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パソコン部品は他の単機能の電子部品と比較して、絶対に故障しないとか、非常に故障しにくいとは言えない面が多く存在します。

このようなパソコン部品を組合せたシステムの信頼性を考える場合、部品単位での信頼性を考えるだけでは不十分で、システム全体としての信

頼性を考える必要があります。

パソコンの信頼性について
ミスミではパソコンの部品を個々に組み合わせて各種の用途や目的に最適なシステムを構築するお客様のために部品
を提供しております。パソコンを部品単位で選択するような場合に求められるのは、その機能が常に継続すること、つま
り信頼性が高いことです。

パソコン部品の信頼性について

故障する確率の低い半導体部品の使用 
故障する確率の低いその他電気部品の使用 
故障する確率の低い機械的機構部品の使用 
ノイズの影響（主に電磁的）を受けない構造・設計 
バグの影響を考慮した構造・設計 
電源ラインの異常を考慮した構造・設計 
フェイルセーフ機能の保有 
保守しやすい機械的構造 
定期点検規定 
RAS機能 
電源の二重化（リダンダント化） 
無停電電源装置（UPS） 
RAIDシステム（HDDの二重化） 
ウォッチドグタイマ機能 

 
故障しにくい 
 
 
 
誤動作しにくい 
 
 
 
 
 
保守しやすい 
（保全度が高い） 

信頼性が高い 

ここが イ ポ ト ン 

①技術革新のスピードが非常に速く、新技術、新工法、新材料

が次々に現れ、未評価の分野が信頼性低下の要因となって

いる。

②高速化、高容量化、高機能化に伴い部品やシステムが複雑化

してきており、故障の機会が増大している。

③低電圧化、高クロック化、高密度化に伴い、システムが発す

るノイズが増加しており、かつ逆に相対的にノイズに弱くな

ってきている。

④高機能、高性能化のために従来の規格の改良や新しい規格

が順次追加されており、古い規格と新しい規格が混在するこ

とでシステムの不安定さが増大する。

⑤ひとつの商品を構成する部品点数が多く、故障の機会が増加

している。

⑥規格自体に曖昧さを残すことで、より新しい規格や規格間の

整合性を取ろうとする傾向があり、商品設計段階、使用段階

などでの解釈の違いによる不整合が生じる。

その理由は

ではいったい信頼性が高いとは、どういうことを言うのでしょうか?

良く誤解されるのが、「ノイズに強いシステムは信頼性が高い」と思われていることです。信頼性を決定する要因は、ノイズに対する強さばかりで

はありません。信頼性は、「満足な状態または正常な状態を維持する能力＝故障しにくい。誤動作しにくい。」と「一旦不満足な状態や非正常な状

態になったら、速やかに回復できる能力（保全度）＝保守しやすい。」によって決定されます。つまり「故障しにくい」「誤動作しにくい」「保守しやす

い」といった能力を持っているシステムが、信頼性が高いシステムということが言えます。このことを更に具体的に示すと下記のようになります。

信頼性が高い？



商品サポート窓口 技術的なお問い合わせやトラブルに関してはB21ページ 製品の詳細はカタログ専用のWebサイト http://www.misumi.co.jp/fpc/
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パソコンやそれらに使用される部品は、「半導体部品」「その他の電

