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1.はじめに（あいさつ）

みなさん、こんにちは。

今ご紹介に預かりました、渡部利範です。今日は宜しくお願い致します。このような、

皆さん沢山の前で、私の今までの経験を話せるということで、今回、やってきた仕事を振

り返ってみました。こういった場を設けていただいて、すごく感謝しています。この燃え

ない電気製品の追求というタイトルを見て心に響きました。「キヤノンにおける製品安全

活動」とか、ありふれたタイトルじゃない。いいタイトルだなとジーンときました。

私は、キヤノンでこのことだけ（燃えない電気製品の追究）をやってきたような経歴で

す。今日は、私が経験したいろんなことがありましたが、そのことを皆さんに紹介したい

と思います。私は、複写機の電気回路の設計者（モータ回路、ヒータ回路等）でして十年

ほどやりました。その後、複写機やプリンタを海外輸出するときには、アメリカの UL規格、

ドイツの規格、日本では電安法、安全規格の認証をとることが大切です。その仕事に就き

ました。

安全規格の仕事では、普通にきちんとやったのです。自分が評価した複写機がアメリカ

で焼損してしまう。裁判になる。こういうことを経験しました。私の評価が間違えていた

のか、安全規格に抜けがあったのか、考えさせられました。安全規格に限界があることを

痛切に感じたのです。

実質安全の仕事をしろと命が下った。当初は二人か三人で開始しました。40歳の頃です。

退職するまでやっていましたので、講演は 25年間くらいの話です。それを話したいと思い

ます。

安全規格に合格しても、市場では燃えてしまう。市場環境とか、使い方、二重故障、工

程不良です。故、本当の安全性を考慮しなければならない。これが燃えない電気製品の追

究の目的の一つです。それからもう一つ、複写機・プリンタというのは技術の進歩がすご

く早い。それに対応し、新しい安全技術で対応する。安全規格の技術基準の認証方法の工

夫、製品安全の性能の開発です。会社の仕組みを開発することもありました。

2.電気製品が燃えるとは電気製品を構成するプラスチックが燃えること

電気製品が燃えるとは一体どういうことなのだろうということを皆さんに紹介したい。

今日、皆さんの工場を拝見し、すごく大きな機械がありました。金属部品が非常に多い。

栃木の工場を見ました。エアコンはプラスチックをたくさん使われていました。製品が燃

えるのは、電気製品が燃えてプラスチックに着火して、大きな火災になる。これが延焼の

火災のメカニズムです。複写機ですとだいたい重量比で 40％から 50％くらいのプラスチッ
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クが扱われています。インクジェットプリンタになりますと 70％から 80％がプラスチック

です。プラスチックは元々石油から作られています。それを燃料と考える。そのように上

司から考えろと言われました。

3.電気製品はなぜ燃えるのか

プラスチックはどのように燃えますかと言いますと、この絵（図 1）をまず見てほしい。

黒い線が難燃材という燃えにくいプラスチックです。それから下の方に金属板があります。

それから緑色はプリント基板です。ここにバリスタとか、フィルムコンデンサがあります。

これらが過電圧やサージで燃えるのです。

バリスタが燃えますと、高い炎が出ます。上部にある燃えやすいプラスチックに着火す

る。燃えやすいプラスチックは、燃えたままどんどん垂れ落ちるのです。その垂れ落ちた

ものが下のプリント基板に落ちて、そこから大きな炎を出す。複写機の外部に災を出すと

いうことは、この垂れ落ちたプラスチックが底の板でどんどん広がっていってそれで一気

に燃え上がる。これが事務機の燃える様なのです。これは扇風機でも同じです。

バリスタという部品、これは雷サージを吸収する部品です。過電圧にすごく弱い部品で

す。今日は動画を何点か用意しました。通常、音声は入らないのです。今日は音声が入っ

ています。驚いた声とかいろんな音が出ます。それは皆さん臨場感ということでお願いし

ます。これは（図 2）バリスタです。上にあるのはポリエスタル樹脂と言いまして、一番燃

えやすい樹脂です。この 20センチ右上に着火したとします。ですからこの状態が複写機の

中にそのままあるのす。こんな状態です。

    

図 1 電気製品の燃え方             図 2 バリスタの発火の動画

4.日本における電気製品の安全を取り巻く社会環境

電気製品を取り巻く電気製品の社会環境というのを皆さんに紹介したいと思います。電

気用品取締法と昔呼びました。電取といいまして、これは、戦前に出来た法律（1935 年）
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で、今は電気安全法といいます。その後日本では、1995 年 4 月 1 日に、製造物責任法、所

謂 PL 法が施行されました。それから数年経ちまして色々な法律ができました。消費生活用

製品安全法が 2007年にできて一般消費者に渡る製品についてのリコール制度が厳格に確立

されたのです。

2007 年以前にも行政通達がありました。複写機が市場で火災が起きたときにはリコール

しなさいよという通達がありました。消費者庁が出来たこともありまして、2007 年一気に、

重大事故の報告義務というのが厳格に運用されました。火災が起きますと、一週間以内に

消費者庁に持っていかないといけないだとか、いろんなルールが出来たのです。

図 3 製品安全の法律

5.モータ用コンデンサのトラブルは繰り返す

それではモータ用コンデンサについてスポットを当ててみましょう。冷蔵庫のモータ用

コンデンサ、欧州からコンデンサを輸入し冷蔵庫から大きな火災が起きました。日本中で

大問題になったのです。この時に家電業界、特に Hさんは、死に様試験というのを確立し、

コンデンサを金属カバーで覆い、炎を製品内に閉じ込める方法を考えました。これは非常

に有効な対策方法でした。H さんにはキヤノンに来ていただいて、そのお話を聞いて、その

ままキヤノンも導入しました。事務機にとっては、家電は先輩です。その先輩の仕様を守

るというのが非常に大事なのです。当時も今も家電業界を常に意識して対策してきました。

2000 年に入って、エアコンや冷蔵庫や洗濯機のモータ用コンデンサで火災が発生しまし

た。これはアジアからのコンデンサを調達したのが理由なのです。このときには日本の大

手家電ではあまり火災が起きていないでのす。死に様試験をしていましたから。勿論キャ

ノンも大丈夫でした。
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図 4 モータ用コンデンサのトラブル

最近は扇風機の経年劣化ということで、長く使っていた扇風機が火災になってしまうこ

とがクローズアップされました。2007年の NHKのテレビ番組でやった動画を皆さんに紹介

したいと思います。

（動画：去年相次いだのは古い扇風機による火災でした。主な原因は電気を蓄えるコンデ

ンサの劣化です。このコンデンサは電気を貯めるための金属と絶縁用の紙がロール状に巻

かれています。しかし、長期間使用することによって紙が劣化し、絶縁性が低下すること

があります。そのまま使っていると、異常な高温になってしまうのです。こうした状態が

続くとどうなるのか実験しました。昭和 40 年台に製造された扇風機。コンデンサの破裂に

よって生じた火は、扇風機のカバーに燃え移りました。）

図 5 経年劣化：ＮＨＫ放映動画
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以上が今日の講演の土台作りというか背景を説明しました。皆様の会社からテーマを頂き

まして、そのテーマに対して私が説明するというスタイルになっています。本日のテーマ

は 4 つあります。

第 1章  安全な製品を作るうえでの重要なポイント

第 2章  過去の失敗事例や陥りやすい落とし穴

第 3章  部品の安全性(発煙・発火)や信頼性の評価方法や評価結果について

第 4章  H 株式会社（JCH）様エンジニアへのアドバイス

第 5章 最後に

これを順に話したいと思います。

1 章 安全な製品を作るうえでの重要なポイント

最初のテーマは安全な製品を作る上での重要なポイントについて説明します。私が皆さ

んに 30 分ほど伝えたいと思います。ここからは私の活動記録です。

1. 法規制の遵守と実質安全性の確保

キヤノンの安全性のポリシーは法規制の遵守と実質安全性の確保です。キーワードは、

実質安全という言葉です。私の上司が考えた言葉で、1985 年の頃から活動を開始しました。

法規制をベースに実際のお客さんの立場を想定して安全性を確保するという意味です。

1985 年は、複写機が大量に売れた年です。こんなに売れるのかというくらい複写機が売れ

ました。しかしその後のつけが周りました。フィルムコンデンサの発火事故、アルミ電解

コンデンサの爆発・発火、複写機に使っているヒーター連続点灯（暴走）です。ヒーター

を制御する半導体素子の短絡故障によるヒーターの連続点灯による発火、大きな火災事故

が起きまして、非常に問題になりました。

1985 年頃、本当の安全性を極めろということで、私は安全規格の担当から外れました。

このころ、私はキヤノンの安全規格の体制を構築した矢先でした。ホットとする間もなく、

実質安全性をやれとこの仕事についたのです。今まで安全規格で十分だと言った私が、安

全規格だけでは十分ではないと言い始めました。渡部君、昨日と言うことが違うではない

かと言われました。そんな中で実質安全の活動を開始しました。
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図 6 実質安全の概念

