
 

電子(電気)回路の故障診断 

 

電子機器内のどの部品が故障を起こしているか、どの回路が異常を起こしているのか？  

回路図と故障現品を元に回路波形(電圧の変化)解析を行い、故障個所や部品の特定を行いま

す。 

電圧変動での誤動作 

 
 電子機器が安定に動作するためには、機器内に供給されている電源電圧の安定が最も重要です。 

 しかし、実際の電源電圧は、起動過渡時、定常時、切断過渡時とも様々な変動を起こしています。 

 誤動作が起こるタイミングに合わせて、電源電圧変動を波形解析することで、電子機器の誤動作

要因を検証します。 

 

保護回路の誤動作 

 電子機器内には、機器の安全性を保証するために、過電圧保護回路や過電流保護回

路、温度保護回路など、様々な保護回路が実装されています。 

 これらの保護回路は、機器に異常が起きたときには大変重要な回路となりますが、

その動作設定値や動作感度が高すぎると、通常の使用状態においても動作してしま

い、機器の誤動作要因となってしまいます。 

 回路図と現品から保護回路の有無を調査し、誤動作が起きるタイミングにて保護回

路が動作していないか？ また、保護回路の動作実力値やノイズ耐量を調査するこ

とで、通常使用範囲における誤動作リスクを分析し、電子機器の誤動作要因を検証

します。 

故障部品の特定が困難 

 電子機器内には、様々な回路部品が搭載されており、故障部品が外観上の異常を起

こしている場合を除き、故障部品の特定が困難です。 

 また、外観異常を起こしている場合にも、他の回路部品も同時に故障している可能

性もあり、原因究明のためには、全ての故障部品を把握する必要があります。 

 回路図と故障現品の波形解析、部品交換などによって、故障部品の特定を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.まずは故障の分類から 

どんな壊れ方をしているのか、それによって修理方法は変わります。まずは故障の種類の

分類をします。 

1.機械的・物理的な故障 

見た目（目視）で判断が可能な故障です。例えば、「断線」とか、「部品が折れた」など

がこれらにあたります。 

2.電気的な（電子回路含む）故障 

見た目で判断がつく場合もあれば、分解・調査してみないと判断がつかない場合がありま

す。また、原因特定に時間がかかりすぎる場合は基板補修や交換等の処置を行ってどうな

るか（直るか、直らないか）を判別することもあります。 

3.制御・ソフトウェアの故障 

見た目では殆ど判断できません。COB などの故障がこの部類にあたります。稀に、見た目

的にも判断できることもあります。例えば「ヒビが入っている」等です。しかし、多くの

場合は検証に開発環境が必要となるため、ユーザー側での原因特定は難しいです。交換し

てみてどうなるかの判断で修理を行うことが多いです。しかし、大半は交換が困難です。 

 

此処では電気的な（電子回路含む）故障について考えてみます 

故障箇所を特定するために、まずするべきことは、 正常な場合にはどう動くはずなのか、

という情報を得るコト。 回路図から読みとってもいいし、使用マニュアルとかから情報を

得てもいい。 その情報があれば、故障した回路がその通りに動いているかどうかを判断す

ることが出来る。 

故障の症状から、回路のどの辺が怪しいかってアタリを付けて、  

怪しい部分への入力が正常かを確認。  

→その部分への入力が異常なら、異常個所はもっと上流にあることになる。 

→入力が正常なら、出力が正しいかを確認。  

→出力が正常なら、異常個所はもっと下流にあることになる。  

→出力が異常なら、異常個所は、正常が確認された位置と、異常が確認された個所の間

にあることが判る。  

→そしたら、その間をもっと細かく分割して同じ作業を繰り返して、異常個所を絞り込

んでいく。  

 

 



