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この冊子を完成した背景

事前に大手電気メーカから質問を整理したレジメをいただき、それに合わせて私の今ま

でに公開したスライドを当てはめてスライドを作成しました。この冊子は、2020 年 1月 22

日、大手電気メーカにて 1 時間半の講演をおこない、その音声記録とスライドを合体させ

言葉の修正、整理、内容に少し追加して完成させました。
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はじめに（挨拶）

皆さん、こんにちは。渡部利範です。

今日は御社で講演を行いますが、引き受けるかどうか随分迷いました。恐らく苦労して

いることは全く同じだろうということが頭に浮かびまして、引き受けようと決心いたしま

した。

キヤノンを退職して 12 年になります。その間にたくさんの技術者と大学の先生にお世話

になりました。東京都の信頼性・安全性研究会では、ここにいらっしゃる F さん、I さんた

ちとも何度もお会いしています。馴染みの仲間という感じです。

今日の講演は、電気製品の安全設計思想というタイトルです。安全設計思想について体

系的に考え出したのはここ 7～8 年で、キヤノン時代の頃は考える余裕はなかったです。今

日は、みなさんに体系的にまとめて話したいと思います。

御社から頂いた質問レジメは、非常に優れており、筋が通ったレジメでした。それを講

演の章ごとのタイトルにしました。これに沿って私の説明用のスライドを当てはめていき

ます。こういうことで私も随分整理になりました。

ピンポイントで説明することができます。スライドはたくさんありますが、御社が作っ

た表紙スライド（質問レジメ）が 30 枚ほどあります。私は説明する内容は 70 枚くらいで

す。

1. 安全に対する世の中の傾向について

1.1 各業種における安全性の考え方

（御社が聞きたいこと：消費者とメーカで乖離がある中で各業種における安全性の考え方

を知りたい）

ここでは、各業種における安全性の考え方、これを説明したいと思います。これからお

見せするほとんどのスライドは、私がキヤノン時代に活動をしてきて公開された資料をみ

なさんに提供するという形になっています。

安全性の考え方は、製品によって異なります。特定水準というのは、飛行機や宇宙産業

です。こういったものは運転中に絶対に止まってはいけないという使命があります。それ

から特別水準。輸送機器、自動車、電車は停止する時に安全に止まらなくてはいけないと

いう使命を持っています。

標準水準というのは、我々が位置する業界です。止まっても生命に直接関わらないよう

におとなしく停止する、こういう設計思想が求められます。ですから、製品の機能や特徴

によって安全設計思想が異なる。

ここから今日の話がスタートします。
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図 1 安全性の考え方は製品の機能・特徴を考慮する

1.2 各業種の考え方のメリット/デメリット

各業種のメリット・デメリットです。ここでは車載メーカと我々が位置する電気業界、

特に複写機・プリンター、こういったものと比較をしていきたいと思います。

図 2 車載部品と民生部品の保証

これから述べることは、私の仕事の相棒である車載関係の技術者、その方と何年か仕事

をしていろいろ教えていただきました。事務機業界の弱点が浮き彫りにされました。車載
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部品と民生部品の場合は、前提条件が全く違います。車載の場合は全数保証が前提になっ

ています。民生部品の場合はロット保証ということです。

車載の全数保証の考え方は、理論武装した寿命設計ということで、非常に理論的に、リ

スクを考えて設計するというのが車載の全数保証の意味です。民生部品のロット保証の意

味は、皆さんもよくご存知だと思います。ロット管理とは、仕入・製造等の業務で発生す

る製品単位（ロット）ごとに製品を管理することです。

保証する場合、いろいろな環境条件を変えて実験します。試験温度では、事務機と車で

はその温度差があるのは理解出来ます。民生品は、時間軸が 1000 時間、車載の方は 2000

時間を基本にしています。事務機メーカでも、電気部品のエージング試験などの場合には

2000 時間を要求している会社もあります。

電気部品に対し全数保証を求めるか、ロット保証を求めるかによって、全ての安全設計

思想や工程管理、末端部品工場までの管理手法を決定しているのではないだろうかと私は

考えるようになってきました。

例えば、我々が非常に重要視している温度ヒューズやサーモスタット、燃えたら危ない

電気部品などについては、車載業界の全数保証の考え方を取り入れることは非常に有効で

はないかと思ったことがあります。我々の身近な車の業界から学ぶということは非常に有

意義だと私は痛感しています。

なぜかといいますと、私の仕事仲間の方は ECU、エンジン関連の実装基盤を設計し、工場

で製造したそうです。この方によると、車両一台に多数の ECU(電子部品)が搭載されるので、

電気電子部品が壊れた場合にどういうリスク、どういう被害が起きるのを十分に考えて部

品を選定し、エージングテストをするのだと言っていました。「壊れた場合はどうするの

か？」ということが前提です。そこが私とちょっと違って、ハッとしたところです。いつ

も必ず「渡部さん、壊れたらどうなるの？」と言うのです。

図３ 1 個の電子部品不良が車両故障に繋がる
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ビッグサイトに行った時にトヨタさんのプリウスの大きなインバーターが展示されてい

ましたので、写真を撮ってきました。特徴的なのが、ユニットが電気部品満載です。ネジ

止めがありますから DC 大電流の 30A クラスが流れていると予想されます。車の場合にはこ

ういったものが搭載され、長い時間運転され、低温・高温・振動、そういったものに耐え

うるだけの強固な電気・電子部品、あるいは接続部が成立されているということです。複

写機とはまるで世界が違うという感じがしました。

          図４ プリウスの大きなインバーター

これから、車載業界ではどんなことが一般的に行われているかを皆さんに簡単に紹介し

ます。車載業界では、FMEAの実施が必須ということです。アメリカの車メーカの GE やフォ

ードとか、そういった会社は昔から FMEAを実施することを義務付けていると、これが車載

業界のグローバルスタンダードになっています。

逆に言えば、FMEA をキチッとやることが、電気部品を車メーカに納品するときの必須条

件になっています。最近は世界一流の家電メーカもFMEA を必須として要求しています。そ

の会社のマニュアルを見ますと、車載業界のルールを勉強しろとキチッと書いてあります。

今や世の中は、グローバル的には車載業界の考え方が主流になりつつあるというのが大き

な流れだと私は判断しました。

再発防止から未然防止へということで、車載業界では末端工場まで徹底管理するという

ことです。例えば小さな電気部品でも、その工場・会社に行ってつぶさに工程を管理して、

FMEA に関する質問、それを保証するデータを求めるということを実施しています。

私は現在、中小企業の電気部品の会社に常駐顧問として勤めています。そこにトヨタさ

んが来ました、本社から二人。面食らいました。FMEA をやれと言われても、全員やったこ

とない。そういうことで、私も痛切に感じました、車載業界は徹底して管理するという印

象を受けました。
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家電、複写機などの各メーカの安全に対する考え方

