の調査，解析とその結果の

フィードバックなどは製品化スピードアップのための大き

な武器となる。また，生産段階での不良原因追求と歩留り

向上のための分析・解析，初期不良原因の迅速な把握と対
策などは損益に直結する内容である。

　本特集号では，こういった富士電機の研究開発，製品開
発における分析技術と解析・シミュレーション技術の最新
の取組みについて紹介する。なお，本稿では，それぞれに

ついて背景と概要を述べる。

　分析技術

　富士電機における分析技術の対象は，半導体デバイスや

大容量磁気記録媒体に代表される微細化・薄膜化の開発が

休みなく進められている製品群から，燃料電池や太陽電池
など大型の装置まで幅広い分野にわたっている。微細化・

薄膜化の進む製品群においてナノメートル，原子レベル

の分析技術を用いた品質評価が求められているだけでなく，

太陽電池，燃料電池などにおいても，発電を担う活性領域
にはナノメートルオーダーの薄膜構造や機能性微粒子が用
いられているため，原子・分子レベルの微視・微量分析技
術が必要とされている。

　従来から富士電機では，透過型電子顕微鏡（TEM），超
高真空走査型プローブ顕微鏡（SPM）などを用いてデバ

イスの断面や材料表面を原子レベルで微視解析する手法
（1）

や，

二次イオン質量分析法（SIMS，TOF-SIMS），誘導結合
プラズマ質量分析法（ICP-MS）など，10－ 12（＝ppt）， 
ピコグラムのオーダーの微量分析手法など，最新の分析技
術を研究開発・量産段階で積極的に活用することで製品
の品質向上・迅速な故障解析を実現してきた。特に近年は，

他の追随を許さない性能の製品群の開発を支えるための独
自分析技術への挑戦と，開発・量産段階で発生する品質不
良原因を解明し不良率を限りなくゼロに近づける故障解析
技術を分析技術開発の大きな狙いとして取り組んでいる。

　独自の分析技術では，空間分解能や微量分析の極限へ挑
戦するだけではなく，開発担当者が知りたい内容をいかに

ダイレクトに分析するか，分析を通して得た新しい知見が

いかに創造的な開発を刺激できるかなどにこだわった技術
開発を進めている。具体的には，高輝度 X線を用いた半
導体基板中の結晶欠陥位置を三次元的に視覚化する技術を

開発した
（2）（3）

。この技術は半導体デバイスの非破壊試験に応
用され，微小欠陥，局所結晶ひずみによる素子の微弱な漏
れ電流などの原因解析に役立てられている。磁気記録媒体
の分野では，磁性薄膜を構成している結晶粒に含まれる積
層欠陥の割合を定量化する手法を開発し，次世代の材料開
発に適用している

（4）（5）

。

　故障解析のための分析技術では，磁気記録媒体や半導体
デバイスの品質不良を引き起こす微小な異常を検出し，そ

の原因を解明する技術開発を目指している。磁気記録媒体
や半導体デバイスでは，素子構造の微細化，薄膜化，高密
度化が進んだ結果，より小さな結晶欠陥や製造環境から

の混入粒子によって構造異常や信号エラーが引き起こされ

る確率が増してきている。磁気記録媒体を例にとると，品
質検査工程において直径 3.5インチの媒体基板上に直径
10 nm程度の磁気的な異常部分が見いだされると，その部
位を複数の分析手法を用いて分析し，磁気異常の原因を解
明することが求められる。異常部分それ自体が極微である

ため，分析手法に TEMなどの高度微視解析手法を用いる

ことはもちろんであるが，その前に検査工程で発見された

異常部位を各分析工程で精確に見つけ出すことも困難な作
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業となる。これは媒体表面の粗さが 1 nm以下に抑えられ

た鏡面であり，半導体デバイスのように微細な凹凸や金属
配線パターンのような目印がないことも大きな理由になっ

ている。直径 3.5インチの媒体表面から直径 10 nmの異常
部位を見いだすことの難しさをたとえるならば，地球の表
面から 3m四方の物体を探し出すことに相当する。この

ように，異常部分を分析する高度な手法を故障解析に生か

すために，微小な異常部を精確に見いだし，見失うことな

しに同じ異常部位に複数の分析手法を適用していくための

技術開発に取り組んでいる。

　その他の分析技術においても，①量産を開始した大面
積の太陽電池の故障解析において，1m四方の太陽電池
表面から 1 µmの欠陥や異常部位を精確かつ迅速に検出
する分析手法，②液体クロマトグラフィー/質量分析法
（LC/TOF-MS）による磁気媒体上潤滑剤（1〜 2分子層）

