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Establishment of Safety Solution for Electronic Equipments under Abnormal Voltage in 18 Countries

                                  渡部利範

全世界的な規模でパソコン、プリンタ、複写機等がオフィス、家庭、工場、病院、学校等に設置されている。そ

れらの電子機器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。しかし、世界各地を訪問して過電圧、サージ電圧等の異常電圧を測定し、観測データを

検証した結果は、ほとんど報告されていない。筆者らは（2007 年 8 月までキヤノン株式会社 品質本部に在

籍）、5 年間に渡り、世界 18 カ国の一般家屋のコンセントに侵入する異常電圧を測定し、電子機器の製品安

全の対策技術を確立した。

Nowadays, computer, printer and copy machine are widely used in offices, houses, factories, hospitals, and 

schools around the world. In order to keep these kinds of electronic equipments functioning properly, it is 

very important to maintain the voltage and frequency at designed values as well as voltage waveform in the 

appropriate shape. However, it is hardly to find any report about measurement or comprehensive analysis of 

abnormal voltage, such as overvoltage and surges, occurring in different countries. During 5 years, across 18 

countries, the author (employee of Canon till August 2007) had detected and measured abnormal voltage 

intruding into the sockets of ordinary houses, and furthermore developed solutions to enhance the safety and 

reliability of electronic components and equipments.
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1.世界 18 カ国の電力品質測定の背景