～各業種ごとの強み弱みの話～

（聞きたいこと：家電、車、複写機などの各メーカの安全に対する考え方について）

電気業界はどうなのだろう、ということで皆さんに紹介したいです。家電、複写機など

の各メーカの安全に対する考え方について簡単に紹介したいと思います。

日立様の家電品の経年劣化への対応、2012 年から１年間行った日本能率協会主催の耐用

寿命研究会というのをやりました。向殿先生が主査でして、私たちが声をかけて日本企業

の参加を呼びかけました。14社ほど集まりました。

この会社の中には、家電メーカは当然として、事務機メーカ、車メーカなどが集まりま

して、活発に議論されました。日立様はこの時にすでに、PS アワード大臣賞(2007 年)をと

っていました。快く引き受けてくれました。

日立様の持論に、「死に様試験」という有名な試験があります。当時ヨーロッパから輸

入したモータ用コンデンサが発火事故を起こし、冷蔵庫や洗濯機に大きな被害を出したと

いう社会的な問題になった事件がありました。

図５ 燃焼試験室

その時に日立様は「これではいけない」ということで、コンデンサを強制的に発火して、

その発火した炎が冷蔵庫にどういう影響を与えるのか、影響を与えるのであればコンデン

サを板金で覆ってしまえと、こういう封じ込め作戦が「死に様試験」なんです。
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その「死に様試験」がしっかりと死に様を捉えていることを確認する為に燃焼試験室を

作り、ここで実験をするのです。キヤノンでも日立様を招待しまして、死に様試験を紹介

してもらいました。我々も日立様の真似をしてコンデンサを燃やして、死に様試験、キヤ

ノンでは強制発火試験と言いました。これをやりまして、複写機の安全性の確認をしてい

ました。

日立様の死に様試験の紹介は、ホットワイヤ試験です。15W以上の電力を使用する電気部

品にワイヤを巻き、ワイヤに電気を通して加熱させて燃やすという実験です。最終目的は、

その蓄熱によってコネクタが燃えて、そのコネクタの炎が近傍のプラスチックに着火し、

冷蔵庫が発火するかしないかということを確認する実験です。コネクタが発火しなければ

いいのです。これが日立様の死に様試験です。きっと実験は大変だったでしょう。私も日

立様に行って見学してきました。すごく大変な実験だと痛感しました。

図６ ホットワイヤ試験

それから東芝テックさんです。東芝テックさんでやっている検証というのは、当然皆さ

まの会社でも十分やられていると思います。東芝さんはこの年の 2 回目のエントリーで PS

アワードの大臣賞(2009 年)をとったのです。その時に私も現地調査で東芝さんに行きまし

た。

その時に感じたこともたくさんありました。大臣賞をとり、耐用寿命研究会に参加して

いただいて、実際にやられていることをみんなで研究しました。東芝さんは、図 7 の１安

全設計方針から 15 の廃棄時の安全まで一連の 15 項目を徹底して、愚直にやっていたとい

うのが非常に印象深かったです。それから R-Map を利用してリスクの検証をするというこ

とをやっていました。特に寿命設計が行われたというのが印象深かったです。

ここまでが車業界と家電と事務機のレビューをしました。これからだんだんと本論に入

っています。
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図７ 東芝テック様の事例

2. 製品の安全性について

2.1 製品は何故燃えるのか

なぜ製品が燃えてしまうのかということです。電気部品が発火して大きな炎を出して近

くのプラスチックに着火する。その炎が外装カバーを燃やし、プラスチックが垂れ落ちて、

下のプラスチックが燃えてしまうというのが単純なメカニズムです。

電気製品がなぜ燃えるのかです。図８が話したことをモデル化したものです。この赤い

部品が電気部品です。私にはバリスタに見えます。こういう燃え方はバリスタです。電解

コンデンサこうではないのです、爆発ですから。

ちょうど上にあるポリアセタール樹脂、POM といいます。非常に燃えやすい樹脂なんです。

プラスチックの中でも一番燃えるのがポリアセタール樹脂です。POM、これに着火してそれ

で大きな火災事故になるというのが事務機の事故の大きな流れです。



12

図８ 電気製品が燃えるシナリオモデル

プラスチックの炎で燃焼するメカニズムがもえるとはどのようなことか？プラスチック

は、炎が当たって一旦溶けるのです。その溶けた時に近くにスパークとか炎があれば着火

するというのがプラスチックの燃えるメカニズムです。

これは当時、名古屋大学の武田先生のセミナーに行った時に教えていただきました。「そ

うか、溶けるのか」と、「だから耐熱温度が大事なのか」と。紙は溶けません。「そうか、

プラスチックは一旦溶けるのだ、ここがポイントだ」とピンときたのです。そこからプラ

スチックの燃える・燃えない事の勉強が始まったのです。やっぱり大学の先生はピンポイ

ントで良いことを言います。ハッとしました。

図９ プラスチックが炎で燃焼するメカニズム
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これがローソクです。上にあるのが POM のギャアです。ギャアの歯先が尖っているとす

ぐに溶けます。動画を見てください。POM は青白い炎を出します。だいたいローソクの炎が

当たってから 1.7 秒で溶けだして燃えます。端を見てください。青くなって燃えている時

は、もう溶けているのです。一番着火しやすいのです。これが複写機の中にたくさん入っ

ています。これは大変だということです。ローソクより燃えやすいのです、それは後で説

明します。

図 10 ローソクと POM のギア

ここで、電気部品が燃えてプラスチックに着火し時にどういう状態になるかという動画

を見たいと思います。これは古い扇風機です。扇風機の中にあるモータ用コンデンサがこ

れです。絶縁紙が劣化してそこが熱くなって、炎を出してしまう。その結果、炎が扇風機

の外装カバー(HB)に着火して大きな火災になるというので、2010 年の頃に扇風機の火災事

故が多発したのです。実験で NHK がこの状態をビデオで撮ったということです。

コンデンサと外装カバーが 3cm くらいしかないですから、容易に着火してしまいます。

外装カバーが燃えやすい HB ですから、大火事です。ここで皆様に理解してほしいのは、燃

えやすいプラスチック、この存在が家電製品・事務機製品が大きな火災になる根本の問題

ということなのです。火災の根本の問題はプラスチックなのです。プラスチックは石油か

ら作られているのです。もともと燃料ですから。燃料に燃えにくい素材を入れて固めてい

るだけなのです。
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             図 11 扇風機の火災事故が多発

