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概 要

電気製品は、機械技術者、電気技術者、化学技術者等の様々な専門分野の技術の集合体である。重なり合った

集合体の部分を境界領域と呼ぶことにする。市場の事故や故障は、境界領域で発生することが多くみられる。

機械技術者と電気技術者、完成品メーカの技術者と電気部品メーカの技術者等の技術者同士の適切な意思疎通

が電気製品の事故や故障を防ぐ鍵である。

1．はじめに

身の回りの電気製品は、様々な専門分野である機

械技術者、電気技術者、化学技術者、物理技術者等

の知恵と工夫の技術集合体と言える。

例えば、複写機の場合、画像を読み込む光学系の

機構、画像を色に映し出す化学技術、トナーと呼ば

れる化学材料を熱と圧力で紙にて定着させる構造等

から構成されている。

その目的に応じた機能を発揮させるためには、様々

な技術が重なり合った部分、すなわち境界領域（ユ

ニット、電気部品）が存在している。境界領域とは、

複数の専門分野にまたがった電気製品の構造部分や

ユニットの部分を言う(図 1)。
現在は、専門分野がますます細分化され、一人一

人が製品全体を把握することが困難になってきたの

が実状である。そのためにいくつかの専門分野が重

なりあう電気製品内部のユニットや電気部品が原因

となった事故や故障が絶えない。

電気技術者と機械技術者の境界領域を考えた場合、

協働で丁寧に設計すれば、電気製品の多くの事故や

故障が防ぐことができたと思われる。あるいは、完

成品メーカの技術者と電気部品メーカの技術者のお

互いの知恵や経験を出し合えば、事前に故障を把握

できることを経験しているのではなかろうか。

このように、複数の専門分野が重なった境界領域

の故障対策への本質を考えるのは、極めて重要であ

る。本論文では、製品安全に関する境界領域に関し

て、電気製品の発火・発煙に関する具体的な設計手

法を述べる。

2．電気・電子部品の故障と境界領域

図 2 に電気・電子部品が壊れる場合をモデル化し

た。壊れる要因は外的要因と内定要因に分類できる。

第一の外的要因とは、過電圧、高調波、電圧歪等

の電源に関連する要因と温度、湿度、気圧等の自然

環境による要因が挙げられる。
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第二の内的要因として、設計ミス、製造ミス、誤っ