2.当初は困難だった実質安全活動

図 7 が実質安全活動の年表です。安全規格だけで十分じゃないかと言う方が沢山いたわ

けのです。私よりも年齢が上の方です。安全規格以上に何をするのだと。社内の抵抗勢力

みたいなものです。私は品質本部に所属していました。複写機部門の安全性を研究する部

門と品質本部のべクトルがあっていないのです。キヤノンとして、統一した考えでやる必

要があります。心を一つでやる必要があると私は決心しまして、活動を開始したのです。

キヤノン全体のベクトルを合わせることが肝心だと思いました。それには、各部門同志で

チームを組む。これに尽きると。

図 7 実質安全の歴史

3.その真っ先の仕事は死に様試験

キヤノンでは強制発火試験と言っていました。このスイッチング電源は 400W くらいの複

写機の電源です（図 8）。一次平滑用アルミ電解コンデンサとアクロス・ザ・ライン用フィ



11

ルムコンデンサ、この二つの部品の強制発火試験をすることが私の仕事です。このテスト

は、絶縁破壊したコンデンサに対策した金属カバーで覆い、それを全体の複写機の中に入

れる。複写機にはガーゼを被せ、絶縁破壊したコンデンサを強制発火して板金の隙間から

火が出るか出ないかを確認する試験です（図 9）。ガーゼに着火したら不合格ということで

す。

この電源が 2 社購買の場合、必ず 2 社ごとにやる。そのスイッチング電源にコンデンサ

を二種類使っている場合、2種類実験する。同じスイッチング電源に関して、2社購買の場

合には、四回やる。試験個数は三個ですので、２×3×3 ですから同じ試験を１８回するの

です。これは品質本部と事業部の電気設計者と事業部の評価部門、三者合同、試験は全て

チームで行います。

図 8 スイッチング電源：400W         図 9 強制発火試験

                 

4. フィルムコンデンサ

フィルムコンデンサを耐圧試験で破壊して、AC印加した状態を皆さんに紹介します。こ

の動画は複写機から外に出した部分です。この状態が複写機の中で起こっているというこ

とで頭に描いて是非御覧下さい。フィルムコンデンサの燃え方の特徴は、僅かな電流で燃

えて何度も何度も燃え上がるのです。一気に燃え上がるということではなく、長い時間か

けて大きな炎を出して燃える。フィルムコンデンサの燃え方の特徴です。消えたなと思っ

てもまだ消えていない。

それからこのフィルムコンデンサの短絡電流は 1Ａ以下のわずかな電流です。これでは、

電流ヒューズは動作せず発火を防ぐことはできません。延々と燃え続けます。墨になるま

で燃えます。その当時のフィルムコンデンサというのは、絶縁破壊して六秒くらいすると

すぐ引火するものが多かったです。それで色々研究しました。
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5. 一次平滑用の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 倍以上引火すれば、爆発発火します。これから

見せる動画は音が大きいですから、皆さんびっくりしないでください。過電圧を加えます。

これは電解液が気化して燃えているのです。それから中の電解紙も飛び出ています。紙が

燃えている状態ですね、電解液と紙が燃えています。この実験が終わったあとは、もう手

に汗がびっしょりなんですね。すごく危険な実験です。でもこれは必ずやらなくちゃいけ

ない。会社が決めたルールです。

そうこうしているうちに、キヤノンでは業界に先駆けて小型複写機の開発をしまして、

この小さな複写機の中にあのように燃えてしまうコンデンサを入れ、金属カバー対策にも

限界があると段々思うようになりました。そもそも燃えるコンデンサ自体が問題ではなか

ろうかと。

図 10 フィルムコンデンサ発火試験動画

          図 11 アルミ電解コンデンサ発火試験動画
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6.強制発火試験対策の限界そして～本質から対策を考える～

これが小型複写機（図 12）です。今後の小型製品を考えると、このフィルムコンデンサ

やアルミ電解コンを金属カバーで覆って対策する、そして発火しないことを確認するのに

も限界があると判断しました。

図 12 複写機の小形化             

ここから次の仕事が始まりました。そこで電気製品の発火防止の設計思想の構築という

のを考えだしたのです。当時は電気製品の発火防止の設計思想という言葉は、思いつきま

せんでした。これは後に考えた言葉です。本質から対策を考えてみようと、こういう基本

的な考えです。一つは、電気・電子部品そのものへ対策すること。コンデンサは、この表

の一番目です。それから複写機のヒーター暴走、こういったものは電気ヒューズやサーモ

スタットの保護素子で対応しようと。もう一つは、フィルムコンやアルミ電解コンデンサ、

ヒーター、それ以外の電気部品もあります。それについては機械的手法、つまり板金で覆

うとか、電気部品とプラスチックの間に燃えにくい材料を置くとか、こういったことで対

策しようというこの 3つの方法でやってみようと考えたのです。

図 13 本質的な設計思想
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7.電気・電子部品そのものへ対策する

7.1 フィルムコンデンサ

まず電気・電子部品そのものへ対策するというのを皆さんに紹介したいと思います。最

初は何と言ってもフィルムコンデンサです。ここに黒いケースのフィルムコンデンサと外

装が赤いフィルムコンがあります（図 14）。当時はこの赤いフィルムコンが主流でした。

これはディップタイプと言います。コンデンサフィルムをぐるぐると巻いて一番外側に赤

い粉をまぶし、粉を溶かして絶縁の外装カバーとするのです。

黒いケースのものは巻いた素子をプラスチックのケースに入れるという二つのタイプが

有りまして、主流はこの赤いタイプでした。我々はこの黒い方を実験し、なかなか燃えに

くいのです。いろいろわかってきたのです。

図 14 フィルムコンデンサの破壊方法

          図 15 フィルムコンデンサの絶縁破壊の差
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フィルムコンデンサの良し悪しの判断は DC 耐圧ですぐわかりますので、やってみました。

O 社、M 社、N 社、I 社とありますけれども、この O社の場合なら、5 キロボルトほどは耐圧

があり、色々なフィルムコンと言っても随分差があるのだということを痛感したのです。

ポイントは一体何か。調べだしました。一番は絶縁フィルムで、誘電体を形成する絶縁

フィルムの厚みと種類にポイントが有る。それからもう一点はマージン部といいまして、

電極の端部の隙間の部分です。この隙間、ここが均一でないとコンデンサを作るときにぐ

るぐると巻くと蛇行して狭くなったりするのです。それは品質が悪いのです。そういう風

に色々工場見学して、良く考えるとポイントが段々分かってくるということなのです。

図 16 フィルムコンデンサの絶縁性のポイント

フィルムコンデンサの燃え方の発火メカニズムです。まずフィルムの断面に局部的に弱

いピンホールがあった場合はそこでショートしてじわじわと燃えだす。それからマージン

不足のところではショートする。こういったことが段々わかってきたのです。この段々わ

かるまでに三年くらいかかっています。今二、三分で話しましたけれども、すごく時間が

かかっているのです。それでいちばん大事なのは、どういうフィルムコンデンサが複写機

やプリンタに適切だろうと、このようにぶれない設計思想を決める必要があるのです。

その時は、フィルムコンデンサの素子は難燃のケース入り、フィルムは二枚重のものに

して、雷サージに強く、燃えにくいコンデンサを岡谷さんの方にお願いしたのです。岡谷

さんも一緒に共同開発したというのがこのコンデンサです。1991 年～1993 年ごろです。
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         図 17 フィルムコンデンサの発火メカニズム

現在はこのコンデンサは改良に改良を重ねて優れたコンデンサになっております。これ

がフィルムコンデンサの話です。ここまでの実験を整理し基準にまとめて、岡谷さんのフ

ィルムコンデンサを部品認定し、キヤノンでは実質この岡谷さんのコンデンサだけ使用し

ました。それから、日コンさん、日立コンデンサさん、日通工さん、五社ほど認定品にな

ったのです。岡谷さんは、その後この雑音防止用フィルムコンデンサで世界の多くのシエ

アをとり、フィルムコンデンサの世界のトップメーカになりました。

図 18-1 燃えにくいフィルムコンデンサ認証品
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  図 18-2 燃えにくいフィルムコンデンサ