2.2 複写機と家電製品との構造(造り)の違い

（聞きたいこと：複写機と家電で使われている樹脂量の比較）

複写機と家電製品の構造の違いについて説明します。複写機と家電で使われている樹脂

量の比較という質問レジメがありました。複写機にはたくさんのプラスチックが使用され

ていて、重量比で 60%くらいのプラスチックがあります。これは一度、複写機を一台分解し

て計ったことがあるのです。複写機・プリンター・タイプライターとか。そうしたら、複

写機は 5０％～60%とか、今はもっと多いかもしれません。インクジェットプリンターはも

っと多いです。

複写機は約 55 種類の電気・電子部品で構成されています。一個一個数えたのです。重量

比で 50～60%の石油原料のプラスチックが使われていると、さらに電気・電子部品と近接し

ています。近接している、ここが家電と違うところなのです。

電気・電子部品が炎を出して燃焼してもプラスチックに着火しなければ複写機の火災に

はならないのです。プラスチックが着火する時には、加熱・アーク・燃焼、この 3 つのど

れか、あるいは同時に起きてプラスチックに着火してしまいます。

皆様、頭に描いてほしいのは、コンデンサやバリスタが燃えるのはわかりますね、接点

もスパークが出ます。このアークというところです。それから現像機のドラムに写すとこ

ろも接点があります。接点も危ないです。

レーザービームプリンターもプラスチックが使われています。紙を覆っている透明の部

分、これはアクリルです。アクリルは最高に燃えます。ドロドロになって燃えてしまうの

です。アクリルは怖いです。燃えてタラタラと垂れ落ちます。そういう実験をして、怖さ

を体感して確認することが大事です。



15

図 12 プリンターにはプラスチックが多く使われている

家電では電気部品の近くに樹脂を置かない

家電製品の構造を紹介します。家電製品は電気部品の近くに樹脂を置かない。ドラム式

洗濯機&乾燥機、これは家電メーカーに見学に行った時に写真を撮ってきました。

白物家電というのは伝統的な形ですから構造が決まっているのです。小さくする必要が

無いです。小型洗濯機なんて必要が無いのです、大きい方が良いですから。プラスチック

は少ない。特徴は、水を使いますからゴムホースがあります。ゴムは難燃化が難しい。

これを見てください。AC モータのコンデンサを巻線から離しています。これはモータのコ

ンデンサが燃えるとよく知っているからです。ちなみにこの家電はドイツ製です。
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図 13 家電製品の構造

図１４は、コーヒーメーカです。このコーヒーメーカは高級マンションに納品する備え

付けの個人宅用コーヒーメーカで約 40万円です。何しろマンションが 5 億とか 6 億ですか

ら、40 万円なんて誤差範囲なので、高いコーヒーメーカを購入できるのです。このシーズ

ヒータの中を見ますと、余裕を持って作られています。コーヒーメーカは小さく作る必要

が無いですから、設計の考え方が違うのです。ですから余裕をもって安全を重視したもの

が作られているということです。
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図 14 安全重視のコーヒーメーカ

2.3 キヤノンの安全の考え方(当時)

（出典：日経産業新聞フォーラム 2006 ものづくり安全と企業経営）

当時というのは 2005 年頃のことです。キヤノンの場合の安全性は、「法規制の遵守と実

質安全性の確保」というタイトルになっています。現在でも同じです。実質安全性という

言葉は、1980 年頃に私の上司が考えた言葉です。

図 15 実質安全性はキヤノンのポリシー
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法規制＋実質安全という考え方 ～なぜそのような発想になったのか？～

なぜ「法規制+実施安全」という考え方になったのかという事前質問がありました。私が

電気設計から安全規格の仕事に異動した時に、自分が評価した製品が市場で火災になって

しまうということがわかったのです。それが自分の評価に抜けがあったのか、それとも規

格自体に抜けがあったのかということは深く考えるところでした。

図 16 市場の市場で起こりうる条件（赤い部分）

それで調べてみると、「安全規格を順守していても事故が起きる」これが結論でした。

この青い部分は、基準の幅、基準の項目とレベルの高さなのです。赤い部分です。まず、

安全規格の一番の弱点は「電気部品そのものが燃える」ということは想定していないとい

うことです。それから「二重故障」は想定していない。「経年劣化」も想定していない。

「製造ミス」も想定していない。「半田クラック」も。つまり市場で頻繁に起きている市

場事故の原因は、実は安全規格の中ではチェックされていないということなのです。です

から当然ここに力を入れた実施安全の活動が必須です。

例えば、安全規格認証部品でも発火します。でも複写機の安全規格の認証を取る時、認

証部品は発火しない前提で認証をとります。矛盾してしまいますから。認証部品でも使い

方の間違、使用条件が違えば当然燃えてしまう、壊れてしまいます。この例として書いて

いるのは皆様全部経験しているのではないかと思います。
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図 17 安全規格認証部品でも発火する

法規制+実質安全の事例

（聞きたいこと：当時のキヤノンの事例の話 法規制ではこうだったが、プラスしたなど）

事例１として、特定部品は社内認証制度で全数保証したということです。これはどうい

う認証制度かといいますと、車載業界のように、理論的にリスクを考えて保証するという

意味ではありません。一個一個の種類の違う電気部品の発火メカニズムを解明して、それ

に対して一番適切な安全設計思想を立ててひとつひとつ丁寧に解決します。それをさらに

メーカーさんにロット保証してもらう、ロットから何個か抜き出して試験をしてもらう、

そういう認証制度です。工程審査もやります。

ノイズ吸収用フィルムコンデンサやアルミ電解コンデンサ、バリスタ。それから温度ヒ

ューズやサーモスタット、特にサーモスタットはメーカーさんと共同開発して、例えば IH

ヒータにピッタリのものを開発するとか。これらの部品は社内認証制度で全数保証しても

らうという活動をしてきました。
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図 18 事例１ 全数保証

もうひとつ大事なのは、電源品質です。車は品質の良いガソリンで動きます。我々の複

写機も品質の良い電源で動くように作られています。ですから電源品質の事情の悪いもの

が製品に入ってくると、製品が誤動作、故障、部品が壊れてしまうということです。

それで電子機器にはたくさんの基準、国際規約がありまして、これらの基準をパスして

市場に出ます。しかし、市場では多々事故が起きるということがあります。考えられる理

由の一つは、公的基準に漏れがあるのではないかということです。

図 19 事例２ 電源品質の課題
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コンセントの電圧を実測、世界 18 カ国 40 都市を訪問して、2001 年から 3 年ほどかけて

測定した仕事がありました。このとき、最初はどうやったらいいかわからなかったです。

工業会を通じて御社に聞きに行きました。丁寧に教えてくれました。御社は上海での測量

が終わったと言っていました。

それを聞いて、社に戻って「御社さんがやっているのだから、キヤノンもやろう」とい

う話ですね。キヤノンでは 3 年間かけて全世界の測定ができました。この仕事は非常に面

白い仕事で、たくさん話したいです。今日は時間がないので話せません。最終的には観測

された波形は 78 イベントありました。分類すると 4 種類でした。

図 20 3 年間かけて全世界の測定
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最終的にはどういう波形かを分析しまして、これらの詳しい分析に関し、私の会社のホ

ームページに電源品質の論文が公開されていますので、ぜひ読んでください。（渡部利範・

株式会社テクノクオリティーで検索）

図 21 最終的な波形分析結果

3. 安全設計思想

それでは、安全設計思想の本論にだんだん入っていきます。安全設計思想を考えるきっ

かけは、私が経験した PL 裁判です。PL 裁判というのは、設計思想を争う戦いなのです。こ

こでポイントなのは「なぜその部品を選んだのですか」「なぜそういう回路設計をしたの

ですか」それを説明してください、という設計思想を聞くのです。

図面を見て「ここが安全回路です」と、「なぜここにサーモスタットを置いたのですか」

と。図面にはその設計思想は記入されていません。この裁判は勝訴したのですけれども、

勉強不足を痛切に感じました。

それから私は「設計思想」という言葉がすごく頭に残りまして、設計思想とはその設計

者が考えた様々な目指す姿や指針、理由や根拠、そういったものではないかと、それが自

分なりに考えた「設計思想」です。

最終的にはコンデンサや定着器の二重保護回路、プラスチックの着火性についての安全

設計思想を明確にし、基準化しようと決心しました。それをこれから皆様にお話しします。

何かをするときは「決心する」ということが一番大事です。「やる」という心構えで全

て決まります。
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図２２ 設計思想とはなにか？

3. 発火防止設計

3.1 電気部品が発火したらどのくらいの炎が出てしまうのか。

（聞きたいこと：こんなに大きな火が出てしまうという話 想像以上の大きさ、時間の炎

が出てしまう。）
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次は、発火防止設計の話です。電気部品が発火したらどれくらい炎が出てしまうかとい

