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１．まえがき

全世界的な規模でパソコン、プリンター、複写

機等の IT 機器がオフィス、家庭、工場、学校等に

設置されている。製品の安定稼動のためには、周

波数・電圧が所定の値に維持され、電圧波形の歪

が無いことが極めて重要である。くわえて、IT機

器を設計する場合、IEC61000（電磁適合性）、

IEEE62.41-1991（低圧交流電源回路におけるサー

ジ電圧に関する IEEE 指針）および IEC60950 第 3

版（情報処理器の安全性）等の国際標準に整合さ

せなければならない。

しかし、これらの基準に整合させ、かつ設計指

針に合致させた場合でも、製品の故障、電子部品

の破損が発生する場合がある[1～4]。今まで、一

般家庭、オフィス、工場等のコンセントに侵入す

る異常電圧は、USA、カナダ、日本等で測定され、

それぞれのグループが報告している[5～11]。それ

らは、主に雷サージ、開閉サージ等の測定である。

世界各地を訪問し、過電圧、サージ電圧等の異

常電圧を測定し、観測されたデータを総合的に検

証した結果は、ほとんど報告されていない。そこ

で、筆者らは、5 年間に渡り、世界 18 カ国、40

都市、78 箇所の一般家屋のコンセントに侵入する

異常電圧を測定した。本研究では、次のことを報

告する。

（1）異常電圧の測定方法と測定結果

（2）観測されたデータと国際標準との比較

（3）異常電圧に起因する製品への影響の推定

２．測定方法

２.１ 第一段階の測定システムと測定手順

メモリレコーダの測定システムは、過電圧や電

圧変動等を測定する部分と雷サージ、開閉サージ

等を測定する部分の二つで構成される（図 1 およ

び写真 1）。サージ電圧測定用システムのメモリレ

コーダは、最小 2.5μs の時間幅のサージを 10ms
間測定できるように、サンプリング周期を設定し

た。過電圧測定用システムのメモリレコーダは、

最小 25μs の時間幅のサージ電圧および過電圧の

場合 100ms 間まで測定できる設定にした。
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データ量を予測できなかったので、収集したデ

ータは、メモリレコーダから RS232C ポートを利

用してデータをパソコンに自動転送して保存する

ソフトを開発した。

絶縁型接続箱（写真 2）を製作し、中継コネク

タを介することで壁のコンセントの電圧を安全に

確実に測定できるようにした。USA で 6kv が観測

されているため[5]、接続箱の高圧プローブは、

10kV まで測定を可能とした。

筆者らは、3 セットのメモリレコーダの測定シ

ステムと一台の電源品質アナライザ（Dranetz658,

内臓メモリ：512ｋB）を準備した。電源品質アナ

ライザで異常電圧を測定し、その後、２台のメモ

リレコーダの電圧スレッシュホールド値を設定し

て、連続測定後、定期的に場所を移動した。

２.２ 第二段階の測定システムと測定手順

2000 年に中国を対象にした第一段階の測定シ

ステムは、総重量 40kg でかつ測定中に測定器が誤

動作する場合があった。2003 年の第二段階の測定

は、欧州 4 カ国、アジア 5 カ国、アメリカ 3 国を

対象としたので、測定システム全体をハンデイ化

することが必須だった。

過電圧、サージ電圧等の測定に加え、製品の誤

動作の検証をするため、高次高調波の電圧歪を測

定対象として電源品質アナライザ（日置 3196）を

入手した（図 2）。現地で安全に素早く測定するた

め、各種の電源プラグを準備した（写真 3）。

３．測定結果

データ収集の結果の概要を図 3に示す。×印は、

データを収集できたことを示す。空欄は、測定し

たが該当する異常電圧のデータを収集できなかっ

たことを表す。図 4に観測された電圧波形の特徴

を述べる。

３．１ 繰り返しサージ

12 カ国・16 箇所で繰り返しサージのデータを収

集できた。繰り返しサージは、インバータやサイ

リスタ整流器により転流する場合に発生する[12]。

図 4（1）は、1 サイクルに 2 回、繰り返しサージ

が商用交流の正弦波に重畳した例を示す。60°か

ら 90°間で一回のサージおよび 240°から 270°

の間で一回のサージが観測され、それぞれピーク

値は最大 430Vp（公称電圧 220V の正弦波の 1.34

倍）、最初のサージの幅は約 30μs で、その後振動

し 170μs で収束する。

３．２ 高次高調波の電圧歪

写真2.　絶縁型接続箱の高圧プローブの接続工具
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図４.　観測された電圧波形の結果の例
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高次調波の電圧歪は、7 カ国、14箇所で観測さ

れた。高調波の発生源は、サイリスタを始めとす

る半導体応用機器である。

図 4（2）に示す高次高調波の電圧歪は、電圧波

形の歪の振幅が約 60V である。電圧波形の全体に

渡り、基本波形が歪んでいる。第 5 次高調波：3.4％、

第７次高調波：2.5％、第 11 次高調波：2.4％、第

13 次高調波：1.9％、さらに第 25 次高調波：0.7％

等、段階的に第ｎ次高調波を含んでいた。

３．３ 過電圧

図 4（3）に波高値 488Vp(商用波形の 1.57 倍)