7.2 アルミ電解コンデンサ

当時新しい家に 200Vの電源が入りましたので、その時に中性線欠相といいまして、配電

盤のところのネジが緩み、アルミ電解コンに過電圧がかかる事故が頻発しました。海外で

は過電圧が加わって電解コンが爆発したという事故もありました。アルミ電解コンデンサ

は、昔から燃える電気部品だと言うことで誰も研究していなっかったのです。有名な専門

書（電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ 永田伊佐也著 平成９年２月２４日第２版

第刷発行）、日本のあらゆる論文を読んでも発火メカニズムは解明されていませんでした。

それなら、発火メカニズムを自分で解明しようとしたのです。

図 19 発火したアルミ電解コンデンサ
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             図 19 中性線欠相の事故

アルミ電解コンデンサが燃える三要素は、まず燃えるものがあること、電解液の気化ガ

スとか、電解紙です、それから酸素も空気中にある。それから火種、スパークです。実験

してアルミ電解コンデンサは、4箇所でスパークすることが判りました。スパークするのを

なくせばアルミ電解コンデンサは発火しないというのが結論になりました。勿論このエン

トリーした会社七社のコンデンサを何百個も変えまして実験をしたのです。それで毎日毎

日実験をひたすら実験するのです。一個一個ばらしてどこがショートしているかを調べる

のです。

結論を言いますと、この巻芯部については共通の課題がありまして、陽極箔と電極箔が

ぶつかって真ん中でショートしてしまうのです。座屈といいます。この座屈をなくせばシ

ョートしないと思ってコンデンサメーカーの人に頼むのです。

なかなかなか作ってくれない。アルミ電解コンデンサは昔からショートするものだよと

いうことなのです。それでも何度もお願いして、ある会社はやってくれました。試しにや

ってみようと言うことです。10 個やると半分くらいはうまくゆきました。うれしくて涙が

出ました。そこで、この部分についてはキヤノンで特許を取りまして、コンデンサの会社

に全部それを伝えてぜひとも作って欲しいとお願いしました。

図 20-1 アルミ電解コンデンサの発火メカニズム
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                   図 21-2 発火対策

この試作品を持ってきてもらった時に 100 個実験をします。その時に 100 個全て合格し

た時に、次のステップに進むというルール、約束です。90 個とか 95 個あたりまで行っても、

96 個で不合格になる場合があるのです。その時はやっぱり不合格なのです。ここでぶれな

いということが非常に大事でして、コンデンサの会社には本当に申し訳なかったです。泣

きそうな顔を何度も目にしました。でも駄目だと。このような研究を重ねて三年の経過を

経てショートしないコンデンサを作ることが出来ました。

完成したのは次の動画です。これは発火しません。このサンプルをばらして、ショート

しないのを確認するのです。結論を言いますと、七社エントリーして三社が達成してくれ

ました。このコンデンサを複写機、レーザビームプリンタ、インクジットプリンタ、デジ

タルカメラのＡＣアダプター、キヤノンの全製品に採用しました。一社ではキヤノンの注

文に応じることは出来ません。大量過ぎます。

               図 21 3 年の歳月をかけて完成した
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レーザビームプリンタだけでも 2,000 万個～3,000 万個です。インクジットプリンタで

2000 万個です。どうしても 3社から４社をパスさせたいと考えていました。このアルミ電

解コンデンサが成功した噂を聞きつけ、家電メーカも使い始めました。3 社はものすごい勢

いで製造してくれました。

次に、私は二種類のコンデンサの部品認定制度を会社に提案しました。目的は、信頼性

の確保です。この会社以外の部品は使ってはいけないのだという社内ルールを決めました。

部品認定制度については、社内に得意な部門があります。その部門の人に工場監査とかル

ール作り信頼性に関する分を専門家にお願いしてチームワークでやってもらいました。

1995 年から 23 年経過していますが、この二つのコンデンサの発火事故は、ゼロを継続して

いると聞いています。ここまでがコンデンサの話です。アルミ電解コンデンサの実験で 100

個の件は、妥協しないでよかったと思います。

図 22 アルミ電解コンデンサは発火ゼロ継続

8.電気保護素子で対応する。

コンデンサの活動をしながら、一方ではヒーターの暴走、つまりヒーターの連続点灯の

対策もしていました。実はこのヒーターの連続点灯防止が我々のやりたかった最大の仕事

だったのです。何故かといいますと、重要品質情報といいまして、市場で大きな発火発煙

があった場合には社内にちゃんと件数が上がるのです。この多数がヒーターの連続点灯の

発火・発煙なのです。これをゼロにするというのが最大のターゲットでした。

ヒーターの連続点灯と思われる発火事故では PL 裁判も経験していますし、何としてでも

ゼロを目指せという指示です。このころには二つのコンデンサで成功しましたので、設計

の方も皆我々の方に振り向いてくれました。心一つでやろうということです。協力体制が

全社にできました。ここで本命のテーマであるヒーターの連続点灯の発火・発煙の対策に

本格的に挑みました。
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図 23 安全規格は単一故障を想定

ヒーターの連続点灯は、紙の上に黒いトナーをまぶし、それを紙に圧力と熱で印刷をす

る場合、そのヒータ（1000W、あるいは 800W）を制御する半導体部品のトライアックが壊れ、

ヒーターを制御できなくなる故障です。当時はトライアックが故障したときには、温度ヒ

ューズあるいはサーモスタットのどれか一つつけ、それで動作すればいいよということで

した。UL（USA アメリカ）、TUV（ドイツ 欧州）の認証はとれます（図 23）。しかし、

実際は温度ヒューズが働かない場合もあります。

何故かといったら、温度ヒューズ中の構造の不都合で働かないこともあると言う。温度

ヒューズあるいはサーモスタット取り付けが悪ければ、肝心の温度で感知してくれません

ので作動しないのです。そういった問題があって二重故障（トライアックが故障温度ヒュ

ーズあるいはサーモスタットの動作不良）が実際に起きたのです。

そこでヒーターの電気保護回路の原則を決めました（図 24）。一つがサーミスタ（A)、

これは通常の温度コントロールです。サーミスタ（B)は異常検知の温度センサーで、セン

サーB で検知してリレーでハード的にヒーターを切ると。万が一サーミスタ（B)やリレーが

壊れて、不具合の場合には、サーモスイッチあるいは温度ヒューズで最後に切ると。こう

いう設計思想です。サーミスタ（B)で動作したときには発火・発煙なし、ということです。

サーミスタ（B)とリレーを殺した状態で暴走試験をやったときにはサーモスイッチが働き

ます。この時発火はしてはいけない、絶対に。しかし発煙はやむなしということで、最悪

の状況を決めて実験するわけです。
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図 24 ヒーターの電気保護回路は二重保護が原則

この時の一番のポイントは、電気保護回路を組んでちゃんと回路を厳密に設計するとい

うこと、もう一つは温度ヒューズやサーモスタットの信頼性の問題になってくるのです。

8.1 温度ヒューズの信頼性の確保

当時は温度ヒューズが働かない事故があり PL裁判になったこともありました。その会社

の人は働かない場合もあると言いました。それには全員が驚きました。故、上司が即温度

ヒューズを使用禁止にしました。

1995 年の頃です。当時パソコンのブームで Windows が発売されるということがわかりま

した。キヤノンはレーザープリンタが爆発的に売れるのではないかという先を読んだので

す。小型のすごく小さいプリンタを開発しようとしました。小さなプリンタには今まで使

っていたハーフインチと言う 12.5 ㎜φ×13 ㎜の大きなサーモスタットが入らない。という

ことで使えないことがわかりました。

温度ヒューズなら小さいから（4 ㎜φ×11 ㎜）入る。設計部門から温度ヒューズを使用

したいと頼まれました。私は、温度ヒューズは何故稀に働かないのかということをＸ線で

構造を調べ、働くような構造にすればいいと考えました。

使用禁止だった温度ヒューズの会社ではなくて、上司に相談して違う会社（宝商株式会

社 Elmwood ブランド）の責任者の方にお願いしました。プリンタで使うのでぜひとも X 線

の全数検査を導入してくださいとお願いしました。その会社は業界で初めて全数検査の導

入を決断し温度ヒューズの信頼性を飛躍的に高めて、プリンタに使ったのです。最初は一

個では心配でしたので二個使いました。

その後、温度ヒューズは 1 億を超えるプリンタに継続的に使われ安全性は確保されまし

た。
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      図 25 温度ヒューズの X 線全数撮影検査