うことを説明します。これは動画です。動画で説明しながらお話ししていきたいと思いま

す。これが発火源です、たくさんありますけども代表例をあげました。

図 23 代表的な発火源

電子部品の発火現象をご紹介します。図 24は、フィルムコンデンサです。フィルムコン

デンサを絶縁破壊させながら、耐圧試験機の感度電流（MAX100mmA）を流し続ける。100mmA

ですから、0.1A です。こうしますと、パチパチと破壊するに従って、中のフィルムに穴が

空いて燃え出します。それで一瞬大きな炎を出します。100mmA 以下です。つまりフィルム

コンデンサというのは、1A の電流ヒューズでもフィルムコンデンサは燃え続けます。実験

で確認しました。

フィルムコンデンサの設計思想は電流ヒューズで発火を防ぐことはできない。いかにフ

ィルムコンデンサを強くするか、フィルムを厚くするとか、こういう方法がフィルムコン

デンサの安全設計思想です。そういうコンデンサをコンデンサメーカーと一緒に作っても

らうということをやりました。
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図 24 絶縁破壊し耐圧試験器の電流（MAX１００㎜ A）を流す

次はアルミ電解コンデンサ。アルミ電解コンデンサは定格電圧の 1.5 倍以上、1.7 倍くら

いかけると爆発するのです。今日は音を消しているので、びっくりしないですけどすごい

音なのです。こうやっているうちに、爆発します。キヤノンでは、複写機の中にコンデン

サを入れてこういう実験をしたのです。強制発火試験という試験です。すごく危険です。

図 25 定格電圧の 1.5 倍以上の過電圧を印可する

次はタンタルコンデンサです（動画を披露した）。タンタルコンデンサというのは逆接

続してもすぐには壊れないのです。市場に出てかから 5 年くらいして燃え出すのです。タ

ンタルコンデンサというのは非常に厄介です。使うときは定格電流の 1/3 で使うとか、そ

ういったルールをきっちり守るということがタンタルコンデンサを使うときの設計思想で

す。こんどはトランジスタ。トランジスタが燃えるのは外装の黒いエポキシ樹脂のケース

が燃えるのです。エポキシ樹脂は燃えやすいです（動画を披露した）。これはカーボン抵

抗です。カーボン抵抗が燃えるのはだいたい 2秒以下です。
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図 26 カーボン抵抗に過電力を印加する

3.2 発火にはどれくらいのエネルギーが必要なのか

（聞きたいこと：ULは 15W としているが、更に低くても発火するという話）

発火にはどれくらいのエネルギーが必要かという質問がありました。これはほんの一例

です。面実装タイプのトランジスタでは２Aを 2 秒流すとか、こういったものでも十分炎は

出るでしょう。一番大事なのは、発火対策の観点からは、電子部品の発火しないエネルギ

ー値を求めることが大切なのです。そのエネルギーが小さなエネルギーであれば発火しま

せんから、近くにプラスチックがあっても火災にならない。これはかなり見極めが難しい

ですね。

図 27 電子部品の発火しないエネルギー値を求めることが大切

3.3 どういう設計ならば発火防止できたと考えて良いのか ～電流ヒューズの有効性～

（聞きたいこと：ヒューズなどの保護部品の有効性の話）

どういう設計ならば発火防止できたと考えてよいのかという質問がありました。事例と

してバリスタの話です。この場合は、電流ヒューズで防ぎなさいという文献や推奨する本

が出ています。バリスタの大きさに合わせて電流値を決めてくださいと。
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図 27 電流ヒューズでバリスタの発火防げるか？

それでやった実験は、リテルヒューズにバリスタを繋いで引火するという実験です。そ

の際は AC 電圧を印加する実験をしました。バリスタの場合は大きな加電圧を加えるとリー

ド線が取れてしまうので、こういった形でやりました。どのような燃え方をするかという

と、だいたいバリスタの一番外側はエポキシ樹脂ですから、これが燃えてしまいます。

これをビデオで撮りまして、あとから編集して燃えている時間とか、炎の高さとかを計

っていきます。これがまた地道な作業です。

図 28  実験回路と印可電圧波形
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図 29 バリスタの炎の高さと炎の継続時間の計測

結果的に、タイプ A とタイプ B を実験したところ、縦軸にヒューズの電流定格、横軸に

タイプ A とタイプ Bを並べて、1 個につき 3回実験するということをやりました。そうする

とタイプ A の場合には、5A～6.3A と電流値が大きくなってきますと、電流ヒューズが切れ

てもバリスタが燃えているのです。これでいくと、3.15A 程度の電流ヒューズであればバリ

スタの発火は防げます。電流ヒューズが大きいとバリスタの発火が防げないというデータ

です。

図 30 電流ヒューズで防げるのは 3.15A くらいまで

バリスタに対しては電流ヒューズで防げるのは 3.15A くらいまで。しかし複写機の場合

は電流値（15Ａ程度）が大きいですから、電流ヒューズでは無理だろうということです。
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バリスタの場合には外装の樹脂をエポキシ樹脂からフェノール樹脂とシリカの樹脂に変更

して発火防止したのです。

図 31 炎の継続は 1cm 以下かつ 1sec以下のバリスタにする

確認するのは、一番燃えやすいポリアセタール樹脂を置いてそれが燃えなければ合格と

いうことをやってきました。バリスタが燃えても２０mm 上のギヤ（ポリアセタール樹脂）

に着火しなければ発火防止できたと考える。

図 32 バリスタのギャアへの着火判断

フィルムコンデンサと電解コンデンサとバリスタ、これが一番役に立ったのが、電源品

質の仕事の対策に役に立ったのです。各地で過電圧が発生しバリスタが燃え、アルミ電解

コンデンサが防爆弁作動しました。でも今の 3 つの電気部品はその後設計思想を確立しま

したので、発火事故が起きなくなりました。
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3.4 発火"しにくい"と考えるか、発火"しない"と考えるか

（発火防止だけで十分なのか、更に延焼防止も必要なのかという話、キヤノンでは、発火

しないコンデンサやバリスタを開発しても 電源基板を板金で囲っている。どの電気部品も、

難燃性の高い部品で分離している。）

3.4 は、発火”しにくい”と考えるのか、発火”しない”と考えるのか否かです。発火防

止と延焼防止の二つの対策を同時に実施して対策する。これが基本です。

「電気部品を発火させない」というのが発火の防止という考えであり、延焼防止というの

がメカニカルな対策で「プラスチックに着火しないような構造にする」という趣旨です。

キヤノンの場合は、電気部品は電気部品で徹底的に対策するのに加えて、延焼しないよ

うに対策するということで、どちらか一方ではない。これが結論です。

電気部品については、ひとつひとつの電気部品に対して十分な発火メカニズムを解明し

て、それに対する最適な防御をします。それからヒータ回路には当然、二重保護回路にし

ます。それからサーモスタットには、すぐに働くようなサーモスタットを開発して対応し

ます。

このように、電気部品への対策と保護回路の充実で電気部品からの発火を防ぐのに力を

尽くします。

図 33 電気部品は電気部品ごとに徹底的に対策する

さらに延焼防止という点では、炎を遮断する。電子部品と近傍のプラスチックの間に板

金を挿入し、燃えにくいプラスチックを入れて遮断するという方法です。あるいは電気部

品からプラスチック部品の距離をとるという方法です。
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図 34 延焼防止の方法