気部品」「機械的機構部品」で構成されています。パソコンが故障

しにくいとは、これらの部品が故障しにくいということになります。

●半導体部品

全ての製造工程が自動化されており、しかも信頼性工学の研究

でも、最も進んでいる部品であるため、フィールドに出てからの

故障率は極めて低い部品です。ただ技術革新の速度が非常に速

い部品の場合は、発売直後に故障率が高くなる傾向があります。

また重要なことは、半導体部品といえどもその寿命が永久では

ないということです。半導体部品の故障要因の多くは、静電気

による破壊と規格外の電圧・電流によるものですが、その他に

半導体自身の寿命も考慮しなければなりません。

●その他の電気部品

非常に歴史の長い部品であるため、故障率は高くありません。

ただコネクタやスイッチなどの機械的要素の多い電気部品では、

接触不良などの故障が発生しやすい傾向があります。またコン

デンサなどは、その特性から使用環境温度によって寿命が低下

する傾向があります。

●機械的機構部品

パソコンに使用される機械的な部品の代表はクーリングファン

です。クーリングファンは主に電源とCPUが使用されています

が、そのほかにもシャーシやビデオカードなどにも使用されてい

ます。このような機械的な部品は、上記の電気・電子部品に比べ

著しく寿命が短く、かつ故障率も高く、また熱や衝撃や塵埃など

の使用環境の影響を大きく受けやすい部品です。

単に価格や消費電力などだけで

選ぶのは危険であるといえます。

なおクーリングファンには回転

状態のモニタ出力機能を持っ

たものがあり、ファン回転数を

コントロールするメインボード

やRASモジュールF57ページ

を組み合わせればより信頼性の高いシステムが構築できます。

電源クーリングファンはファンの故障により電源内部の温度上

昇を引き起こし、内部に使用されている電解コンデンサを劣化

させることがあります。電源内部の部品の故障は、電源自体の

動作を止めてしまうため、

CPU同様にシステムを停止さ

せる致命的な故障となります。

シャーシ用クーリングファン

は、一般的なマザーボード用シ

ャーシには付属していません

が、組込型シャーシには標準で

付属しています。よって信頼性

という点においては、組込型シ

ャーシが優れているといえま

す。また組込型シャーシには防

塵フィルタも標準で付いてい

るため、さらに故障要因を削減

できます。

ちなみに、さらに積極的にパソ

コン部品の温度を下げる部品

もあります。当カタログにも掲

載しているPCベンチレータや

クーリングファン付き取付キッ

トがそれで、パソコン内部や

HDD本体の温度を効率的に

低下させることができます。

また意外に忘れがちなものに、HDDとFDD、CD-ROMドライ

ブなどがあります。これらは立派な機械的機構部品です。

特にこれらの部品は非常に精密な機械部品であるため、衝撃力

や温度や湿度といった環境の影響を大きく受けます。例えば低

温環境で使用していたパソコンを高温環境へ移動して使う場合

などで、ちょっと湿度が高い場合、簡単に結露してしまいますが、

この水滴がヘッド部分に付着すると故障してしまうことがありま

す。特にHDDは重要な部品です。この重要な部品も、精密であ

るがゆえに簡単な要因で故障してしまうということを、十分認識

してシステム構成を考える必要があります。

HDDやFDDのもっと積極的な信頼性対策として「故障しないこ

と」が検討できます。具体的には、機械的な稼動部を持たない記

憶装置を採用する方法があります。つまり半導体ディスク装置

（SSD：Solid State Disk）を使用するという方法です。

SSDは主にフラッシュメモリを利用した書き換え可能な記憶装

置で、HDDやFDDと同様にOSから記憶用ドライブ装置として

認識されるものです。よってあたかもHDDやFDDを使用してい

るのと同じ感覚で、ドライブ装置として使用することができます。

さらに半導体記憶装置ですから振動や温・湿度に強く、書き換え

可能回数に制限はありますが、読み出し回数は半永久的です。よ

ってOSや重要な基本アプリケーションなど、書き換え回数は少

ないが、簡単には壊れては困る

ソフトを格納しておくにはもって

こいの記憶装置です。

現在ではDisk On Module、

コンパクトフラッシュ、HDD型

SSDドライブ、USB接続ドラ

イブ（USBドライブからのOS

クーリングファン取扱い上の注意事項 
●衝撃が加わらないように取扱いに注意する。 

●規定の温度内で使用する。 

●軸受の構造（ボールベアリングが望ましい）やトルクの大き

さなど考慮する。 

ここが イ ポ ト ン 

RASモジュール F57ページ

バッテリーバックアップ電源 F68ページ～

シャーシ用クーリングファン F56ページ

ウォールマウントシャーシ F2ページ～

PCベンチレータ F54ページ クーリングファン付き取付キット H14ページ

HDD H7ページ～ FDD H38ページ～

Disk On Module H25ページ～

故障しにくい
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パソコンのようにハードウェアだけでなくソフトウェアも一体とな