このプリンタは世界中で爆発的に売れ OEM 先の会社（HP）のブランドとキヤノンブラン

ドでレーザビームプリンタの当時の多くの世界シエアの基礎を築くことになりました。こ

のプリンタは他にも新しい技術を使い、私はそれにこたえ様々な新しい安全性の技術を提

案しうまくゆきました。思いで深い仕事でした。

8.2 サーモスタット

これは省エネに対応する仕事です。従来のヒーターはローラー定着といい、待機中でも

ヒーターをオンしたりオフしたりして動かしておかないとすぐに定着できなかったので

す。USA では、エナジースターという電気製品の省エネ競争も行われることを知りました。

オンデマンドとかサーフ定着というプリントをオンしたら紙が定着器に来るまでに急速に

立ち上がって定着する、そういう新しい定着方式をキヤノンが考えだしました。IH 定着と

いう方式も考え、省エネ対応のサーモスタットを開発することになりました。

図 26 省エネ対応      図 27 応答性の早いサーモスタットの開発
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将来を見越して設計の人とチームを組んでサーモスタットの会社とサーモスタットの開

発の支援を何年間もかけてしました。応答性の早いサーモスタットが必須だったのです。

このサーモスタットを紹介します（図 28）。自動復帰型、手動復帰型、ワンショット型と

あります。このケースが黒い二つは直径 12.5㎜、高さが 10 ㎜ぐらいです、結構大きいで

す。これは今でも炬燵とか、たくさん使われています。定番のサーモスタットです。

ワンショットといいますのは、一回動作したら戻すときには南極に行かなければ（－

45℃）戻らないという非常に特殊なサーモスタットです。これは安全性が極めて高いので

す。手動復帰ですと手で戻ってしまいます。それで応答性が良い即断型を開発し、プリン

タや複写機に大量に使ったのは、例えばこのモデル H とか H3 とか H8（宝商株式会社 PEIE

ブランド））といったサーモスタットです。二重保護回路＋（トライアック、サーモスイ

ッチ、温度ヒューズ）の部品認定制度で、1996年以来定着器からの発火ゼロを継続してい

ます。

  

図 28 応答性の良いサーモスタットの開発

以上をまとめますと、この黄色い部分の話を今までした形です。黄色い部分だけでも十

年くらいかかっています。私の先輩もやっています。引き継いでやっているので十年以上

かかっているかもしれません。

図 29 1)電気・電子部品そのものへ対策 2)電気保護素子で対応
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しかしまだまだ燃える電気部品、危険な部品というのはあるのです。まだ終わっていな

いのです。方法としては、機械的手法ということで、電気部品とプラスチックの距離を取

るとか、板金で覆うとか、やはりそういう方法を取らざるを得なかったのです。そういう

状況が続きました。そうこうしているうちにまた次の事件が起きるのです。

図 30 この方法（①～③）も大切

2 章 過去の失敗事例や陥りやすい落とし穴

事例を 3 つ紹介します。実に痛恨の至りの事例です。日立さんは積極的対策といいます

が、キヤノンではレトロといいます。市場から製品を回収して直す、あるいはサービスマ

ンが這いつくばって直すのです。

1. 電源スイッチのスパーク

ここにメインスイッチとあり、ここにキースイッチとあります。高級な複写機の場合には

総務課がコピーを厳重に管理しています。キースイッチでまず開け、メインスイッチをオ

ンして、複写機を使うという状態です。この時に電源スイッチのアーク・スパークでスイ

ッチのカバーを突き破って隣のキースイッチに着火してしまったという事故です。このス

イッチとキースイッチの間は 18 ミリの僅かな距離です。
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図 30 電気部品とプラスチックの隔離距離の大切さ

最初、キースイッチは金属製だったので安心していた。コストダウンでプラスチック製

のスイッチに変わっていたのです。そのことに気が付かなかった。それで電源スイッチの

スパークがキースイッチに燃え移って、燃えやすい材料が下に垂れ落ちて底板のプラスチ

ックを燃やして広がって、一気に燃え上がるメカニズムです。最初に話した延焼メカニズ

ムです。

この時に反省としては電源スイッチの定格という意味です。電源スイッチの場合には、

UL とか VDE申請をして、各検査機関、認証機関に申請して合格するのです。ですから 16A、

250V というような抵抗負荷を繋いで一分間に 6回から 10 回オン・オフをして、6000 回オ

ン・オフをする。その時に接点が熱くなってその接点の温度がこの端子を伝わってくる。

この温度が 30deg 以下だったら合格ですよという決まりです。

図 31-1 認証部品の電気定格  
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図 31-2 認証部品の実際の使われ方を考える

これが電源スイッチメーカーに行ってどういう実験をしていたのか見学しにいった時の

様子（図 31-2 左）です。この電源スイッチは、室内でオン・オフしておいて、ここにはん

だ付けして AWG12 番で、太い電線で接続していました。ですから接点が熱くなってもはん

だとか電線を通って熱が逃げてしまうのです。

しかし実際に使われるのは、こういう複写機の中では電線も細いです。環境温度も 50 度

くらいということで、実際に使われている環境と全く違う。何にも増して、複写機が一分

間に 6 回から 10 回もオン・オフするわけがないですね。朝、電源スイッチを入れて、夕方

オフするとか、精々一日に 2・３回のオン・オフではないか。

使い方が全く違うということをやっていたのです。そうすると我々は電気製品に使うい

ろいろな電気部品の使い方に対して、認証部品がどういう認証条件で合格したのかを知ら

ず、カタログ値を鵜呑みにして複写機に使っていた。こんなことも知らなかったのかとい

う反省をすごくしたのです。

従って使い方の基本は、定格という言葉の意味の正確な理解です。定格とは一体何なん

なのだと言うことです。これは部品に対し指定された条件のもとで使うという非常に基本

的な言葉なのです。この言葉の意味が非常に重要なのだということを痛切に感じたのです。

電気部品の定格は認証制度がある電源コードや電源スイッチ、電源ヒューズというのは

全て安全規格の認証機関に提出して認証された状態で電気定格が決定されます。それから

セラミックコンデンサやアルミ電解コンデンサには認証制度がありません。こういった部

品は業界の基準で決まっていくということです。

電気部品の定格という意味、これは誰がどこでどう決めているのだというのをきっちり

と理解する必要がある。それから実際使う中で確認、検証するということが大切ですとい

うことです。非常に基本的な足元を見つめ直す必要があるとことを痛切に感じました。
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図 32 基本をしっかり勉強する

2.積層セラミックコンデンサの発熱

この緑色のものがプリント基板で、その緑色のプリント基板の後ろ側の黒いのが積層セ

ラミックコンデンサです。この積層セラミックコンデンサが燃えて、ギヤに着火してしま

った。機械設計者がギヤ回転のぶつかりを避けて周りに穴を開けた。後で話を聞いて気が

付いて、こういうことがあるのだと。セラミックコンデンサが何故壊れたかというと、ス

クリーングの失敗です。内部電極が端子電極とショートしてしまった。言ってしまえばマ

ージン不足です。何故こんなことになったかと深く考えてしまいました。

図 33 積層セラミックコンデンサとギヤの隔離距離
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黄色の円内の部品が積層セラミックコンデンサで、上の白いものがギヤです。積層セラ

ミックコンデンサ自身はセラミックですから燃えません。ショートしますと、1000 度くら

い熱くなるのです。そうしますとこの緑色のエポキシのプリント基板を溶かします。溶け

ますと気化してガスが出ます。そのガスが、積層セラミックコンデンサの 1000 度で着火す

るというのが発火メカニズムなのです。

図 34 セラミックコンデンサによるプリント基板の発火メカニズムの動画

積層セラミックコンデンサは電子業界ではよく話題になる部品でして、このコンデンサに

対する対策は非常に大切です。クラックが入らないようにするとか、セラミックコンデン

サの選定を間違わないようにするとかです。非常に大事な部品の一つです。

ここでの反省は、電気設計の人と機械設計の人がよく話し合って、たとえば機械設計の

人がここに穴を開けるのです。ここは大丈夫ですかと、そこにはセラミックコンがあるか

らちょっと板金ともう少し幅を取ってここを塞いでくださいよとか、こういうことをやっ

ていけばこういう事故を防げます。

図 35 よく話し合う
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ここを見逃したというところが残念しきりということです。これも痛恨の至りです。真

の原因は、設計者同志のコミニュケイション不足です。

3.ファストン端子の誤挿入

ファストン端子というのはビニールスリーブがありまして、手を差し込むと痛くないよ

うにビニールスリーブを使うのです。そのビニールスリーブとその受けの方のビニールス

リーブの間にこう入れてしまった。これでも機械は最初動きます。勿論工場から出荷する

ときにはこの状態では出荷しません。サービスのときに慌てて、やりにくいので、サービ

スの方が誤挿入してしまったというのが真相です。

図 36 サービスの方が誤挿入
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それで誤挿入の実験をしてみました。ヒーターが 870W です。ここでランプをオン・オフ