2.テスターで電子回路の不良を探すテクニック 

電子回路が壊れた、動かないなんて時に使う測定機器と言えばテスターです。とりあえず

テスターを使うということは知っていても、実際にどうやって使うのか、どうすれば悪い

部分を見つけられるのかがわからない方も多いと思います。テスターを使ってどうやって

電子回路の悪い部分を発見するのかを紹介します。 

電子回路の検証はテスターを使う所からスタートします。測定する回路の耐圧さえ満たし

ていれば、ホームセンターで買える安価なテスターでも問題ありません。 

テスターは電子回路検証におけるもっとも基本的な道具で、主な使い方は「回路に正しく

電気が流れているか」を確認する道具です。 

基本は接点不良の確認から 

ブレッドボードやユニバーサルで制作した基板で一番初めに疑われるのが接触不良です。

ブレッドボードではピンの接触不良、ユニバーサル基板ではハンダ不良などが原因となっ

て接触不良が発生します。 

後述の電圧測定でもこの工程を兼ねることが出来ますが、接触不良と部品不良の切り分け

が行いにくくなるので、前もって接点確認を行っておくのが望ましいです。 

回路の接点確認では、接触不良や断線等はなさそうでしたら、次の工程は回路に電源を加

えて回路の動作をテスターの電圧測定で確認します。 

電圧測定で電子部品の故障を発見する 

テスターで電圧を図る理由は「回路が正しく動作しているのか」を確認できる事にありま

す。 

安定な状態で変化のない電子回路は定常状態と呼ばれ、電子回路各点の電圧を比較的簡単

に計算することができます。この定常状態における計算上の電圧と実際の電圧に相違がな

ければ、測定した部分は正常に動作しているものと判断することが出来ます。（例外も多

いですが） 

電子回路の検証には、基礎知識とノウハウが重要 

電子回路の動作検証や修理には、電子回路の基礎的な知識や電子部品の動作の理解、そし

て経験などのノウハウが必要になります。検証方法も「この方法から始めるべきだ！」

「測定機器はこれを使え！」というセオリーやガイドラインがあるわけでもなく、現象に

応じた様々なアドリブが求められます。 

実際の電子回路を修理する場合においては、回路図がない場合がほとんどです。その場合

では、回路のパターンから回路図を推測したり、電子部品の配置や用途、特性から各点の

電圧を推測して検証を進めます。そのためには基礎的な電子回路の知識と、実際の回路設

計のノウハウや解析の知識が必要になります。 

測定機器についてもこの回路自体がシンプルなケースではテスターだけで動作を確認する

ことが出来ますが、PWM の確認などになればオシロスコープ、デジタル信号の解析など



になればロジックアナライザといったように検証したい内容に応じて様々な測定機器が必

要になってきます。 

電子回路を作る・修理するということは試行錯誤の連続です。苦労もありますが、解決し

た時の達成感は何事にも代えられないものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３.抵抗器の故障モード 

抵抗器の故障モードには以下のようなものがあります。 

 □ 断線（Open） 

 □ 短絡（Short） 

 □ 抵抗値不安定 

  

抵抗器の種類により発生しやすいモード、メカニズムは異なりますが、主な内容は表１の通

りです。 

 

表１ 故障モードとメカニズム・要因 

故障モード メ カ ニ ズ ム 使用上の要因 

断線・抵抗値高化 

抵 抗 体 焼 損 過負荷、サージ、パルス 

抵 抗 体 変 質 高温高湿 

抵 抗 体 腐 食 腐食性ガス・物質 

抵抗体クラック 過負荷・外的応力 

電 極 剥 離 外的応力 

半 田 く わ れ 半田条件 

短絡・抵抗値低下 抵 抗 体 変 質 過負荷 

抵抗値不安定   

抵抗体クラック 外的応力 

抵 抗 体 変 質 高温高湿 

抵 抗 体 劣 化 過負荷、サージ、パルス  

断線または抵抗値高化が多くを占めます。短絡は極めてまれで、過負荷要因により抵抗値が

若干低下することは時々あります。 

  

多くみられる故障モードと要因 
  

（１）過負荷による断線 

基板上の抵抗器以外の部品が故障した場合や不慮の状態で抵抗器に過負荷がかかってしま

う場合があります。 

抵抗器は発熱部品ですので、定格電力（電圧）をオーバーすると大きな事故につながる危険

がありますので特に過負荷に対しては注意する必要があります。 

 

下記は負荷別の一般的な症状です。  

定格電圧の 3 倍以下 
瞬時に破壊・断線はしませんが、若干抵抗値が変化し、基

板などが焦げることがある。 

定格電圧の 3～5 倍 発煙、発火が見られ抵抗値も大きく変化する。 

定格電圧の 5 倍以上 
数秒～数分で発煙、発火する。抵抗器本体が赤熱し、数分

以内に破壊、断線に至る。 

 