雷サージ、開閉サージ、過電圧よる機器の絶縁破

壊、高調波による電子部品の過熱や電子機器の誤動

作が報告されている[1-3]。これらの障害は、配電系

統、電気設備の原理から考え、公称電圧の違いにも

拘わらず、各国の共通の課題と思われる。

従来から雷サージ、開閉サージ、過電圧等の異常電

圧に対する電子機器の信頼性と安全性の確保のため、

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）、

IEC60950 第 3 版（情報処理機）を遵守することが求めら

れている。

また、実質的な信頼性と安全性の確保のため、異常

電圧等については、設計指針、評価方法も提言され

ている[4]。しかし、これらの基準や提言に適合した場合

でも、製品内のスイッチング電源のライン間に実装されて

いるバリスタの発火、アルミ電解コンデンサの防爆弁の

作動、発火等が報告されている[2、3]。その原因は、電

源ラインに稀に侵入する過電圧、事故に伴う中性線欠落

による過電圧とされている[5]。



しかし、実際に観測された過電圧やサージ電圧等とそ

れらの電子部品の障害との精緻な検証との対策の実用

化技術を研究した例は、報告されていない。

2.異常電圧の測定結果

筆者らは世界 18 カ国（中国、英国、ロシア、インド、タ

イ、マレーシア、USA、メキシコ、ヨルダン、ブラジル等）、

36 都市、78 個所、実際に故障や誤動作が発生した家屋

を選択し、低圧配電（壁のコンセント）の線間、対グランド

間に侵入する異常電圧を測定した。

複写機、LBP、FAX 等の IT 機器の誤動作および電子

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、高調波歪、過電圧、単発サージ、電圧変動で

あることを測定結果から特定した（図 1、図 2）。

3 再現実験に基づく製品安全対策のコンセプト

観測したデータを忠実に再現する波形シミュレーショ

ン装置でデータを再現する装置を開発し、電源品質障

害を再現した。それは、電圧波形の高さ、時間幅を任意

にコンントロールできるので、異常電圧による電子機器

の対策手段の分析ができる（図 3）。

障害とは、バリスタの発火、アルミ電解コンデンサの防

爆弁の作動による故障、半導体素子（FET）の破損によ

る故障、ヒータを有する製品の停止（定着器のゼロクロス

検知の誤動作）の 4 種類であることを確定した。

発火は重大事故と位置付けて、発火ゼロを目標とする。

バリスタの炎を伴わない破損、アルミ電解コンデンサの

防爆弁の作動、半導体素子の破損を故障と定義し、故

障の確率を減少させること。電子機器への誤動作はゼロ

を対策の基本的コンセプトとする。

4.バリスタの特性と異常電圧の関係

バリスタ(図4)は，過電圧と共に連続するサージ電圧で

も発火する可能性がある。バリスタの発火対策としてヒュ

ーズを使用することが一般的であるが、バリスタが発火し

た場合、確実に炎を低減できるか検証した。

その試験の中で、発火メカニズムと燃焼物を明確にし、

ヒューズの効果の限界を精緻に検証した。バリスタが発
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火した場合の炎の高さと燃焼時間を定量化し、バリスタ

の発火で製品への着火を確実に防止する対策の考え方

を確立した。そのコンセプトは、電流ヒューズに依存せず、

かつバリスタが発火する時の炎の高さを10mm以下、炎

の継続時間は、1.0s以下に低減させることである。

5.バリスタの発火条件

さらにサージ電圧や過電圧の観測したデータとの関

連性から、バリスタの発火対策コンセプトを実証するため

の試験条件を決定する。発火しないバリスタを製造する

ことは、バリスタの構造から不可能であったので、発火し

た場合の炎の低減を図ることがバリスタの発火対策であ

る。

バリスタの燃焼物は外装の樹脂であるから、ZnOバリス

タの外装樹脂をシリカ、炭酸カルシウム含む物に変更し

た。このことで、バリスタの発火対策のコンセプトを実証し

た(図5)。

6.アルミ電解コンデンサの発火メカニズムとその

対策

スイッチング電源の一次側平滑用アルミ電解コンデン

サは、定格電圧の約 1.5倍の過電圧が印加された場合、

防爆弁が作動し、発火する場合がある。そこで、電子機

器に実装されている入力ヒューズと当該アルミ電解コン

デンサの静電容量に関連性があることに着目した【1.5

倍以上の過電圧を印加する DC 過電圧試験法】を考案

した。

この方法で、アルミ電解コンデンサは防爆弁の作動と

同時に発火し、発火したアルミ電解コンデンサは全てシ

ョートしていたことを確認した。発火対策のコンセプトは、

ショートしないことを明確にし、ショートしないアルミ電解

コンデンサは、材料、構造、製造工程を指定することで、

発火対策を実証した(図 6、図 7)。

7.アルミ電解コンデンサの耐電圧を向上

アルミ電解コンデンサの漏れ電流の指標から陽極箔

の箔端部の酸化皮膜が耐電圧を決定していることを明
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確にした。耐電圧は、箔端部の酸化皮膜を形成するた

めの再化成（エージング）工程の最適化だけを図る(図 8)。

それ以外の手段を講じなくともが有効であることを見出し

た。

陽極箔の箔端部は、切断されたままコンデンサとして

電解紙と共に巻き取られ、素子をケースに組みこまれて、

再化成の工程で約 80℃の環境下で高温エージングされ

る。高温エージング時の電圧値を従来の工程より約

10％アップした。陽極箔の箔端部に新に構成される酸化

皮膜が従来品より強化され、アルミ電解コンデンサの耐

電圧を最高で約 11％アップした(図 9)。

8.まとめ、

異常電圧の測定結果、バリスタとアルミ電解コン

8.まとめ、

異常電圧の測定結果、バリスタとアルミ電解コン

デンサの発火対策およびアルミ電解コンデンサの絶

縁耐圧の向上の実用化技術を報告した。なお、半導

体の故障、誤動作についても解決できた。

報告した電子部品は、協同で研究・開発した電子

部品の会社の標準品として各社から販売され、入手

可能である。バリスタとアルミ電解コンデンサは、

複写機、プリンタ、FAX 等の業界のみならず、家電業

界でも使用されており、電子機器の安全性、信頼性

に貢献している。
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図9 従来品と対策品の陽極箔の端部
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