して、どういう状態になるかという実験です。これが誤挿入したファストン端子です。再

現試験では、ビニールスリーブが全然燃えていません。この状態ではまだ市場の事故の再

現はしきれていなのです。

重要なのは、この端子との間に亜酸化銅が検出されたことです。亜酸化銅が検出された

ということは、熱暴走が発生したと結論付けることが出来ます。論文でも発表されていま

す。こういった知見が非常に大事です。事前の勉強が肝心、この時点で再現実験はやめる。

対策の方に全力を尽くす。方向転換しなくてはいけないのです。

日頃からどういった現象の時にリコールの判断をして、即対策するのだという事前の心

構え、知見を準備しておく必要があります。その了解を取っておけば、事業部に即リコー

ル判断を提示できます。

図 37-1 誤挿入の実験

                図 37-2 誤挿入の実験動画
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図 38 亜酸化銅が検出された＝熱暴走が発生した

              

この時はこういった間でビニールスリーブが溶けて炭化してしまった。これもサービス

性を考えていなかった。サービス性を考えれば、こうやって誤挿入できないプラスチック

ケースのものもあります。こういったもので、一つ一つにいろんな深い反省があるのです。

特にサービスの側には、お客様が外で待っていますので慌ててしまうのです。そういうサ

ービスの声を大事にしなくてはいけないのだ。こういう結論です。

。

図 39 サービス性を考え誤挿入できないファストン端子

ここまでやってきましたけれども、コンデンサ以外にもまだまだこういうものがあると

いうことです。やはり電気部品が発火した後にプラスチックに着火するのが一番大きな問

題です

第 3章 部品の安全性や信頼性の評価法や評価結果
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1.電気部品とプラスチックの隔離距離を自動検証

仕事をやる時は、現在の仕事、評価方法はこのままで良いのかといつもゼロから考える

のが大切ではないかと思います。最大の懸案事項は、電気部品とプラスチックの隔離距離

をどうするかということです。これを自動検証できないのか、そうすれば見落とし、漏れ

が出ないのではないかという発想です。

従来は、設計者、工場の方、サービスの方、色々な方とここの電気部品の上にプラスチ

ックがある。隔離距離は何センチだ、何ミリだと、こういった議論を何時間も掛けて見て

いくのです。奥の方に入っていくと図面がないと本当にわかりません。それで見逃す場合

がある。それから時間がかかりすぎる。何せ十人くらい集まってやります。これをなんと

かこれを回避できないものかということです。

            図 40 仕事の改善はいつもゼロから考える

自動検証するためには、プラスチックと電気部品の間の距離（隔離距離）がポイントで

す。電気部品が燃えた時に、電気部品がどれくらいの炎を上げるのだろう、その検証が必

要だと思ったのです。  電気部品の発火時の炎の高さと継続時間の測定がキーポイント

になると考えました。図 41は、黄色い部分の横軸が炎の継続時間、縦軸が炎の高さ、燃え

広がりと考えます。断トツ一位は、長い時間燃えて炎が高く燃えるのは、フィルムコンデ

ンサです。横綱です。それからアルミ電解コンデンサ、バリスタ、この 3 つ。これは ACの

ライン間に入ります。ショートすれば配電から電気をもらいます。大きな炎をあげます。
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図 41 電気部品の発火時の炎の高さと継続時間

電源スイッチや積層セラコン、まあこの辺になっても油断できない。複写機の場合には

電気部品というのは 52 種類から 55 種類あります。すべてのものが発火源というふうに考

えます。次に、何故燃えている時間を測定するのかということです。下にあるのは蝋燭で

す。上にあるのがプラスチックのギャアです。プラスチックが燃えるのは、一旦溶けて、

溶けたプラスチックのガスに着火する。これが発火メカニズムです。紙は溶けません。

プラスチックは一旦溶けるというのがポイントです。これですと、1.7秒、2 秒です。電

気部品が燃えてしまった時二秒以上燃えると、近くのプラスチックに着火するというのが

結論です。

図 42 POM（ポリアセタール樹脂）の先端は炎の曝露 1.7 秒で着火

1.1 バリスタに過電圧を加えて燃す
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スチールのスケールを脇において、ビデオを撮り、それで後でそのビデオを見ながら計

測する作業です。ここにバリスタがありますよ（図 43-2）。金尺もあります。現在は非常

に便利な動画撮影の道具があります。何個も何個も実験してやる。定量的にピタッとはで

きません。このくらいかなという程度です。自動シミュレーションを作るときには非常に

有効なデータです。

図 43-1 バリスタの炎の高さと炎の継続時間の計測方法

図 43-2 バリスタの炎の高さと炎の動画

1.2 フィルムコン

クリックすれば画像は停止します。測れます。何ミリとか。便利です。今回プレゼンをや

るので少し工夫してみました。上手にできる。大体こうした実験動画を持っていれば、炎

の高さ、燃え広がり何ミリって、何センチってわかります。一瞬で止まりますから。この

ような動画はあまり公開されていません。電気部品の中ではフィルムコンデンサが一番激
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しく燃え、それから長い時間燃えているということで一番危険な電気部品だということが

よくわかると思います。かなり激しい炎が燃えて、長い時間燃え続けるというのがフィル

ムコンの特徴なのです。

図 44 フィイルムコンデンサを絶縁破壊・短絡

1.3 積層セラミックコンデンサ

2Cm くらい炎が出ます。次は積層セラミックコンデンサ、抵抗です。電気部品の場合、電

力が集中し、どのくらいの電力を加えたときには燃えないという最小電力という実験をし

て確定していました。最後にはそこに行き着きました。実験も繰り返してやったのです。

これ以外にも、トランジスタとか、いろいろな部品を研究しました。

図 45 積層セラミックコンデンサ様の動画
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              図 45-2 抵抗の燃える様の動画

さて、ここで前述した図 41 に戻ります。これを利用して電気回路基板の発火源とギヤの

間の隔離距離、この図 41 の数値を使い、自動検証ができないかと考えました。

1.4 データを使うチャンスは CAD

当時、メカ部門の CAD のグループがどんどん進んでいました。電気の方の CAD も追いつき

ながら進んでいました。キヤノンでは、有効なアプリケイションプランを募集していまし

た。電気は電気、機械は機械なので、共同アプリケイションプランは珍しいと思いました。

そこで、両部門を考慮したプリケイションプラン（自動検証）を考えデータを蓄積してお

りました。

メカ部門の CAD と電気の CAD を合わせたプランがあるのならドッキングできませんかと。

電気部品の隔離距離の CAD の距離と機械系のギヤの HB とか燃えやすい部品が指定したデー

タ、これをソフトウェアで自動検証できませんかというお願いです。

メカ部門の CAD と電気の CAD を合わせたプランを考えたのは、私だけでかつ有効性がある

ということが認められ採用されました。三次元モデルで電気部品と難燃性と隔離距離とい

うのを予めソフトウェアにしておいて、自動で組み合わせの最短距離を計測して、NG の組

み合わせを一覧表示させるというソフトウェアです。
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図 46 隔離距離の検証を CAD でできると考えた

これは小型機については大変有効な検証法でした。これで網にかかるというか、危なか

った部分は漏れがない。克明に詰めるにあたっては、最終的には人間がきちんと判断する。

かつ漏れがない。こういったことをやりました。2000 年の頃には実用化しました。大型機

はプラスチックの電気部品が多すぎて、実用化には非常に先に進むのが難しかった。

            図 47 隔離距離の自動検証＝これで見落としはない
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2.市場の実態を捉えた電源品質の条件を把握する

事例２は、私の会社生活で一番おもしろかった仕事です。

車ですとガソリンが非常に大事です。ガソリンの品質が保てて初めて車はきちっと動き

ます。電気部品は電源の品質が良くてきちんと動くのです。そこに雷サージとか過電圧と

いう異質なものが入ってくれば、電気製品は壊れてしまう。故、電源品質については国際

試験で雷サージ試験とか瞬断とか決まっています。しかし、それらの規格に全部パスして

も市場では事故が起こります。

電源品質という根本の問題を我々は把握していないんじゃないかというのに本気で気づ

いたのです。国際基準を守っているだけでは市場のトラブルは防げないというのが結論で

す。それは市場の実態を知って初めて気がつく。

2.1 ことの発端は FAX の火災事故

中国で起きました。まだキヤノンが中国に駐在員とか沢山いない時代でした。随分前の

1990 年の後半の話です。それで新疆ウイグル自治区、隣がカザフスタンですけれども、そ

こで採用された FAX が、燃えたという連絡が入りました。今回はバリスタに電圧がかかっ

て 46.5 ミリ上の HB材が燃えてしまったという事件です。

             図 48 バリスタが燃え 46.5 ミリ上の HB材が燃える
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新疆ウイグルに人を派遣して実態を調べたら、電源品質を確認する必要があるだろうと