っているシステムの場合は、信頼性の確保はより一層対策しにく

い要因となります。また最近のようにシステムが複雑化してくると、

ますます難しい問題となっています。一般的な誤動作の要因は下

記のものです。

●ノイズ（主に電磁的）

ノイズ対策の基本はノイズを出さないこと、ノイズを通さない

こと、ノイズに応じないことです。このために従来からグラン

ディング、シールディング、フィルタリング、その他個別の対

策が行われており、最新のパソコンでもその対策の基本は変

わっていません。

ノイズ対策に関しては世界各国で規制の方向にあり、パソコン

やその構成部品も、各製造元にて規制に沿ったノイズ試験を行

なっています。ちなみに出さないことについては、電磁妨害規

制（EMI）が各国の認証機関によって決められており、規制値

や試験方法などが詳細に規定されています。

また通さないや応じないに関

しては、電磁感受性（EMS）

の逆数であるイミュニティ（ノ

イズ耐性）として規制の方向

にありますが、多くは未だ自主

規制の範囲です。代表的な試

験規格としては、国際規格と

してIEC1000-4に試験方法が規定されています。（EMS：

Electromagnetic Susceptibility）

さらに最近では、EMIとEMSのバランスを取って健全なノイズ

対策を行なうという考えから、EMC（電磁的両立性、電磁的適

合性：Electromagnetic Compatibility）という概念も導入

されてきています。

なお、電磁ノイズを出さない、通さないということに対する具

体的な対策としては、組込型シャーシを使用するということが

有効です。

組込型シャーシは全面金属パネルで覆われており、しかも板厚

の厚い鋼板が使用されています。また開発時にEMIやEMSに

関するテストを十分に行っているため、汎用のマザーボードシ

ャーシに比べ電磁ノイズには強い構造となっています。当カタ

ログにも各種の組込型シャーシが掲載されていますので、一度

検討してみてください。

●バグ（Bug）

バグにはソフトウェアのバグとハードウェアのバグがあります。

いかに最新技術を利用したパソコンと言えども、バグのない完

璧な商品は存在しないといっても過言ではないでしょう。

また過去の経験からの学習やデータベースによる技術管理が

発達しているとは言っても、これほど急激に発達し複雑化して

いるパソコンにおいては開発・設計の何れかの段階でミスが入

り込む余地は十分に考えられます。さらにこのことは、将来の

商品においても引き続き懸念されるところです。

起動はマザーボードのBIOSが対応している必要があります）と

いったいろいろな形態で販売されており、容量も年々増大する

とともに、低価格化が進んできています。ミスミでも各種SSD

を取り扱っておりますので、是非一度検討してみてください。

ただSSDはHDDに比べると、容量あたりの単価が高いことが

欠点です。そこで大きな記憶容量でしかも信頼性を高くする対

策として、「故障してもその影響が大きくならないように、フェイ

ルソフト機能を盛り込む」という方法があります。具体的にはミ

ラーリングなどのRAIDシステムにより記憶装置の二重化をシ

ステムに盛り込むことです。これはHDDに対する対策ですが、1

台のHDDの故障が全体に影響しないように、常にデータを複数

のHDDにコピーして管理するというものです。

ミラーリング機能はWindows2000やXPのServerバージョ

ンなどのOSに盛り込まれていたり、RAIDシステム、RAIDカー

ドなどはハードウェアとして販売されています。

自動制御装置の重要なコント

ローラとしての用途などではぜ

ひご検討ください。またこのよ

うな記憶装置の二重化は、後

述する保全度の高さにも密接

に関係してくる問題ですので、

保全度を意識するシステムで

は検討する必要がある機能だと思います。

以上のように信頼性を重視する場合は、機械的機構部品につい

ては特に注意して部品を選定する必要があると思います。ただ

何でもかんでも信頼性の高い部品を使用するというのは、費用

対効果の点で問題があります。信頼性は部品の信頼性のみを考

えるだけでなく、後述の保全対策の一環としての定期点検や定

期交換を考慮することが現実的です。

もうひとつのSSDに対する対策 
OSやアプリケーションプログ

ラムのコンパクト化を行い、

小さなディスク容量で済ませ

る方法があります。Windows

系のOSでは、インストールし

たファイル全てを使用しなく

ても、アプリケーションプログ

ラムを問題なく動作させることが可能です。しかし現実には、

どのファイルが必要で、どのファイルが不必要かを切り分ける

ことは難しい作業となります。このようなときには、専用のコ

ンパクト化ツールを使用することで、効率的かつ安全に必要

ファイルだけを取り出すことが可能です。 

ここが イ ポ ト ン 

RAIDドライブ H8ページ～

ロムウィン H18ページ～

フロアマウント F14ページ～

コンパクトフラッシュ H27ページ SSDドライブ H26ページ

誤動作しにくい
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信頼性を考える場合、基本的には故障しないようにシステムを設