防火エンクロージャーの場合は、もらい火対策も重要です。

図 35 防火エンクロージャ（外装カバー）はもらい火対策も考慮する

ここではプラスチックの着火という観点から皆様に説明したいので、次のスライドを用

意しました。

難燃グレードの V-1、V -0 というのは、着火した後にバーナーを試験片から遠ざけた時

の消えやすさの指標です。いかに早く消えるかというのが、難燃グレードの定義です。で
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も我々が防ぎたいのは、プラスチックへの着火なのです。どういうプラスチックが着火し

にくいのかが一番知りたかったのです。知りたかったのは、難燃グレードではないのです。

図 36 V－1、V－2 等の難燃グレードは消えやすさの指標

限界酸素指数というキーワードがあります。これは建築業界で建物やカーテンで使われ

ている言葉です。これは明らかに着火しやすさや燃え続ける程度を表すものになっていま

した。

ポリアセタール樹脂の限界酸素指数は、15.0。空気中の酸素は 20%です。でもポリアセタ

ール樹脂は 15%の酸素であれば着火する。いかに燃えやすいかです。ローソク(パラフィン)

は 16.0 ですから、ポリアセタール樹脂はローソクよりも燃えやすいという結論です。我々

はそれをたくさん使っているということなのです。調べたときに、これはかなりショック

でした。これは GE プラスチック社さんから教えてもらいました。この限界酸素指数という

のは着火するかしないかの指標にぴったりなのです。実測が非常に難しいのです。

実際に測定器メーカーさんに行って教えてもらってやりましたが、データが測れなかっ

たです。残念ながら。今でも着火指数の研究は進んでいでのです。

図 37 限界酸素指数というのは着火するかしないかの指標に適切
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3.5 延焼したら製品はどうなってしまうのか。

延焼したら製品はどうなってしまうのか。私の友人が実家で扇風機を燃やした実験で

す。燃えたプラスチックが垂れ落ちて下のプラスチックを燃やしてしまう。全部燃えてし

まいます。

図 38 扇風機を燃やした実験（動画）

3.6 どういう設計ならば延焼防止できたと考えて良いのか。

どういう設計なら延焼防止できたと考えて良いのか。これもすごく良い質問です。これ

は、延焼防止の定義のことです。

キヤノンでは、電気部品とプラスチックの距離を「隔離距離」という言葉を使っていま

す。電気部品と燃えやすいプラスチックの間に一定の基準化された距離が離れていれば延

焼しないとみなす。

隔離距離の測定とは、電気・電子部品とギヤ（ＨＢ材）等の距離間隔を評価することで

す。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し

ます。ＣＡＤでリスクの高い部分を検出し、現物・図面で精査します。
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図 39 隔離距離をシミュレーションで自動検証

基準化済みの隔離距離をもとにシミュレーションで自動検証しています。いままではス

ケールで測っていたのです。３次元モデルでメカの CAD 部門と電気の CAD 部門にお願いし

てＣＡＤを合体してもらいました。それで電気部品とプラスチックの距離を自動でシミュ

レーションするソフトを考えました。発火源検索ツールの実用化により、3 次元モデルに発

火源、難燃性、隔離距離の情報を入力しておけば、自動で全組合せの最短距離を計測し、

結果一覧を表示します。

2002 年頃にはだいたい実用化できました。あらかじめ決めたられた隔離距離よりも離れ

ている場合は、延焼の可能性がないと判断します。それまでは、小型機の隔離距離を測る

のが難しく、漏れが出たりして危なかったのです。見落としを防ぐために、これを考え出

したのです。

これは小型機には非常に役に立つのですが、大型機は時間が掛かり過ぎてしまって実用

化が難しいということがわかりました。

図 40 発火源検索ツールの実用化（メカの CAD部門と電気の CAD 部門の共同 ）

3.7 炎の大きさの想定/見極め方。大きさに影響する因子は何か。

3.8 樹脂への引火時間の想定/見極め方。引火時間に影響する因子は何か。

どうやって隔離距離を計算したのかということに絞られてきます。3.7 では炎の大きさの

想定/見極め方。電気部品が燃えた時にどうやって見極めるのかという質問。

3.8 では、樹脂への引火時間はどうやって見極めるのですかという、二つの良い質問があ

りました。これに対する我々の活動を皆様にご紹介したいと思います。
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まず電気部品の発火とプラスチックの着火を切り分けてデータを取りました。最終的に

は熱流体解析のシミュレーションソフトで融合させて隔離距離を決めていく活動をしまし

た。

図 41 電気部品の発火、プラスチックの着火検証を分ける

まず電気部品のデータの蓄積は、ここではバリスタとかアルミ電解コンデンサなどの大

きな部品ではなくて、プリント基盤に載っている積層セラミック、トランジスタ、トライ

アックなど小さな部品が対象になっています。これらの部品を直流電源で燃やして、熱電

対で火炎の温度、ビデオを撮って火炎の高さ、継続時間の最悪値を把握する実験を繰り返

して、数値を求めていきました。

       

図 42 炎の大きさの想定/見極め方

一方ではプラスチックの着火データの蓄積ということで、火炎はメタン、プロパン、ブ

タンなどのガスを購入してバーナーで実験しました。プラスチックは、POM、ポリエスタル
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樹脂とかポリスチレン樹脂とか ABS という材料です。形状は、平面、端面、ギャア、こう

いったもので繰り返し実験をして着火データを蓄積していきました。

図 43 樹脂への引火時間の想定/見極め方

特に難しいのは、電気部品の場合に炎の高さを測る場合に、非常に不安定です。それだ

けでは判断できないだろうというのが担当者の結論でした。シミュレーションを使った方

が良いのではないかということです。

最終的には現実とシミュレーションのものがぴったり合っているとかどうかを検証しま

す。それを数年かけてやりまして、結論としては電気部品ごとのきめ細かい隔離距離の設

計指針を基準化して全製品への適用を徹底しました。

例えば、特定の部品と POM の場合には××mm の距離を必ずとる、ということです。ただ

し、供給される電力が小さければ発火しないという結論が出ていますので、そこは気にし

なくて良い。長年かけた研究の結論を出しました。だいたい 5 年かかっています。そうい

ったことを繰り返しながら仕事をしてきました。
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図 43 長年かけた研究の結論を出した