いう結論になりました。いろいろ調べますと、アメリカで誤動作が起きている、インドで

は機械が壊れてしまっている、という情報が集まってきたのです。

電源品質の状態で電圧の歪みとか、過電圧とか、サージが入ってきて複写機に使ってい

るスイッチング電源が壊れてしまう。バリスタが壊れたり、アルミ電解コンデンサが過電

圧で壊れたり、それから機械が誤動作したりという情報が入ってきたのです。

特に誤動作が多いのはロシアとか、先進国のアメリカでも多いです。アメリカでは古い

半導体素子のヒーターとか使っていますので、電圧が歪んでいるということです。それで

色々調べてみますと、過電圧で破損した電子部品はアルミ電解コンやバリスタであること

がわかってきました。

2.2 世界中の電源を測ってみよう

こういうときは、誰か測った人がいるのではないか、ということで調べました。競合会社

が既に調べたという話を聞きました。工業会を通じて聞きましたら、中国で測ったという

ことでした。先人が早くも測っていたということです。

それから文献がないのかと調べましたら、国会図書館に GE（アメリカの電気会社）が測

ったという文献がありました。20 ページ位の論文でした。これを手分けして翻訳して克明

に訳しましたところ、そのデータは IEEE の雷サージ試験の原点でした。それからヨーロッ

パではフリップスです。

              図 49 電源品質という問題のモデル化
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図 50 過電圧で破損した電子部品

GE の文献を読んでわかったのは、GEは、サージカウンターとか、オシロスコープで測っ

たということです。では他の会社は何で測ったのかと調べたのですけれども、いい測定器

が見つからない状態でした。優れているのは、ドラネッツという会社の電源品質アナライ

ザです。これは非常に優れていました。この製品ですと、フロッピーディスクでデータ保

存ですので、すぐいっぱいになってしまう。値段も高く少し難しいなということでした。

図 51 測定器の開発 1999 年～2001 年

2.3 自作の電源品質測定器を作る

一番下の日置電機さんのものは当時まだ売られていませんでしたので、ドラネッツの電

源品質アナライザはスポット的に測るにはいいでしょう。けれども長期的にはやはり自作

の電源品質測定器を作ろうということになりました。
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その時役に立ったのが GE の論文です。いろいろな数値がありますので、それをベースに

測定システムを組んだということです。ポイントは高い電圧で時間の短いサージを測る測

定システム。れから時間が長い過電圧、公称電圧の 1.5 倍くらいの電圧を測るには、この

過電圧システムというのを作る必要があります。

それでサージ電圧の測定システムと過電圧の測定システム、二つを作りました。これを

保護するために安定化電源をつけます。何故かといいますと、安定化電源がないと雷サー

ジが入ってきてそのシステムが壊れてしまう可能性があります。それでこのような、一式

40 キロから 45 キロ位のセットを作りまして、これを 3 セット作りました。これを 3セット

持って中国やアメリカに行こうということです。

それでダンボールに入れて北京に送って、北京からまた輸送したりして、そういう作業

です。失敗を恐れず測ろうということです。しかし測れなかったらどうなるのかなという

心配はあります。そのために実際に測定する場所は実際に誤動作や事故が起きたところの

場所を事前に選んでおいて、その場所のホテルとか学校に直接行くという方法です。この

調査に 1 年かけ、私が USA、中国、欧州の拠点を訪問しました。

          図 52 サージ電圧の測定システムと過電圧の測定システム
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2.4 測定開始

これは（図 53）わかりますか？これが上海です。摩天楼上海。これがトルファン、ロバ

です。これは郵便局、とても同じ国とは思えません。このトルファンの郵便局で、FAX が燃

えたのです。実は、本当は測定出来るか不安でいっぱいでした。まずホテルに行ったらす

ぐ調べるのは、ダンボールを開いて、測定器がちゃんと動くかどうかチェックするという

のが仕事でした。さあ測ろうかというところですね。

             図 53 トルファンのロバと摩天楼の上海

最初に着いた成都です。このときはマイクロバスに乗り、総勢 12,3名、キャラバン体制

で測りました。パンダを見に行こうという話になったのですけれども、心配でそれより早

く運ぼうよというところでしたね。

              図 54 実は本当に測定できるか不安一杯
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これが中国トルファンの郵便局の測定の様子（図 56）です。この机は焦げていましたの

で、ここに FAX が置いてあったのです。ですからその FAX の机に置いて、そのコンセント

に測っていますので、間違いなくここで補足できるだろうという期待です。

ウイグルの人に通訳してこれを一ヶ月間置いておくから測ってください。データを取っ

たら MO ドライブを日本に送ってほしいとお願いをしました。これが一ヶ月間無事に動くか

大変な心配です。次の箇所があるのでまた移動する。途中で測定器がとまり、引き返した

こともありました。なんとか、うまく測れました。きちっと。

図 56 まさしく現場主義

2003 年からの第二次測定部隊です。この時は日置さんの方に我々のいろいろな閾値とか

ノウハウを全部お伝え、電源品質アナライザを作ってもらいました。これを十数台購入し

まして、三チームに分かれて、アジアチームと、ヨーロッパチームと、北米チームに分か

れました。

5.6 人のチームですから、総勢十五名で各地を回ったということです。このときにはもう

重くありませんので随分楽に測れました。
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図 57 2003 年からの第二次測定の様子

2.5 想定外の困難にめげないそして結果

中国の人は、測る場所が木製の扉で泥棒が入ると困るので親切に鉄製の扉にしてくれま

した。タイの銀行に行った時、ちゃんと測れたのです。次の日行ったら機械が動いていな

いと。一体どういうことなんだと調べましたら、その時は電池で動いていたのです。でも、

このコンセントの後ろには電線がつながっていなかった。ですから、テスターで電気が来

ているか調べるというのが大事なのだ。基本中の基本です。

それからジャマイカに行ったところで、通関で書類不備があったのです。通関できない

のです。ただ行っただけ。それから中国のトルファンの、これは歓迎会ですけれども、大

変な歓迎ぶりでして、強いお酒ですから、二日酔い三日酔いです。でも頑張ってやらない

と一緒にやってくれませんので、連日乾杯ですね。

  

図 58 数々のエピソード
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その結果、三年間かかりましたけれども、無事計測できたのです。いろんな波形がある

と不安に思っていたのです。実は四種類に分類することが出来ました。繰り返しサージと、

電圧波形の歪みと、過電圧と、単発サージです。捕捉したデータを整理すると、四種類の

パターンに分かれるということがわかりました。そして（３）番が、トルファンの郵便局

のデータです。中国は恒常電圧 225V ですから、480V ピークといいますと、実行値で 340V

くらいですから、丁度 1.5 倍位です。

              図 59-1 四種類に分類

丁度この電圧（図 59-1 の（3））ですと、バリスタが燃えるか、電解コンが爆発するか

どちらかなんですね。ですからぴったりなのです。そういうことが、色々わかってきたの

です。実際に測定したのは世界 18 ヶ国 40 都市 78箇所です。活動を終了しました。私の部

下一人だけは全地域回りました。でも最後は体を壊しました。大変な思いで達成しました。

このデータは、世界中の論文を読んでもキヤノン以外に有りません。体系的に、解析、

対策技術を確立したのは、キヤノンが初めて。2005年にこの技術を確立し、キヤノンがさ

らにグローバル展開する上の貴重な成果となりました。現在の世界情勢（テロ等）を考え

ると、私達キヤノンのように世界規模で電源測定することは、今後極めて困難だと思いま

す。この活動は、学位論文（異常電圧化におけるバリスタとアルミ電解コンデンサの信頼

性に関する研究 平成 17 年 9月）として公開済みでもあります。私はこの貴重な経験、電

源品質の課題解決、データを日本の産業界に伝えてゆきたい。
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図 59-2 測定結果