 

  



過負荷破壊事例 

 
    外装の焦げ           外装燃焼後 

 
 抵抗体の焼損、クラック 

  

各種抵抗器に過負荷を印加した時の抵抗値変化参考例 

 

   試験サンプル：各 1/4W 120Ω  試験条件：定格電圧×4 倍連続印加 

 

変化の大小、時間の長短はありますが、どの種類の抵抗も上記の酸金抵抗に代表 

されるように一旦抵抗値が下がり、その後上昇するケースが多く見られます。 

（上記グラフでは分かりにくくなっています。） 

酸金抵抗が比較的大きな低下率を示すのは、抵抗体である酸化金属が過負荷の熱と化学反応 

で還元され、純金属により近い状態になり、一時的に導電率が上がるためと考えられます。 

過負荷状態が継続することで更に抵抗体が変質、焼損し抵抗値は上昇していきます。 

 

 

過負荷事故防止の対策例 

 

・ヒューズ機能を持った抵抗器を使う 

・使用条件を見直す 

   

（２）高温高湿や腐食性環境による断線 



高温高湿や腐食性環境は電子部品を劣化、故障させる要因です。 

発生事例の多いものに以下のようなものがあります。 

 

 カーボン抵抗の電蝕作用による断線 

 チップ抵抗の硫化断線 

 

特にカーボン抵抗の電蝕は高温高湿環境だけでなく、イオン性不純物の介在によっておきま

すが、使用環境の中で真の原因（発生源）を特定できないケースもあり、対応が難しい現象

です。 

 

 

 
  

高温高湿、腐食環境への対策例 

 

・使用環境に適した製品を使う 

・設計における配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４. 不良電解コンデンサーの見分け方  
 

電解コンデンサは電化製品の中で一番寿命の短い部品です。 早期に壊れるときは、電解

コンデンサの許容電流オーバーや温度上昇で膨らんで液漏れや安全弁が開いたりします。  

 

１.プリント基板上の電解コンデンサ良否判定について 

基板に搭載している電子部品の中でも、特に経年劣化の早い部品が「電解コンデンサ」です。 

  

○電解コンデンサとは・・・電解コンデンサはアルミニウムやタンタルなどの酸化皮膜を誘

電体として用いたコンデンサです。大容量を特長とし、電源回路などに多用されています。

電解質 が液状のもの(湿式)と固体のものがあります。 一般に極性がありますが、無極性(ノ

ンポーラ)タイプもあります。 

 

コンデンサーメーカーのホームページや、電解コンデンサのデーターシートを確認するとよ

くわかりますが、電解
・・・・

コンデンサ
・ ・ ・ ・ ・

には寿 命
・・・・・

があります。 

コンデンサーメーカー大手 「ニチコン」の HP より、電解コンデンサの技術情報を抜粋し

ますと、下記のようなグラフがあります。 

 
この図でわかるように、電解コンデンサには寿命があります。 

  

電解コンデンサの使用上限温度以下では、アレニウスの法則（熱エネルギーによる化学反応

式）が成立し、温度が１０度下がると寿命が 2 倍になると言われています。 

製品寿命をどの程度に設定しているかが各メーカーによって様々と思われますので、一概に

は言えませんが、コンデンサメーカーの寿命計算式では、15 年を上限に計算するようにな

っていますので、おおむね 15 年～20 年稼働した制御基板の電解コンデンサは積極的に取

り換えることで基板の故障削減に貢献できるのではないでしょうか。 

 

 



プリント基板上の不良電解コンデンサの調査には、以下の調査方法があります。 

 

１．目視調査 

電解コンデンサが 破裂、膨れ、液漏れ等 目視で不良と判断できる場合は、ある程度 許

容範囲内のインピーダンスが測定できたとしても取り替えるべきです。 外見で膨れている

時には、予寿命はほとんどないと思って間違いありません。 

  