の分子量分布の測定手法，③製品や建材への含有が規制さ

れている水銀や鉛などの有害物質やアスベストの定量分析，

④環境問題への対応から開発を進めている鉛フリーはんだ

の材料特性を高めるための含有微量元素の微視・微量分析
など，富士電機の生み出す特徴ある製品の性能・品質・安
全性を高いレベルで維持し，さらに向上させるための特徴
ある分析技術の開発に挑戦している。

　解析・シミュレーション技術

　現在のシミュレーション技術は三次元 CAD（Computer 
Aided Design）と連携することにより，全体の構造を事
前に把握し，どのように動くか，干渉がないか，強度や振
動に問題がないか，規定の温度範囲に入るかなど，ものを

作る前にある程度の評価ができるようになった。

　さらに，三次元 CADのデータは，コンピュータ内部の

情報にとどまらず，光造形や三次元プリンタを利用するこ

とにより実際のものとしての形を生み出し，手にとって実
感することで，さらなるアイデアの抽出につながる。この

ようなラピッドプロトタイプを各種実験や型試作に利用す

ることで大幅な開発期間短縮に効果を出している。

　また，設計者が簡易的に利用できる解析プラットフォー

ムの開発，利用も活発に行っており，インバータの冷却設
計やモータ設計に対しては，Web上から設計項目を選択
し，主要なパラメータを入力するだけで必要な温度分布や

磁束分布・トルクなどが計算できる環境を整えた。特に最
適なパラメータを決定する際には，品質工学や最適設計の

手法を取り入れることで，設計上どのパラメータが性能に

影響を与えるかを判断するうえで非常に有効な手段となっ

ている。

　シミュレーション技術は，このように，ものを作る前に

評価できることが最大の武器になるほか，短時間で起こる

現象（逆に温暖化予測のような長期の予測）や外からは見
えない現象を把握するうえでも有効な手段となる。

　本稿で紹介する低圧遮断器の遮断現象も一瞬の出来事で

あり，遮断器の内部で何が起きているかは外からでは判断

できない。また，測定で得られる情報も限られた特定のポ

イントの圧力や温度などに過ぎず，測定手段だけで内部の

現象を把握するには限界がある。

　これらの現象をシミュレーションにより再現することで，

内部のガスの流れ，温度，圧力の時間的な変化を定量的に

評価できるようになる。また，動画像でガスの流れを再現
することで，流れと圧力の最大ポイントがどのようなタイ

ミングで発生するかを直感的に理解でき，遮断特性を改善
するうえで重要な情報になっている。

　このようなシミュレーション技術の有効性は今までの開
発実績の中から高い評価を得ており，解析プラットフォー

ムの取組みのように特定の解析部門の利用だけでなく，高
度な解析手法をいかに簡単な手順で設計者に利用してもら

うようにするかが課題となってきている。

　一方，シミュレーション技術そのものは，シンプルな物
理モデル・公式を現実の構造・現象に照らして再現してい

るだけであり，解析部門の専門家は物理モデルが現実を再
現しているかを判断していく必要がある。

　このため，解析技術者は最新の分析技術で得られたデー

タを把握し，その現象を数理モデルに変換し，どのように

評価すればよいかを検討していく必要がある。

　環境対応のために従来のはんだに代わり，鉛フリーはん

だが使われているが，鉛フリーはんだを採用した電子部品
の接合では，従来のはんだ接合とは異なる破壊モードにな

る。実際の破壊現象を分析・評価したうえで，どの部位の

接合強度が問題になるか，どのようにクラックが進行して

いくか，クリープ性がどの程度影響を与えているかなどを

判断していくことで，シミュレーションでの寿命予測が可
能になってきた。

　高効率熱交換機の開発においても，微小な突起形状の周
りの流れを可視化できるようにしたことで，精度の高いシ

ミュレーション手法を確立し，より効率の高い製品を短期
間で開発することができるようになった。

　また，鋳造シミュレーションの事例では，金属材料の専
門家が数年間にわたり鋳造メーカーで実際の製造技術を体
験したうえで取り組んできたものである。この経験を基に，

現場で何が行われているかを把握しているからこそ，シ

ミュレーションにより最適な鋳造法案を提示することがで

きるようになっている。

　現在のオフィスで利用されているパソコンは昔のスー

パーコンピュータ以上の能力を持っており，これをいかに

活用していくかが製品開発のポイントになっている。ただ

し，シミュレーション技術は単にコンピュータの性能だけ

の問題ではなく，実際の現象を分析・評価するための工夫
や努力を絶えず続けていくことが必要であると考えている。

　あとがき

　富士電機の分析技術，解析・シミュレーション技術への

取組みの一端を紹介した。これらの技術は日進月歩である。

今後も引き続き，最新の技術に着目するとともに，新技術
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を開発して活用し，差別化した製品のスピーディな開発な

どに役立てていく所存である。
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