それがこの一覧表です（図 59-2）。この一覧表の見方は、アジア、欧州、北米とありま

す。これが測定した国です。そしてこの中国には、この中に 14都市あるのです。それから

ここには繰り返しサージ、こちらには高次高調波、過電圧、単発サージとありますね。で

×のついているのが、補足できた、データを保有しているということです。それから空欄

のところは、測りに行ったけれどもデータを取れなかった、補足できなかったという印で

す。繰り返しサージですと随分いろいろな国で補足されています。発生源となる電気設備

や要因というのは全部推定です。この時にあらかじめカメラを持っていきまして、ホテル

や地域の写真を取っていったのです。

電線の写真とか、地下の電源の場所とか。それを今度持ち帰りまして、電気工事会社の

専門家に来てもらって、その波形と写真を見てもらった。サイリスタ整流器の転流じゃな

いかと教えてもらったということが発生源となる電気設備や要因なのです。

それでこれらの×のところは一件一葉のデータにまとめまして、どういう状況か、どこ

の地域なのか、原因は此処だろうと、周りの写真を全部撮ってデータ化しました。写真を

撮る時は非常に気をつけないと危ないです、間違えられてしまいます、スパイか何かと。

当時はそんなこともなく無事に測定できました。この時デジカメってあまりなかったので

す。それでキヤノンの大きなデジカメを持っていったのです。電池をいっぱい持って。

  

2.6 再現実験

次は、捕捉したデータを再現しようということです。高砂さんの素晴らしい装置があり

まして、ここに測定した波形を装置に入れますとそっくりそのまま同じ波形が再現できる

のです。これが実測した波形で、これが再現した波形です。検証したのが市場で壊れてし

まった製品を全部用意して、この波形をそれぞれかけてみようと。市場と同じことが本当

に再現するかという検証です。
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            図 60 代表の波形で再現実験

FAXA、複写機 B、C、LBP を準備しまして、それで過電圧をかけ、A 地域の波形をかけ、B

地域の波形をかけると。そうすると、この赤いところが発火したとか、黄色の定着器の誤

動作とか、コンデンサの弁作動とか、こういったものが全て再現したのです。

図 61 全て再現

2.7 再現したということは対策できるということ。

まず、発火対策です。赤い部分のところはバリスタの発火対策、電解コン対策、これは

品質本部でやりましょう。危害の程度を低減する、発火ゼロを目指すと。バリスタ、電解

コン、誤動作の故障対策。ここは設計でお願いします。数値決めてください。つまりこち

らは故障する頻度を減らす。故障する頻度を 1/10 に激減させる。対策する役割をわけまし

て、それぞれ役割分担をしたということです。対策は、品質本部と事業部の競争にして、

よーいドンでスタートする。何年かかけてもやるということです。対策が終了した後、こ
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の 4 つの波形を必ず印加する。キヤノン全製品に波形を印加して誤動作せず、燃えない製

品を出荷するというルールにしました。

図 62 異常電圧環境下への電気製品への対策

3. これらを振り返ってみたいと思うのです。

成功の秘訣はチームワークだと思います。世界中のキヤノン関係者との素晴らしいチー

ムワークでこの仕事ができたんじゃないかと。中国を訪問する時は通訳の方が脇から離れ

ないでついてくれる、次に訪問するところにも電話をして確認して、我々の安全を確認し

ながら連れて行ってくれたということです。本当に感謝しています。それからアメリカに

行けばアメリカの支部長の方が我々を全部案内してくれると。安心して測定に集中できる

ということです。

何故出来たのかというのは、やはり現場で壊れている製品があるわけですから、直さな

くちゃいけないと痛感します。それで行った時に誤動作をしているのでまず謝るのです。

謝って、配線とかを直せば直るのだと、そういうことをやりまして、直らなければまた対

策するのだとお客さんに約束してくるのです。どうしても直さなくちゃいけないのだとい

う熱意、モチベーションは、落ちることはなかった。

4.キヤノンの仕事のやり方

チームワークによる実質安全の活動です。それは、事業部からフィルムコンを対策した

い、あるいはサーモスタットを開発したいという要望がありましたら、そのテーマで全社

的な製品安全委員会という百名ほどの委員会がありましたから、そこからメンバーを募る

のです。フィルムコン対策のメンバーが十名とか、それからサーモスタットの品質をあげ

るチームが七名とか。
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こういう風に委員会活動をしまして、水平展開していくと。段々固まってきたらどんど

ん人が参加してきますので、最終的には二十名とか三十名くらいになるのです。噂を聞き

つけて参加したい、というわけです。そんな風にして、いろんなテーマを数々達成しまし

て、それを基準化していくということです。それが製品安全基準になっていったわけです。

図 63 チームワークが鍵

5. ぶれない設計思想で確実に成果を出す

その時に大事なのは、決してぶれない設計思想で確実に成果を出すという決心です。ア

ルミ電解コンでしたら、ショートしない、無発火コンデンサを開発する。難燃バリスタ、

これは、バリスタはどうしても燃えてしまいますので、燃えても近くのプラスチックに着

火しないような、燃えにくい、燃えても炎を二秒以下に押さえるとか、こういった対策を

して、やってきたのです。

図 64 ぶれない設計思想で確実に成果を出す
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この時に非常に大事なのは、私は設計思想という言葉を何度も使っておりますが、この

設計思想というキーワードです。どういうきっかけでこの設計思想というものを得たかと

いいますと、カナダの PL 裁判です。弁護士からいろいろな質問をされました。貴方がその

プラスチックを選んだ設計思想は何ですか、と聞かれるのです。ギクッとします。

そこに何ミリ離していますけれど、根拠の設計思想はなんですかと。私は、裁判の証人

喚問の候補として行ったのです。設計思想という言葉がすごくキーワードになりました。

同行した設計者の顔を見つめキヤノンの設計者を PL 裁判に出してはならない。設計者を守

ることが私の仕事だと肝に銘じました。キヤノンに正しい考え、正確な電気製品を燃やさ

ない安全設計思想を建てようと考えでやってきました。そんな強い思い、志です。

設計思想というのは、自分の思いという定義なのです。それから方向性とか、それから

数値とか。設計思想の定義を調べますと、いろんな定義があります。

このバリスタの設計思想は、１センチ以下かつ１ミリ以下のバリスタ（例 ニチコン SE

シリーズ）にする。これですと、バッと燃えてもプラスチックに着火しないのです。難燃

剤を従来のエポキシから燃えない材料に変えるということです。バリスタは破損するので

す。でもギヤには着火しない。以上で、技術的な事例説明が進んできました。

  

                図 65 バリスタの設計思想

4 章 皆様、エンジニアへのアドバイス

JCH エンジニアへのアドバイスいうテーマがあります。何を話そうかということなので

す。やっぱりこの設計の考え方じゃないかなと思います。皆さんにそれを紹介したいと思

います。

これから話すことはキヤノン時代には、体系的に考えたわけではないのです。キヤノン

時代には、思いもつかないことでした。キヤノンをやめて十年になりますけれども、小さ
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な会社の技術顧問をやったり、それからセミナーの講師をやったり、皆さんのようにこう

いう講演をしたりして、少しずつまとめたのが次から話すことです。

1. 電気製品の製品寿命を確保する設計思想

電気製品の製品寿命を確保する設計思想というタイトルなのです。最終的な電気製品の

設計思想は、これから話すことだと思います。これはよくよく考えてみますと、皆さんの

無意識と言うのですか、日頃やっていると私は思うのです。

それは、まず電気・電子部品の壊れる発生頻度ですか、壊れるのを防ぐような活動。そ

れから壊れてしまった時、燃えたりして大きな火災にならないようにするという両面の対

策が必要です。電気製品は長く、安全に使ってもらうということが基本です。したがって

壊れないように作る、壊れても発火しないように作る。これが非常に大事な考えですし、

皆さんも頭の上にはきちっと整理されていると思います。

図 66 電気製品の製品寿命を確保する設計思想

2.ディレーティング基準を設計に活かす

電気・電子部品が壊れる頻度を低減させる設計思想とは一体何なんだろう。それは電気

定格をよく理解して、その電気定格に余裕を持って使うということが、基本的な考えです。

余裕を持って使うということは、ディレーティングという言葉を使います。電気部品の場

合には、電圧定格、電流定格、それから電気部品によっては温度定格もあります。大体電

気定格の場合はその七割を使うというのがほぼ問題ないというのが一般的な考えです。そ

れから個別的に当然決めていく必要もあるのです。大凡七割程度というのが基本的な考え

になっています。

ディレーティングは、信頼性を改善するために計画的に負荷を定格値から低減すること。

計画的に負荷を低減するって一体どういうことなのだということです。ディレーティング

のもととなっている定格の意味を知らなければ、ディレーティングを考えようがないとい

うわけです。
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スイッチについては話しました。250V、16A。スイッチでしたら、16A だったら大体 10A