3.9 発火防止と延焼防止のバランス

発火防止と延焼防止のバランスについての、我々の結論です。複写機には約 55 種類の電

気・電子部品があります。第一に一個ずつ電気部品に対する安全設計思想を確立していく

というのが基本です。簡単に言えば、電源コードのどこが危ないのか、インレットならば、

ヒューズならばどうかと、一個一個つぶさに安全設計思想を確立していくのが基本です。

電気・電子部品そのものに対策するというのがバリスタやフィルムコンデンサです。こ

れが一番危ない電気部品です。2 番目は、電気保護因子で対応するのは、サーモスタット、

温度ヒューズ。3 番目は、今お話しした隔離距離の話です。それからカバーで覆うとか、こ

ういったもので徹底するという結論に至ったということです。

図 44 発火防止と延焼防止の設計思想
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ひとつ上手くいった例です。これは発火対策したアルミ電解コンデンサです。燃えたり

爆発したりしません。実現した時はすごく嬉しかったです。3年半くらいかかりました。こ

れは今でももちろんキヤノンは使っていますし、家電メーカーも使っています。

図 45 発火しないアルミ電解コンデンサ

3.10 メカ設計とエレキ設計の協調設計

（聞きたいこと：上記バランスのために、メカとエレキの仲の取り持ち。上記発火防止設

計と延焼防止設計を踏まえ、メカとエレキの間を取り持つために、どう取り組んだかの話）

これからだんだんと話が設計者や本社部門とか事業部とか人間的な話になってきます。

この辺が非常に重要です。

図 46 は現像高圧接点部の放電です。高電圧部を考えるのは電気の設計の人で、回転接続

部の構造を考えるのがメカの人なのです。ここに高圧が来て、グルグル回るので回転接続

部にスパークが起きるのは当たり前なのです。スパークが起きるのになぜここにポリアセ

タール樹脂を使ったのだということです。でもメカの人は知らなかったと。電気の人とメ

カの人と意思の疎通がきちんとはかれれば、こんな事はなかったのではないかと。

図 46 製品の内部の現像高圧接点部の放電
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だいたい大きな事故というのは、設計思想の意思疎通ができなかったということが本当

に多いのです。痛感しています、落とし穴です。設計思想の共有不足、これはメカの先輩

は「境界領域」と言っていました。ほとんどこの「境界領域」で大きな事故が起きるので

す。これが結論です。今日一番言いたいのは、ここです。メカ屋さんは結構頑固な人が多

いです。燃えているのを見たことないなんて言いますから。そういう人には必ず HBを見せ

るのです。

図 47 陥りやすい落とし穴→設計思想の共有不足 良く話し合う

3.11 品本と設計との関係性 ：

（聞きたいこと：品本と設計の間を取り持つために、どう取り組んだかの話、品本の役割、

ミッション、行ったこと・設計の役割、ミッション、行ったこと）

もうひとつ、品質部門とか事業部との意思疎通ですね。これは私も力を入れたいところ

です。図 48 の年表を見ます。この赤い部分が実質安全をスタートした頃で、黄色い部分が

活発に活動していった頃です。バリスタ発火ゼロ委員会とか、怪我ゼロ委員会とか、2005

年には延焼防止基準の見直し完了とかあります。

（スライド出典：日経産業新聞フォーラム 2006 ものづくり安全と企業経営）

この赤い部分の実質安全活動をスタートした頃は、まだまだ小型複写機の事故が多く、

安心して眠れないということがありました。私の上司は「俺の枕は薄い。枕を高くして寝

むれない。」と、いつも言っていました。冗談と本気を言いながらやっていました。それ

が 80 年代です。

私がこの仕事に就いたのが 87 年の頃ですから、キヤノンを早期退職したのが 2007 年で

す。実質安全の仕事は 20 年くらいやっていたことになります。
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図 48 本社部門と事業部部門のベクトル合わず

困難だった実質安全活動のスタート

当時、私は製品安全技術部門に所属していました。安全設計思想の確立とかシミュレー

ションの開発をやっていました。私の仕事は、品質本部と事業部とどうやったら仲良くや

れるのかというのが一番の仕事でした。御用聞きみたいなもので、事業部をグルグル回っ

て、困った事はないかと話をよく聞いていました。

図 49 製品安全性のコア技術の開発・推進・展開
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大切なのは、心一つで事業部と協働で実質安全活動という事です。怪我対策をする活動

やバリスタ発火ゼロの活動をスタートするときに、私が必ず事業部に訪問し、私がお願い

したい委員を選んでもらい、グループを作り委員会活動をしました。

バリスタの活動をしたときには、結果、活動して達成したら解散します。怪我ゼロの活

動の委員会なども同じです。こう言った活動をずっとしてきました。

ゴキブリが FAX に入ってしまって燃えてしまったのが困り、ゴキブリゼロ委員会も作っ

たのです。委員会のメンバーが集まらなくて困り、委員長なんて誰もなりたくないのです。

最終的には 6 人くらいのメンバーでスタートしました。ゴキブリ委員会。名前が悪いって

怒られました。Ｇ委員会の名称に変更し、これも達成しました。

図 49 事業部と協働で実質安全活動

成功の秘訣はチームワーク

やっぱり成功の秘訣はチームワークです。キヤノンは大きい会社です。チームワークは

大切だと思います。キヤノンはやっぱりカメラ部門が主流ですから、カメラ部門には文句

言えません。カメラはコンシューマー製品です。売り切りだから、売ってから修理するな

んてとんでもないと。複写機部門は定期点検のサービスで故障を直している、何やってい

るのだと、こういうことが頭にあるから、なかなか相手にしてくれない。

そのうちカメラもだんだんと電気を使うようになってきました。アダプターとか使うよ

うになって、やっぱり事務機部門の電気の知識が必要なのです。それで「握手しませんか」

ということで、カメラ部門と事務機部門が合体して電気信頼性委員会は、大きな委員会に

なりました。
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そういうときには、カメラ部門の人を委員長にするのです。そうじゃないと上手くいか

ない。それもひとつのチームワークです。キヤノンではカメラは祖業です。キヤノンでは

カメラ部門は別格です。

3.12 過去事例 （エレキ：ハーネス経路）

ハーネスの事例ですけども、これは私が最近経験したことです。ハーネスの場合は圧着

がポイントです。カシメの部分が緩むと接触抵抗が起きてそこで発熱してしまいます。

これは動画です。この辺に隙間がありますよね。全体のカシメの部分の面積に対して、芯

線の本数×面積で割合を「圧縮率」というのです。これは車業界では常識で、車の場合は

「圧縮率」というのは必須検証です。

     

図 49 ハーネスの場合は圧着がポイント

これはサーモスタットです。ここの部分が熱くなってしまうのです。ここのカシメが弱

くて、熱が伝わって温度ヒューズのペレットを溶かしてしまったという事故です。赤くな

っています。
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図 50 サーモスタットのカシメ部の熱が温度ヒューズを動作させた

ここでわかった大切なことを皆様に伝えたいと思うのです。繰り返しになりますが、全

体のカシメの部分の面積に対して、芯線の本数×面積で割合を計算します。その割合を「圧

縮率」という言葉で言いまして、これが 70～90％が適切です。これは矢崎総業さんの特許

に書いてありました。この数値は色々な人に聞いてもなかなか教えてくれないですね。ひ

とつのポイントです。

最近、車業界ではこれをインラインで全数検査して、特殊な装置でもってして 100%を保

証しているので、車業界から我々が学ぶべきところだと痛感しました。
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図 51 「圧縮率」は 70～90％が適切