た使い方等があげられる。

外的要因の過電圧、雷サージが原因で、バリスタ、

雑音防止用コンデンが大きな炎を上げて燃え、近傍

のプラスチックに着火すれば電気製品の発火になる

場合がある。

電気部品とプラスチックの位置関係で、電気技術

者と機械技術者との連携が不十分だと思わぬ火災事

故の原因になる。

また、プリント基板に結露した水滴がきっかけで

トラッキング現象が起こることは知られている。

再現試験が極めて難しく、様々な専門家の経験が必

要である。

スイッチ、リレー、サーモスタット等は接点を有

する電気部品に分類され、経年劣化による接点部の

摩耗などが原因で故障する。

いずれも貴金属、金属、プラスチックケース、ネ

ジ、メッキ処理、カシメ等の材料等で構成されてい

る。電気部品と言え、これらの電気部品の選定、故

障解析には機械的知識が欠かせない。

3.事例から故障原因の本質を知る。

3.1 ネジの真下に燃えやすいプラスチックの存在

ヒータ通電用の配線接続のネジが緩み接触圧が減

少し、ネジ締結部で局所的なアーク放電が発生して

亜酸化銅が生成され異常発熱が起こった。この現象

によりリン青銅板に空隙が発生し、アーク放電が激

化しネジが発熱した。

ネジの真下に溶けやすくかつ燃えやすいプラスチッ

クがあり、ネジの高熱で発火した。ネジは通電部品

であり、真下に燃えやすいプラスチックを置いたこ

とが発火を招いた。電流を流す場合、ビットインサー

トのネジ締結部の設計は、非常に重要である。

3.2 電気製品の匡体にインレット搭載の電源プリン

ト基板を固定

電源基板に電子機器用のインレットが金属端子を

介してはんだ付けされている。電気設計者は、電源

基板の電気製品への固定方法を機械設計者に依頼す

る。機械設計者は、電源基板をまず電気製品の底板

（ベース）にネジ止めし（②）、次に③のネジで固

定する様な設計にする（図 4）。

しかし、②と③のネジ止めする際、①のはんだ付

け部分に力（不静定反力）がかかりクラックが発生

する可能性があることを予想しただろうか。はんだ

付けは、機械的強度は弱いので応力が集中してクラッ

クが発生しやすい。

このユニット部は、抜き差しで応力が加わらない

設計が必要とされる構造にする。例えば、金属端子

を使わず、電線で留める。

3.3 機械設計者が高電圧の接点部を設計した例



ＤＣ4ＫＶ、数ｍA の電気を金属板の接点を介し、

回転する金属製の軸面の間でスパークする。アーク

で接点が発熱し、接点から 3mm 離れたコロ（ポリ

アセタール樹脂）が溶融し気化する。

ポリアセタール樹脂の気化したガスがアークの熱

で発火し、その炎でコロ、ギヤが燃焼する。接点部

は、回転するのでスパークが発生するということは、

機械技術者は頭で理解していた。コロの材質を燃え

やすい材料ではなく、アークに強い難燃性の材料が

適切である。

機械設計者は、電気技術者と共に丁寧な設計検証

をすることが肝心である。

3.4 バリスタの発火時の炎

過電圧が印加されると、バリスタに電流が流れ、

ジュール熱で局所的に過熱する。半田が溶け始め、

バリスタは次第に高熱になる。バリスタ素体は、特

定の部分に電流が集中し発熱して約 1300℃から

1400℃になり、スパーク、発火する。

炎が発生する要因は、外装樹脂の耐熱温度 800℃
のエポキシ樹脂が燃焼しているためである。図 6 の

ように、10cm の炎が約 10 秒継続するなら、近傍に

燃えやすいプラスチックを設置させてはならない。

4.電気製品の製品安全性(発火・発煙）に関

する境界領域の解決方法

4.1 電子部品が発火して樹脂が着火する場合

例えば、過電圧で電子部品が発火し、数㎜から数

cm の炎が数秒間継続する。次に近傍の燃えやすい

樹脂に着火して大きな炎が出て、製品内部にとどま

らず、製品の外まで広がる発火事故になる。本質的

な対策は、電気・電子部品が発火した場合、他のプ

ラスチックや部品への着火の有無を基本に考える。

特に、製品内部に使用されている難燃グレード

HB の樹脂は燃えやすく、平板の先端部は、約２秒

間、炎が暴露すれば着火する。電気・電子部品と近

傍の難燃グレード HB の樹脂の間隔を把握すること

が最も大切である。

4.2 プラスチックが炎で燃焼するメカニズム

固体のプラスチックが燃焼するには、固体のまま

では燃焼せず、それらが熱分解して可燃性ガスを発

生することが前提である。電子部品の発火でプラス

チックが炎の熱を吸熱し、溶融する。

次にプラスチックが熱分解し、可燃性が発生し気

体となり、可燃性気体、不燃性気体と空気が混合状

態になる。可燃性混合気が発火し、発炎燃焼が継続

し、炭化残渣は、無煙燃焼する。

このように、電気設計者が選定した電子部品が燃

え、機械設計者が選んだプラスチックに着火して電



気製品の火災事故になるのである。境界領域の事故

の典型的なモデルである。この時、プラスチックの