程度で使っていればまず問題ないでしょう。

次に示すのはコンデンサ。コンデンサのディレーティング基準は、産業機器、それから

電車、車、たくさんあります。製品によって大分違います。特に車載の場合には事務機に

比べて遥かに高い厳格なディレーティングを取っているというのは私の友人から聞いてい

ます。これは一般的な家電や電子機器の場合のディレーティング基準です。

フィルムコンデンサですと、電圧 80％、温度は 70％。こういったものを守っていれば、

ほぼ問題ないでしょうということです。これらの数値は、各社自分で数値を決める必要が

あります。これは一般的なよく公開されている数値です。ここで紹介しました。通常は社

内秘ですよね、こういったのは。

図 67 コンデンサのディレーティング基準

一体どういうことかといいますと、人間は健康状態が悪くなると体温は上がります。電

気製品も同じでして、どこか悪いと温まるのです、電気部品も。ですから電気部品の故障

の部分を見つけるのは、温かいところを見つけるのがまず基本中の基本なのです。

ですから大きな複写機でしたらば、サーモビュア―で当たって熱くなったところを見つ

ける。それから熱電対をつけて克明に測るということで、危ないところを見つける。その

時に、温度定格や、電気定格や、電流定格がぴったりと合っているかどうかというのは、

一回大雑把にチェックをして、それからある部分、特徴的なところをきちっと計測すると

いうのがディレーティング基準を設計に活かすという基本的な姿勢です。ですから図 68の

項目 3 は、これは非常に一般的な考えです。原則を守る上では非常に大事な考え方です。
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              図 68 まず温度測定そして検証

それからもう一つは、この壊れてしまったときの考えです。壊れたときには、危害の程

度を低減する。別に電気部品が壊れても、電気製品を燃えなくするということです。ある

いは怪我をさせないということです。そういったことも大事なわけです。私はこの壊れる

危害の程度を低減することをずっとやってきましたし、今日は殆どここの話をしたわけで

す。

電気製品の発火防止の設計思想は、まず一つは電気的対策ということで、電気・電子部

品から炎を出さない。電気部品そのものに対策する、あるいは保護素子でもって対応する、

これが原則です。それから第二に機械的対策をするということで、これは金属カバーで覆

うとか、電気部品とプラスチックの間の距離を取るとか、そういった手法です。

それでこの第一と第二の手法は、電気的対策と第二の機械的対策といいますけれども、

これは国際基準にもこのように書かれているのです。ですからこの考え方は、非常に一般

的でリーズナブルな考え方です。しかしこの二つの考えを具体的に実行するためにはやは

り相当の工夫がいるということです。

図 69 電気製品の発火防止の設計思想
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3.動くように設計するのは当たり前、壊れた時を考えて設計する。

次は私の上司がよく言っていた言葉を皆さんに紹介したいと思います。動くように設計

するのは当たり前じゃないかと。壊れたときを考えて設計するというのが上司の言い分で

した。動くように設計するのはまだ半人前で、その先を考えて設計するのだといつも言っ

ていました。

たとえば先ほど話しました定着器の保護回路です。これも二重保護回路をするというこ

と。そしてトライアックが壊れるのは当たり前。このトライアックというのは非常に壊れ

るのだということで、壊れることを前提に設計するというのがトライアックの設計思想で

す。

   

            図 70 トライアックは壊れる

トライアックは非常にたくさん作られていまして、この黒いところのワイヤーボンディ

ングですか、これが突入電流で消えてしまったりですね、それからハンダ部分が熱くなっ

たりして非常に壊れやすい部品です。非常に注意しないといけないことがあります。

トライアックの突入電流の考え方です。この突入電流は絶対最大定格といいまして、生

涯一回限り耐えられる値、これが最大定格になっています。これを見てみますと（図 70 右）、

100ms の場合は非繰り返しでは 150A までもちますけれども、繰り返しの場合はその半分程

度ということです。ですからトライアックを使うときには当然繰り返して使うわけですか

ら、絶対最大定格の非繰り返しの数字ではなく、その半分くらいで使うというのが基本で

す。

4.電気的・機械的対策

電気的・機械的対策の話です。対策法の後ろには課題がたくさんあります。たとえば黄

色い部分です。発火しない電気部品の選定の場合には、構造上不可能な小さなセラミック

部品の場合には不可能です。こういったものもありますということです。それから電気保
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護回路の場合には、温度ヒューズやサーモスタットです。それを構成する電子部品の信頼

性もあります。

黄色い部分に書いてありますように、この課題のところも非常に重要な問題になります。

ここで躓くと、大きな事故になるわけです。機械的対策の場合には、隔離距離の数値、検

証方法、それから難燃剤の場合には、難燃性と機能のバランス、コストもあります。それ

から電気部品を板金で覆う場合は、カバーの隙間も忘れてはいけないと。こういうことが

あります。

以上で私が話したかったことは、もうすぐ終盤になります。最後に皆さんに伝えておきた

いものがあります。

第 5章.最後に

電気製品全体の安全設計思想を確立する必要があると思います。複写機は複写機の安全

設計。エアコンでしたら、室外機の安全設計思想と室内機の安全設計思想は同じでいいの

だろうかと。そこには何の違いがあるのかなということです。

それから、当然電気製品は安全規格を遵守していることが原則です。安全設計思想の場

合には、当然怪我と感電、発火、レーザー、化学物質、いろんなリスクがあります。これ

に対する対策を忘れてはならないと思います。

複写機の場合は怪我対策が非常に重要でして、カセットの部分で怪我をしたり、カスタ

ムエンジニア、サービスの人が製品を修理する時に思わぬ板金で怪我をするということが

よくありました。そのために怪我対策についても我々は十分検証しました。

怪我ゼロ委員会というのを作りまして、最終的には 50 名位のチームになりました。販売

会社からの極力なプッシュで、怪我をいつまで放っておくのかということです。大体図面

にバリなきことというのはどういうことなのだと。そんなことでバリがなくなるわけがな

いだろうと。こういう風に、きつく、きつく言われるわけです。
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それでバリを検証しまして、どのぐらいにすれば怪我をしないのかというのをすごく研

究したのです。これは五年くらいかかりまして、そんなこともやっていました。今日は板

金の話は全然しませんでした。エアコンの場合板金沢山ありますね。

それからゴキブリ対策も大事なのです。虫が入ってくる。皆さんの競合メーカの会社の

方はゴキブリとか虫に対する対策を並々ならぬ気持ちやっている会社があります。もう論

文出ています。

そういうことで、いろんなリスクに対して設計思想を作る必要があるということです。

今日は、燃えない電気部品の追求という話でした。怪我をしない電気製品の追求もしたと

いうことです。

今日、今回こういった場を頂きまして、久しぶりにキヤノンは今どうなっているのかなと

いうことで、ついこの前ホームページを見てみました。それを皆さんに少し紹介して終わ

りにしたいと思います。

キヤノン独自の製品安全技術基準（実質安全）を守ることを義務付けていると。そうで

すね、私の部で中心になりこの基準を作りました。約 1000 ページ位です。それが厳重に守

られているということですね。

安全性の品質管理を徹底し、基準を満たさないものは市場に出さないようにすることで、

安全な製品づくりを追求していますと。ここに嬉しかったのは追求という言葉があったこ

とです。ああ、私は追求していただと。改めて今回こういうことを実感しました。

それで主な安全技術への取り組みというのを見ました。安全性に繋がる人の特性を踏ま

えて云々と、これは怪我の話ですよね。怪我とか、そういったものも入っている。

それから安全確保状の重要部品については、発火しない部品や高信頼性の部品を部品メ

ーカと共同開発し、社内部品認定制度に基づいた合格したものを採用している。

世界各地の販売地域で確認された異常な商用電源の電圧波形に基づく安全確認試験を実

施している。製品故障などの異常状態を想定して云々と。私がキャノンでやってきたこと

が、今でもきちっと守られているということを今回再認識したわけです。

こんな縁で皆さんに私の話を聞いて頂けてです、非常に私にとってもいい記念になりま

した。どうも、ありがとうございました。
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                   以上
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2018 年 4月 2 日 記                           

  

先日は、御社での講演会を無事終了できまして、安堵いたしました。

このような機会を設けていただき、ありがとうございます。

御社のこれからの製品安全活動に貢献できれば本当にうれしく思います。

工場も見学させていただき、本当に勉強になりました。

今回の講演は、皆様方の技術者からの私あてのメールで始まりました。

きっかけはその上司様のご提案、文献の本人に話を聞いてみなさいと言うことでした。こ

こに私は御社の真剣さを感じました。

私の専門は電気製品の安全性と信頼性です。

キヤノン時代の話を伝えてゆくことが私の仕事だと思っています。

これからも何かありましたら、是非ご連絡ください。

最後に、今回の講演は自分のキヤノン時代を振り返る意味で良い機会でした。

ありがとうございました。

以上
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