計することが前提ですが、むやみに高信頼性化するのではなく、

どんなに信頼性に注意してシステムを作っても、いつかはきっと

誤動作や故障が発生するだろうと考える方が現実的です。

このように考えると次は、故障が起きた場合に、そのことをいか

に早く発見していかに早く復旧させるかが重要な問題となります。

パソコンは自動化機器です。使用用途にもよりますが、故障の発

見の遅れが重大な障害に至ることもあります。よってこの保全度

の度合いも、信頼性の重要な用件になると考えます。

●保守のしやすい構造と定期点検

古くから行われている方法ですが、最も基本的な故障発見と復

旧のための対策です。保守のしやすい構造に関しては、組込型

パソコンのように機能要素ごとに部品が分かれている構造のシ

ステムの方が、市販の一体型パソコンよりもメンテナンスしや

すくなっています。しかも組込型パソコンは、機能を限定して

ユニット化したり小型化したりできますので、不満足な部分だ

けを切り離すといったことも容易です。

●定期点検

定期点検については、現状でも自動車や生産設備で多く行わ

れているように、特に機械的な機構部分には有効な異常発見

方法です。

なお信頼性とは直接関係ありませんが、定期点検間隔の目安

としてMTBF（Mean Time Between Failures：平均故障間

隔）を使用することがあります。MTBFとは、商品の寿命内の

ある規定された時間における隣接した故障間の平均動作時間

で、MIL-HDBK-217Dなどにその求め方が規定されています。

半導体部品のように非常に均一な製造プロセスで作られたも

のなどは、故障率や故障モードが安定していて故障に関するデ

ータも整備されているため計算によってMTBFを求めることが

多くあります。その他の製品についてはMTBFの目標値から加

速試験時間を統計的に求め、その加速試験時間における故障

の発生率から導き出したりします。

●電源ラインの異常

ここでとりあげる電源異常とは、パソコンの電源装置に関する

トラブルではなく、パソコンに電源を供給する電源ラインのト

ラブルです。

現在のパソコンシステムでは、ますます電源ラインの信頼性が

重要となってきております。というのも、現在のOSの多くがそ

のパフォーマンスを確保するために、キャッシュメモリを利用

したライトバック方式でデータを保存しており、書き込み命令

がなければ主記憶に落とさないようにしているため、ちょっと

した停電によってもデータが破壊される可能性があるからで

す。またFDDやHDDなどのディスクドライブは、その構造上

から電源ダウンが機械的な故障の原因となる場合もあります。

このように大量のデータを高速で扱うことが、ますます多くな

るパソコンシステムにおいては、電源ラインの信頼性は非常に

重要な問題となっています。

さらに日本は基本的に電源事情の安定した国ですが、このこと

だけで安心することはできません。というのも停電は単に電源

事情によるばかりでなく、断線や負荷の大きい機器と同系統で

接続されていることによる突然の電圧ダウン、さらに落雷やサ

ージノイズによる電圧異常も停電と同じ現象となります。

また多くのパソコン関連機器は、国際的に流通するため入力電

圧が115V/230V仕様になっています。115Vの場合、通常

95V～130V程度が入力許容範囲となりますが、工場内の2

次電源などでは90V近くまで電圧が低下することがあります。

このような場合にも停電と同じ現象となります。

このような電源ラインの異常による誤動作を防ぐ方法として

は、ノイズ対策をするとかタコ足配線をしない等の方法が考え

られますが、パソコンの使用用途や期待する信頼性の度合い

によっては不測の事態を考えてより信頼性の高い電源の使用

や電源の二重化やUPSの設置といった対策が必要になります。

なおこのような対策は、後述の保全度の高さにとっても非常に

密接に関係してくる問題です。

今後は電源を多重化したリダンダント電源システムを採用した

シャーシなども増加してくるものと思われます。

●フェイルセーフ機能

フェイルセーフとは、システムが故障したときの誤動作の結果が、

常に安全側へ働く仕組みで、外部に対して危険な状態となるよ

うな出力が発生しない仕組みを施した安全機能のことです。

バグに関しては存在するかもしれないという考えに立ち、現

在はたまたま発現しないだけのことと考え、後述の保全によ

る誤動作検出機能を強化した方が現実的で前向きな対策で

はないかと考えます。 

ここが イ ポ ト ン 