難燃性グレードが極めて需要な指標となる。

4.3 電気製品の製品安全性(発火・発煙）に関する境

界領域の解決方法

電気製品の境界領域に対する発火防止の設計思想

は、電気部品および電子部品（以下、部品と呼ぶ）

が発火した場合、近傍のプラスチックへの着火に至

るまでの発火の連鎖を断ち切ることである。筆者は、

炎の広がりと延焼時間を軸に電子機器の発火防止を

考えた。

第一に、特定の部品の特徴を捉えた電気的対策が

ある。特徴とは、部品の発火メカニズムをよく理解

し、部品そのものへの構造、材料への本質的な発火

対策を採る。

例えば、過電圧、雷サーｼﾞに極めて強いフィルム

コンデンサを選定する。アルミ電解コンデンサの発

火メカニズムを解明して発火しないコンデンサを実

用化するなどの方法である。

部品への対応が困難であれば、ユニット全体を考

えて電気保護回路で対応する。

第二は、機械的な対策である。それは、部品とプ

ラスチックの隔離距離を適切な値にすること。

あるいは、部品とプラスチックの間に金属板を設置

する方法等である。

電気的対策と機械的対策を組み合わせて、電気製

品の境界領域の発火を防止する。電気設計者と機械

設計者の協働が欠かせない。

4.4 電子部品の発火時の炎の高さと継続時間

パソコンやプリンタ等の電子機器には、約 60 種

類の部品が使用されている。全ての部品に発火する

可能性がある。しかし、それを前提に製品を設計す

ることは、困難であり、現実的ではない。

電気製品における発火防止の設計思想にとって大

切なのは、各種部品がどのような条件の時、発火し

て、どの程度（炎の高さや広がり＆炎の燃焼の継続

時間）の炎かを見極めることである。

部品を構成している材料、構造と発火に至る条件

により、発火した場合の炎の大きさ・広がりと時間

が異なる。発火した場合の発火の広がりと時間のモ

デルを図 9 に示す。

これらの数値を自ら検証し正確に把握することに

より、近傍のプラスチックへの着火を防止する設計

の本質的な考え方を確立する。

4.5 電気・電子部品の特徴を捉えた電気的対策

例えば、雑音防止用のXコンデンサの誘電体はフィ

ルムなので、絶縁破壊時には数十ｍA でも発火する

場合がある。電流ヒューズをわずかな電流で遮断す

ることが困難である。絶縁破壊しにくいコンデンサ

を選定の基本とする。

アルミ電解コンデンサの発火メカニズムを解明後、

量産した発火しないコンデンサを使用する等方法で

ある。

かねてより、X コンデンサ、バリスタ、アルミ電解

コンデンサは、発火への対策を考慮した部品が市販

されている。

電気保護素子として、電流ヒューズ、漏電ブレー

カ、サーモスタット、温度ヒューズ等があげられる。

通常使用してそれらが作動せず、異常時に確実に作

動するように、部品の選択を適切に行うことが重要

である。



選択後は、異常時の確認試験を行う。異常時の危

険性を考えて、ヒータ回路は、二重保護回路にする

ことを基本にすることを推奨する。

例えば、100 ワットのヒータ回路なら温度センサー

と温度ヒューズを巧みに組み合わせる等の設計であ

る。保護素子や回路全体の信頼性に留意しながら、

対策する。

4.6 電気製品メーカ技術者と電気部品メーカ技術者

の境界領域

完成品メーカの情報は、部品メーカに意外と伝わっ

ていない。情報とは、電気製品に関する安全規格、

市場の故障原因、電源電圧、温度、湿度等に関して

製品の設置環境と市場の使い方等である。さらに環

境規制の要望に合致した部品・材料の仕様を正確に

部品メーカに提供する。

部品メーカは、積極的に電気製品メーカの要望を

把握することは大切である。完成品メーカが防ぎた

い項目（故障、発火、発煙、劣化）の確定、耐久性

の水準を把握する。

完成品メーカの技術者は、部品メーカの立場で物

を考えてみると発火・発煙への意外な対応方法が思

いつくことがある。このような取り組みを促進する

上で、両者が同席してデザインレビューを行うこと

が効果的である。

（1）安全性と信頼性が極めて高いフィルムコンデ

ンサ

電源ラインに侵入する雷サージ等の市場の条件を

はるかに上回る仕様（完成品メーカが提示）を満足

した事例である。

具体的には、素子を難燃性のプラスチックのケー

スに挿入した後、樹脂を充填させたケースタイプで、

次の条件を満足するフィルムコンデンサを使用する。

（1）絶縁破壊電圧 ：DC3kV 以上

（2）雷サージ電圧 ：6kv、1.2/50μs の三角波で絶

縁破壊しないこと。

（3）最高使用温度 ：100℃
（4）10 カ国安全規格

（2）炎の継続は 1cm 以下かつ 1sec 以下のバリスタ

完成品メーカが製品の発火を防ぐためのバリスタ

の条件を部品メーカに提示した事例を示す。

バリスタの炎によるプラスチックへの着火の可能

性を減少させるため、バリスタの発火に対する仕様