3.13 過去事例

（エレキ：セラコン）

次は、積層セラミックコンデンサ。先ほど隔離距離の話で５年間かけて仕事をしたと言

いました。その発端となった大きな市場事故の経験です。13mm 離れた黒い部分のセラミッ

クコンデンサが燃えて、プラスチックに着火してしまったという事故です。

基盤の裏に積層セラミックコンデンサがあるにも関わらず、13mm の距離の板金に穴が空

いていたのです。ギャアの歯先がぶつかるので。穴が空いていなければ事故なんか起きな

かった。これが境界領域の弱点じゃないです。

セラミックコンデンサは燃えていません。セラミックコンデンサが積熱して、その積熱

がエポキシ樹脂のガスに着火するというのが発火メカニズムです。

積層セラミックコンデンサは非常に事故を発生させるコンデンサです。割れてしまうと

いうことで。大きな電気業界では有名です。

ですから積層セラミックコンデンサのときには小さなチップ、抵抗とかトランジスタと

かいっぱいありますから、その辺まとめて隔離距離を取らないといけないわけです。それ

が先ほどお話ししたシミュレーションの話です。
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図 52 13mm 離れたセラミックコンデンサが燃えプラスチックに着火

3.14 過去事例

（メカ：バリ/エッジ）

過去事例でバリの件なのです。お手元に資料がありますので、これは時間の関係で簡単

に説明しますので、よろしくお願いいたします。

これも私がすごく力を入れていた仕事なのです。図面表記の「バリなきこと」というのは

どうなっているのだという、こういうことを唱えてもバリはなくらないんだということが

ありました。
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図 53 図面で最も意味不明な表現は「バリなきこと」

―――――――――――――――背景：文献より引用―――――――――――――

最近になって、バリに関するＪＩＳが制定されたが、現場レベルでの活用は進んでいない。

一般の機械加工部品でも、旋盤やフライスで制作される部品図では、この表現を用いるこ

とは少ない。総抜きや順送のようなプレス部品では、量産であるので、設計側と製造側の

了解は入念に行われる。図面だけでなく、作業条件、検査、限度見本管理などによってロ

ットごとによるバラツキは管理される。

ターレット・パンチ・プレスやレーザ加工で制作されるいわゆる中量・少量の板金部品

でこの表現「バリなきこと」が多用される。これらの加工は自動化が進んで比較的低コス

トであると理解されているので、後加工のバリ取り作業の工数の比率がコストに大きく影

響する。

部品メーカとしては、できれば一切バリ取りの後加工をしたくない。そこで許容される

バリのレベルを製造側に伝える必要があるが、これに確定した方法がない。面取りやＲ加

工を指示すると、寸法（たとえばＣ０．２とか、Ｒ０．２）を記入しなければならないが、

製造側として、このような寸法管理をバリ取り工程で行うことは不可能である。

できたとして、板金化するメリットがなくなるような価格になるだろう。だから、設計

はとりあえず「バリなきこと」と表示する訳である。「手を怪我しない程度にバリ取りし

てね」というお願いである。いい加減と言えばその通りだが、今では、これで何とか通じ

るようになっている。

問題は、概ねはこれで何とかものつくりはできるが、ときたま、とんでもないことが

起きてしまう。そのようなバリに関する問題が発生した場合、「バリなきこと」と書いた
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設計は圧倒的に弱い。結局泣き寝入りになるのだが、「バリなきこと」に代わる経済的に

容認できるレベルの表記がないのが現状だろう。

―――――――――――――――ここまで―――――――――――――――

最終的には板金のバリを作って、バリの切れ味を確かめて、バリに対する面打ち、R 面打

ち、C 面打ちを決めました。一番大事なのは、お客さんがどの板金の部分に手を触れるかと

いう、場所の特定が一番大事なのです。R 面打ち、C 面打ちは加工技術ですから、守ればな

んとかできます。

デザインレビュウの時に、どの部分に R 面打ち、C面打ちを打つべきかを特定しないと先

に進まない。ここが一番重要ではないかと思います。

バリが発生する理由はクリアランスのところで出てしまいます。これも取手工場に行

って教わってきました。

図 53 バリが発生する理由 クリアランスの大きさでバリの大きさが変わる

これは皮膚がどんな皮膚なのか？ということで、産業医の方から皮膚の組織を教えても

らいました。表皮というのは 0.2mm、真皮というのが 3mm。ですから表皮を切り傷で切って

真皮まで行くと血が出てしまうのです。さらに 3mm 行くと腱が切れてしまいます。表皮層

を傷つけない、これが一番安全なんですね。そういうふうに定義するということです。

女性は皮膚が薄いので、女性の皮膚を想定した対策をしようという考え方です。

ですから、お客さんが触るところは R 面打ち、丸みを帯びる。カスタマーエンジニアが触

るところは C 面打ちにしました。
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図 54 皮膚の組織

普段はバリを作るなと加工の会社に言うのに、バリを作ってくれと言ったら、不思議な

顔をしていました。でも「研究するのだ」と言って作っていただきました。バリの場合は

0.1mm あるとナイフと一緒ですね。ソーセージは表皮 0.2mm で同じですからソーセージを切

って実験するのです。

面打ちの原理。面打ちの場合は、ショット数が多いとだんだん効果がなくなってくると

いうことを教えてもらいました。だからショット数管理が大事です。
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図 55 お客さんが触るところ：R 面打ち カスタマーエンジニア：C 面打ち

最終的には、3 番の加工工場への面打ち作業の展開ということで、判断基準を明確にして

説明しました。現場ではどのように判断するのかという雛形や測定器を作りまして、世界

中の工場を周ったのです。中国、ドイツ、フランス、アメリカ、私もいろんな国に行きま

した。一番難しかったのは、海外の板金工場にこの考え方を伝えに行くのが一番難しかっ

たです。工場はたくさんありますから。

怪我ゼロは達成しました。この仕事は 5 年かかりました。メカの人とだいぶ仲良くなっ

て、メカ屋さんは怪我が無くなって大喜びです。メカ屋さんに何でも頼めますよ、借りを

作ったということです。そうやって楽しくやってきました。怪我ゼロ委員会は最終的に 50

人くらいになりました。みんなで頑張って怪我ゼロを達成したということです。

図 57 5 年かけて怪我ゼロを達成
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また、事務器械工業会の方にキヤノンから提案して皆様と一緒に活動しました。いかが

その成果物の一例です。

図 5６  事務器械工業会にキヤノンから提案

4.製品開発に関わる皆さんへ

あと数分ですけど、皆様に伝えたいことがありますので、最後に伝えて、私のプレゼン

テーションを終了したいと思います。これも I さんのレジメがあったらから話すんですけ

ど、無かったら話さないかもしれないです。

電気・電子部品の壊れ方の体系図というものを見てください。コンセント、電源コード、

インレット、バリスタ、フィルムコンデンサ、いろいろあります。今回は、ここのプリン

ト基盤のところだけ話をしたのです。ですから、半田クラックやヒータのことは、今回は

話していないです。今回は的を絞って、プリント基盤とプラスチックのところを話しまし

た。
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図 58 今回は的を絞ってプリント基盤とプラスチックの話