２．インピーダンス測定 

インピーダンスが測定できるテスター等で電解コンデンサの両端子間のインピーダンス

を測定する調査方法です。 

この調査では、制御基板、プリント基板の回路が不明なことが多いため、電解コンデンサ

外部の影響が数値的にわかりません。 このため、この調査方法では、制御基板、プリント

基板上の電解コンデンサの容量判断は難しく、予寿命はおろか、良否の判定も難しい とい

うことが言えます。 

制御基板、プリント基板自体に正規の電源を印可できる場合は、オシロスコープ等での波形

調査により良否判定の目安が出せる可能性はあります。 

 

インピーダンスとは、電子回路、電子部品、および電子部品材料の特性評価で使われる重

要なパラメータです。インピーダンス Z は、ある周波数における部品や回路の交流電流

の流れを妨げる量として定義されます。(2019 年中級講座第二回を思い出してください。

忘れた方は、会員ページの中から DL 出来ます。) 

 

  

３．良品のプリント基板との比較調査 

 良品と分かっているプリント基板が手元にない場合はこの調査は使えません。 

あくまでも比較調査ですので、良品の制御基板と調査対象の制御基板を比較して、数値に差

があったときには、電解コンデンサの不良が疑われるということになります。 

何度も言いますが、良品比較調査ですので、インピーダンスの差（絶対値の数値差）が何 Ω

以下なら良品で何 Ω 以上なら不良か？というのは、実績を積み上げていかないと判断はむ

つかしいです。 

チップコンデンサの良否判定について 

 基板上に実装されている状態では、他の素子の影響があるので目安程度と思ってくださ

い。 単体にして測定してください。 

 テスターでの導通は、直流数ボルトでの抵抗値測定となります。作動電圧での測定ではな

いので、導通のありなしでの良否判定も絶対に正しいといえないこともご承知ください。  

コンデンサは、直流を通さないので、容量が大きい場合は充電時や放電時に瞬間的に伝量

が流れます。テスターの抵抗レンジや導通レンジで観測できるのは、充電時の電流と充電

後の漏れ電流のみです。充電電流は、アナログ式テスターで高感度のモードでないと観測

が難しいです。 

チップコンデンサは、一般的に容量が小さいですから、充電電流を観測するのはほとんど

不可能です。充電後の漏れ電流を見ることになります。 

 



 チップコンデンサにもいくつかの種類があります。 

 1.セラミックコンデンサ 一般的ですが、容量は一番大きくても 100uF 程度です。健全

なら導通はありません。不良でも導通はありません。 

 2.タンタルコンデンサ 黒色のチップ部品です。 過電圧や逆電圧で故障するとショートモ

ードになるので、導通するようになります。 不良でも容量抜けは、導通がありません。 

 3.電解コンデンサ 故障すると内部断線が起こり導通ありません。 したがって、コンデン

サ単体を測定しているときに、導通が継続するなら故障と判定できますが、導通がなくて

も故障していることは多いことにご留意ください。 

 素子の小型化とともにチップ部品は種類も増えてきています。コンデンサだけではなく抵

抗や半導体もあります。チップダイオードの可能性もありますので、ご注意ください。 コ

ンデンサの良否判定は、容量や漏れ電流測定やインピーダンス測定を定格電圧・周波数で

行うことが厳密には必要です。  

一般的にチップセラミックコンデンサはほとんど故障しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５.電源／GND のショートしている位置を見つけ

る方法 

電子回路を搭載した基板の不具合で結構やっかいな、電源／GND のショート個所の特定方

法について 

 

【用意する物】 

１．CCCV 電源（定電圧／定電流・制御が出来る安定化電源） 

２．マルチ・メーター（又は、テスター） 

 

【電圧探査方法】 

１．ショートしていると思われる電源プレーンと GND プレーンの端を探します。 

２．ショートしていると思われる電源プレーンと GND プレーンの端で抵抗値を測定しま   

す。 

  この時、計測した抵抗値をメモしておきます。 

 

３．電圧／電流・制限値を CCCV 電源に設定して、電源プレーンの端から電流を流し込み 

ます。 

電圧は、正規の電圧より低い値にします。例えば、5[V]電源プレーンでしたら、  

500[mV]／500[mA]程度の電圧／電流・制限値を CCCV 電源に設定します。 

 