は次の２点である。

第一に、IEC60950 4.7.3.2 では、発火源と可燃

性のプラスチックの隔離距離は、13mm 未満と定め

られている。バリスタと可性プラスチックの隔離距

離は、バラツキを考慮して 10mm 以下にすることを

目標とする。

第二に、ポリアセタールや ABS 等の可燃性プラ

スチックの鋭利部分は、1.0s 以下の炎の暴露では着

火しないので、バリスタの炎の継続時間は 1.0s 以下

に低減させる。

この二つの数値目標を同時に達成して、バリスタ

の発火による電子機器の出火を確実に防止する。

炎が発生する要因は、外装樹脂のエポキシ樹脂が

燃焼しているからである。外装樹脂の材料と量を変

更することで、炎の高さと継続時間を低減すること

ができた。



4.7 ヒータの電気保護回路の設計思想

ヒータやランプを利用する複写機、電熱器、炊飯

器、コ―ヒメーカ等の電気保護回路が有効に機能し

ない場合、製品の発火にとどまらず、家屋の火災に

なりうる。

故障条件として、トライアックのショートモード

の故障、サーミスタとヒータの検知部との乖離、温

度制御回路の電子部品の異常等の理由で、ヒータが

連続点灯する可能性がある。

その際、温度ヒューズあるいはサーモスタットでヒー

タの連続点灯を遮断して安全が確保される。

温度ヒューズやサーモスタットが 100％作動するこ

とが保証されていることが前提である。

しかし、100％保証は現実的に不可能である。通

常は度ヒューズやサーモスタットが動作しない故障

条件を考えた二重故障モードを想定した設計思想に

する。

トライアックのショートモードの故障などの単一

の故障条件が発生したとする。温度制御用のサーミ

スタ（a）とは別個に設けた異常温度検知用のサー

ミスタ（b）で温度を検知して、リレーで電流を遮

断する。ここで第一弾の安全確保ができる。

次に、第二弾の安全確保として、上記のサーミス

タを利用した電気保護回路が機能しない場合、温度

ヒューズあるいはサーモスタットでヒータの連続点

灯を遮断し発火を防ぐ。

この場合、電子・電気部品の信頼性、温度ヒュー

ズやサーモスタットの取り付け等の製造工程の品質

管理が重要である。

このよう実際の故障条件を加えた設計思想で市場の

思わぬ発火事故も防ぐことができる。

4.8 機械的対策をする

機械的対策とは、電子・電気部品と近傍のプラス

チックの間の距離をとる、あるいは、電気部品を金

属カバーで覆うなどの方法を言う。発火しても、プ

ラスチックに炎を暴露させない方法である。

対策の有効性を確認するには、検証方法に工夫が

必要であるので、以下に注意点を示す。

・電気・電子部品からの炎とプラスチックを隔離す

る。炎の継続時間と高さ・広がりの数値を量的に把

握する。

・電気・電子部品とプラスチックの間に難燃材ある

いは金属を設置する。思わぬ隙間を作らないように

する。

・電気・電子部品を難燃材あるいは金属で覆う。内

部温度上昇による電子・電気部品の寿命への影響を

考慮する。



4.9 隔離距離の検証の自動化

隔離距離の測定とは、電気・電子部品とギヤ（Ｈ

Ｂ材）等の距離間隔を評価することである。あらか

じめ決められた隔離距離より離れている場合は、延

焼の可能性がないと判断する。通常は、試作品の現

物で評価する。

機械設計者と電気設計者が連携して、電気部品と

ギヤ（ＨＢ材）等の間の距離を自動的に測定するシュ

ミレイション・ソフトを作成した。

電気部品が発火した場合、その種類で炎の高さが

異なることに着目し、目視で評価が困難な構造でも、

電気部品（発火源）と近傍のギヤ（ＨＢ材）等の可

燃物との 3 次元的な隔離距離の評価が可能となり、

評価漏れを防止できる（図 14）。

5.おわりに

電子機器の製品安全の危険源には、電撃（感電）、

火災（発火、発煙）、熱（やけど）、機械的危険源

（怪我）等がある（表 3）。

対策の第一は、それらの危険源に対して、本質的な

対策をしてリスクを低減することである。

それが不可能な時に、電流ヒューズ、温度ヒューズ

等の電気保護部品を使用して、リスクを低減する。

感電、やけど、怪我等の対策には、危険源となる高

電圧部分、熱源、回転部を鉄板で覆う等の対策は、

機械技術者の役割である。

本論文では、これらの危険源の一つである火災（発

火・発煙）への対応の際、境界領域での機械技術者

と電気技術者の協働が大切であることを述べてきた。

電気・電子部品の信頼性、安全性は電気技術者が扱

う分野と思いがちである。確かに電気・電子部品を

選びそして使いこなすのは、電気技術者である。

しかし、電子機器の発火防止の対策を考えた場合、

製品全体から見れば機械技術者と電気技術者の協働

は欠かせない。両者の意思疎通こそ発火事故や故障

を防ぐ秘訣である。
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