の過電圧の波形を示す。また、この波形は、高次

高調波の電圧歪であり、第３次の高調波を 28％含

んでいた。配電線用の変圧器がスター・スター結

線である国では[14]、第 3 次高調波は変圧器を経

由して周辺需要家へ拡大し易い。

３．４ 単発サージ

図 4（4）に力率コンデンサを系統側に投入した

時に発生した振動サージ（波高値：429Vp、振動の

最大の幅：1.5ms）を示す。この工場では、1 ヶ月

で 375Vp以上のサージが 1214 回観測された。

４．観測されたデータと製品への影響の推定

表 1 に観測データと国際標準との比較を示した。

更にこれらの比較を基に観察されたデータによる

製品への影響を推定する。

４．１ 繰り返しサージおよび単発サージ

観測されたサージ電圧ピーク値は、ノーマルモ

ードで 375Vpから 550Vpである。サージイミュニテ

イ試験（2ｋVp、１kVp）および振動波イミニュテ

イ試験（１ｋVp、0.5ｋVp）に較べ、電圧は 1/2 で

ある。時間幅は 30μs から２mｓであり、サージイ

ミュニテイ（1.2/50μs）および振動波イミニュテ

イ試験（100ｋHz）に較べて時間が長い。

電子部品へのサージの影響は、印加される電気

的エネルギーの大きさにより決定されるので、サ

ージイミュニテイ試験および振動波イミニュテイ

試験に合致した製品でも、観測された繰り返しサ

ージおよび単発サージにより、電源ライン間に接

続される電子部品が破損する可能性がある[1,3]。

４.２ 高次高調波の電圧歪

IEC610004-13（高調波と交流電源ポートの電力

線搬送を含めた次数間高調波低周波イミュニテイ

試験）では、第３次高調波は 8％と定めている。

図 4（2）は、波形全体が歪んでおり、図 4（3）は、

第３次高調波を 28％含んでいる。

正弦波がゼロクロスする際のタイミングを基に

制御していた製品があった場合、商用波形に重畳

された電圧歪がゼロクロスで立ち上がる際、電圧

歪率が大きいので、製品の誤動作になる可能性が

ある[15]。

４．３ 過電圧

過電圧や電圧変動の評価は、公称電圧の±６％

(IEC60950)あるいは 10％（中国国家規格 GB4943

×× ：異常データ有り　　　　空欄：測定した結果、現時点では異常データ無し：異常データ有り　　　　空欄：測定した結果、現時点では異常データ無し
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図３.　世界18カ国の電圧の測定結果



表1.　国際標準と測定結果の比較

　　33次　次　88％％

　　55次　次　99％％

　　77次　次　7.57.5％％

　　99次　次　2.52.5％％

　　　など　　　など
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　　電圧歪　　電圧歪
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ノーマルノーマル①繰返しサージ①繰返しサージ

　　430430VpVp　　約約3030μμｓ　１ｻｲｸﾙｓ　１ｻｲｸﾙ 22回回

　　　　　　　　　アジア　　　　　　　　　アジア

　　120120VpVp　　200200μμｓ　ｓ　 １ｻｲｸﾙ１ｻｲｸﾙ 22回回

　　　　　　　　　アジア　　　　　　　　　アジア

②単発サージ②単発サージ

　　550550VpVp　　22ｍｓ　アジアｍｓ　アジア

　　429429VpVp　　1.51.5ｍｓ　アジアｍｓ　アジア

　　379379VpVp　　800800μμｓ　アジアｓ　アジア

ＩＥＣＩＥＣ6100061000--44--44

　ﾌｧｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ　ﾌｧｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ

　　ﾊﾞｰｽﾄｲﾐｭﾆﾃｨ試験　　ﾊﾞｰｽﾄｲﾐｭﾆﾃｨ試験

ノーマルノーマル①① +57+57％　　アジア　％　　アジア　

　　　　　　　　157157％＝％＝488488VpVp//（（220220×√×√ 22）×）×100 100 
　　　　　　　（　　　　　　　（ピーク値比較）ピーク値比較）

②② +20+20％　　アジア％　　アジア

　　　　　　 120120％＝％＝ 6565VrmsVrms/220Vrms/220Vrms×× 100100

ＩＥＣＩＥＣ6095060950　　

情報技術機器の安全性情報技術機器の安全性

過電圧過電圧

観測された波形国際標準国際標準
波形波形

サ
ー
ジ

11ｋｋVVｐ　ｐ　

5050nsecnsec　　

繰返し周期繰返し周期55ｋｋHzHz

コモンコモン

情報技術機器の安全性）を印加する試験である。

しかし、図 4（3）は、高調波を含み、観測され

た国の公称電圧のピーク値の 1.5 倍の電圧である。

設計の際、約 1.3 倍までの過電圧を想定した場合

は、製品ライン間のバリスタの焼損やスイチッン

グ電源の一次平滑用のアルミ電解コンデンサが弁

作動すると推定される[1,4]。

５．まとめ

筆者らは、実際に故障や誤動作が発生した家屋

を中心として都市を選択し、異常電圧を測定した。

その結果、以下の知見を得た。

（1）実際に製品の故障や誤動作が発生した一般

家屋で異常電圧波形を観測できた。

(2) い ず れ の 異 常 電 圧 波 形 も IEC61000 、

IEEE62.41-1991およびIEC60950第3版の国際

規格に規定されていない波形であつた。

(3)製品の誤動作、電子部品の破損に影響を与え

る可能性のある波形は、繰り返しサージ、高

次高調波の電圧歪、過電圧、単発サージの 4

種類であることを推定できた。

今後は、観測された電圧波形を波形シミュレ－シ

ョン装置で再現し、電子部品の信頼性と安全性の

対策技術、加えて製品の誤動作を検証後、実用化

した総合的な対策を報告したい。
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