4.１ マネージャーへのアドバイス

（聞きたいこと：ぶれない判断をするためには、こういったルール/ガイドがあると良いと

いう話）

マネージャーへのアドバイスです。これは私の実感ですけれども、まずは安全設計思想

を論理的に明確にするというのが結論だと思います。これは御社なりの安全設計思想をキ

チッと立てるということです。私が何故そういうふうに思ったかといいますと、PL 裁判を

通してです。

電気設計者とか設計者は良かれと思って全力を尽くして複写機の設計をしたのです。ま

しては裁判に出るなんて想定していない。そういった裁判に設計者を絶対に出してはいけ

ないと決心したのです。設計者と一緒に現地に行って PL裁判の準備をしていたのですから、

設計者の気持ちがよくわかりました。私の仕事は「仲間の設計者を守るのだ」と、「設計

者を裁判に出してはいけない」と強く、強く思ったのです。

だから、今までぼんやりしていた設計思想をもっと明確にして、設計者の身を守るのだ

ということを決心しました。

ですから、何のために安全設計思想を明確にするのだという動機をはっきりさせないと

フラフラしてしまいますから、動機を明確にして決心することが大事なのだと思います。
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2005 年の頃にはなんとか達成できたのではないかと思います。たとえば、それが先ほど

話しました隔離距離の基準化です。今でもその志を継続していることはキヤノンのホーム

ページで確認できます。

4.2 製品開発に関わる皆さんへのアドバイス

（聞きたいこと：設計区：こう考えて設計すべき。こういった視点で確認すべき。という

話）

ビジネス設計に関わる皆様へのアドバイスは、先ほど話したようにメカ技術者と電気技

術者の設計思想の共有こそ、発火防止や故障を防ぐ秘訣であります。最終的には、設計者

同士の意思の疎通を図り、専門知識を共有して御社の製品の安全性を高めていくというこ

とが一番の基本ではないかと思います。

おわりに

今回、この講演の依頼があったということは、何か大きなきっかけがあったことは推測

できます。私たちも、何故 5 年間もかけて隔離距離の研究をやったのかいうと、それはそ

れなりのきっかけがあったから懸命にやったのです。5 年かけたってやらなくてはいけない

のです。7 年かけたってやらなくてはいけない。そういう思いがあります。

今回は皆様も同じ安全性を追求している方々からのご依頼ですから、きっと同じ気持ち

ではないかと思いまして、今日はここまで話しました。

以上です。ありがとうございました。
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あとがき

2020 年 1月 23 日

渡部利範

昨日は、予定どおり講演が終了しまして、安堵しております。

今回は、御社から頂いたレジメが大変良く、これにそった講演でした。

このレジメのおかげで発火防止と延焼防止の設計思想を纏める事が出来ました。

ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

以上
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想定質問に対する回答

1.安全対策について、やりだしたらキリがない、加えてコストもかかる。 どこまでやるべ

きか？どこまでやったら、OKとすべきか？

安全対策は複写機を構成する一つ一つの電気部品の安全設計思想をたてて、丁寧に対策す

ることが基本である。電気部品ごとに具体的に安全設計思想を考えてゆく。故、やりだし

たらきりがないという考えではなく、一つ一つ具体的に考えればよい。その中でコストを

考える。

2.キヤノンでは、発火しないコンデンサやバリスタを開発しても、電源基板を板金で囲っ

ていて、 どの電気部品も、難燃性の高い部品で分離している。結局、発火対策だけでは不

十分で、延焼対策も必要という事か？

一次側の電気部品、45.5Vp 以上の二次側回路は、プラスチックの間の距離を 10cm とると決

めてある。たとえ発火しないアルミ電解コンでも、できるだけ板金で覆う。プリント基板

にはたくさんの電気部品があるので結果的には発火対策と延焼防止の対策の二つを同時に

実施していることになっている。

3.当時のキヤノンの場合、メカ対策とエレキ対策のどちらが多かったか？また、それはど

ういった理由か？

上記と同じ、どちらが多いということはない。

4.H 社様の講演会の際に話されていたようだが、電解コンデンサの場合、N=100 で試験して

いた。N 数はこれくらい必要と考えているのか？また、何故 N=100 としたのか？

深い理由はない。しいて言えばショートする箇所は 4 ヶ所＋ボウバク弁=5 つ。この 5 つの

肝心なことを同時に N = 20 で検証した。

5.問題が起きた組織は危機感が高まるが、組織が遠くなるにつれて意識が希薄になる。社

内での取り組みについて、どうやって浸透させ、どのように維持させてきたか？
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繰り返しセミナーを実施して浸透させ、維持してきた。事業部の困りことを常に解決、横

断的な製品安全委員会を実施して製品安全の意識を高めてきた。それから日々の日頃の故

障解析を応援した。

6.安全文化の浸透、維持について、どうやって評価していたか？

自分達が作った技術基準の成果を常に市場事故との件数と程度でウォッチしていた。

7.社内で、安全性文化を醸成させるような取り組みを実施していたか？それはどういった

取り組みか？

まず、発火ゼロ、ケガゼロを目指すと決心すること。この決意が非常に大切である。

取り組むときは、部員全員が本気でゼロを目指すと志すことがポイント。ここから事業部

との委員会、現記会でのリード役を引き受ける。

8.量産時の組付けミスで問題が発生する事もある。そういった組付けができないような設

計も大事だが、どうしても組付けに頼らざる得ない箇所もある。そういった場合、組付け

ミスをさせないような取り組み方、考えはあるか？

取付けミスが発生する箇所を特定する。例えば、サーモスイッチ、温度ヒューズの位置、

ネジしめ、ソレノイドの金具取付けの配線のはさみこみ等、決まった場所である。具体的

に特定して工夫する。

9.H 社様の講演会の際に話されていたようだが、2000 年ごろには CAD では電気部品（発火

源）とギア等の引火先距離を自動計測するツールを作成されたとの事。必要な距離という

のは、部品ごとに試験して、炎の大きさのデータを持っていて、それを CAD に登録してい

ったのか？部品ごとの炎の大きさのデータは N=いくつくらい必要と考えているか？

N = 10 ものによっては 20 データの収集による

10.当時のキヤノンの場合、同業他社の製品を購入して、”安全性”という視点で自社製品

と比較するような活動は実施していたか？
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やっていました。設計部門は必ずやっていたので、我々も参加して時間割を決めてチェッ

クしていた。

11.当時のキヤノンの場合、例えば家電のような、複写機とは全くの製品を購入して、”安

全性”という視点確認し、自社製品（複写機）に取り入れるような活動は実施していたか？

やっていませんでした。

12.延焼防止できたかどうか、の話で、あらかじめ決められた隔離距離より離れていれば延

焼可能性なしと判断、とあるが、この隔離距離にはある程度条件制約が出てくると思う。

例えば、距離が同じでも電気部品とＨＢ材との位置関係が真上と真下では延焼の可能性は

変わるように思えました。その他、間に壁のような遮蔽物がある場合など実際の製品では

条件が様々だと思いますが、隔離距離と条件について何か考え方はあるか？

講演で説明済みである。

以上