４．マルチ・メーター（又は、テスター）で、端から順番に電圧を計測して、徐々に電圧

が低下し、 ある測定電圧で低下が止まり、一定電圧になった場所を探索します。 

 

基板のパターンがどの様に なっているのか、情報をもっている場合は簡単なのです

が、情報が無い場合もあると思います。その場合は、電圧の等高線を作るイメージで

注意深く電圧の分布のイメージを持つ必要があります。 

 

例えば、以下のようなパターンでショートしている位置があったとすると、電圧の等高

線の探索を途中でやめてしまうと間違った結果を得ることになります。○印を CCCV 電源

を接続するポイントとして、* 印がショート個所とした場合、? の分岐に向かって電圧 を

探査すると、分岐点のポイントから、? の最終端までは測定電圧が一定に見えてしまいま

す。すると、分岐点の近傍にある部品，又はパターンがショートしていると判断してしま

う事になります。この点を意識して探査をすると良いと思います。 

 

             ○____________*________\ 

             | 

             |_______? 

 

５．電圧の低下が止まった個所が分かったら、その近辺にある部品（バイパス・コンデン  

サー／半導体デバイス)を取り外します。（又は、電源ピンを足上げして浮かしてみま 

す。） 

６．ショートしていると思われる電源プレーンと GND プレーンの端で抵抗値を測定しま 

す。 

７．ショートした状態の抵抗値が解消されて、抵抗値が大きく上がっている事を確認しま 



す。 

 

  部品を取り外した状態でショート状態が解消されていれば、以下の手順は事実の基本  

的に不要で再確認程度の意味となります。もしショートが解消されていない場合は、 

まれに複数個所ショートしている事も考えられるので、念のため抵抗値を計測しま

す。 

 

８．取り外した部品の電源／GND 端子間の抵抗値をマルチ・メーター（又は、テスター） 

で計測します。 

 

取り外した部品の抵抗値が、ショートしていると思われる電源プレーンと GND プレーン

の端で抵抗値に近いか確認します。 

８．で測定した抵抗値がかなり低い場合は、ショート個所と断定出来ます。しかしなが

ら、まだ電源／GND 端子間の抵抗値が低い場合は、５．に戻って、さらに近傍の部品を取

り外して電源／GND 間の抵抗値を測定してショートが解消されているか確認してみます。 

 

その他の方法として、赤外線カメラを使う方法があります。こちらも、実際に使用してみ

た結果、かなり絞り込みまでの時間が短縮出来る感触を得たのでご紹介したいと思いま

す。 

 

【赤外線探査方法】 

これは、電圧探査方法でショートしている部品を特定出来て、実際にやってみて有効であ

るという事が分かった方法です。 

ショートといっても、部品やパターンが完全にショートしていない事が殆どで、正確には

ショートしかかっているといったところです。 

そこで、上記の方法と同じ端から電流を流しこんで、発熱している個所を探すという方法

をとってみたところ、簡単に特定が出来たので、こちらもお勧めです。 

 

電源～グランド のパターンショートを見つける方法 

 



 

※ 能動部品が実装された基板の電源～ＧＮＤ間の抵抗値をデジタルマルチメータとかテ

スタで測定してはいけません。 

  計測器のプローブには部品の耐圧を超える電圧がかかることがあります。 

  計測器のプローブには逆電圧が出力されるものがあります。 

 

▲ 電源パターンとＧＮＤパターンがショートしているプリント基板の、ショート箇所を見

つける方法をご説明します。 

 

① 直流電源装置で 10～100mV 程度の電圧を電源パターンとＧＮＤパターン間に加え

ます。 

② デジタルマルチメータで電源パターンの電圧が最低になる部分を辿って見つけます。 

  逆に言うと、ＧＮＤパターンの電圧が最高になる部分を辿って見つけます。 

  一般的には電源パターンの方が電圧降下が大きいので、電源パターンを辿ります。 

③ その部分でパターンショート(ハンダブリッジ)しています。 

 

■ 電流の経路でないパターンは電圧降下が発生せず、 

  電流の経路であるパターンは電圧降下が発生する、ということを利用するものです。 

 

■ この方法は、能動電子部品が基板に実装された状態でも利用できます。 

 