MTBFはあくまでも平均故障間隔の目安であり、商品の寿命

を保証するものではありません。 

また使用状態などもMTBF計算上では考慮されているため、

ご使用条件と評価条件が異なっている場合には、これらの要

素も含めて総合的に判断する必要があります。ここのところ

はよく誤解されるところですので、十分な注意が必要です。 

このような性格の数値であることから、MTBFは定期点検の

点検間隔を決めるための目安に使用します。つまり点検間隔

をMTBFの何パーセントと決め、その時間間隔ごとに点検を

行うといった利用方法です。 

ここが イ ポ ト ン 

UPS F76ページ 長寿命電源 F72ページ

保守しやすい（保全度が高い）
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用語解説

よって、実質的に故障が発生しなかったのと同じ状態にするとい

う信頼性向上手段です。一般的にコンピュータシステムでは、絶

対に故障しないシステムを開発するというよりも、上記のような

冗長化の考えを取り入れたシステム設計が一般的です。

保守部品
定期点検で問題が指摘されると、多くの場合対象部品を交換

することとなります。しかしこの時に交換部品が用意されてい

なければ、早急な復旧ができなくなります。これでは保全度の

高いシステムであるとは言えません。またパソコンのようにラ

イフサイクルが短い商品では、欲しいと思った時に既に部品は

生産中止になっていることも良くあります。したがってシステム

全体の期待寿命に応じて、必要な保守部品を用意しておくこと

が非常に重要です。

起動ディスク
起動ディスクは、HDDに万一のことがあった場合にトラブル解

決の一つの手段になる物です。万能とはいえませんが、持って

いてよかったと思う一品です。是非用意しておくことをお勧め

いたします。

検査診断ツール
定期点検に使用したり、ちょっと様子がおかしいと思った時に使

用するユーティリティーです。またシステム開発時にも非常に便

利です。自作パソコンを開発・使用する場合には必須のツールで

す。そのほかにも、さまざまなツールやユーティリティーがありま

すので一度検討してみてください。

なお、検査診断ソフトとベンチマークテストについては、一見同

じように解釈されがちですが、ベンチマークテストは、一定の条

件内でハードウェアの性能を比較する性質のソフトとなるため、

ここでの評価により故障を断定することはできません。ソフトウ

ェアの性質を理解した上でのご確認が重要となります。

スキャンディスク
スキャンディスクは、HDDのディスクの損傷を診断するユーテ

ィリティーで、MS-DOSやWindowsなどOSの一つの機能と

して提供されています。定期点検時に実行すれば、問題の早期

発見に非常に役立ちます。

………以上が定期点検時の要点です。

フェイルソフト
フェイルソフトとは、システムの一部が故障してもその影響がシ

ステム全体に及ばず、一部の性能や機能は低下するが処理は継

続して実行できる、という仕組みを施した安全機能のことです。

例えば電源やHDDの場合、それらの部品を一つのシステムに

各1台ずつ使用していると、万が一これらの部品が故障するとシ

ステム全体がダウンしてしまいます。このような場合、電源やハ

ードディスクを2台以上用意してシステムを二重化しておけば、1

台の部品が故障した場合でも残りの部品が利用できるようにす

ることができる。このような考え方がフェイルソフトです。

現在このような考え方は、ハードディスクではRAIDシステム、

電源ではリダンダント電源システムといった名称で盛り込まれて

いる場合があります。

なおこのフェイルソフトの考え方は、信頼性工学でいうところの

冗長化の考え方に似ております。冗長化とは、システムの構成要

素に同様の手段や要素を余分に追加し、その一部が故障しても

全体としては故障に至らない方法と定義されています。つまり誤

動作や故障は必ず起こるという考え方に立った信頼性向上対策

のことで、その考え方に立ってシステムに余分なものを付加し、

さらに故障の検知とその対処方法をシステムに盛り込むことに

無停電電源装置（UPS）
コンピュータは電気で動作し

ているため、電源の異常は致

命的です。

無停電電源装置とは、一種の

電源バックアップ用の電池で

す。最近では電源の状態を監

視して、異常発生をCPUへ伝

える機能などを持ったものも

あります。ただあくまでも電池

であるため何時間もバックア

ップできないことが欠点です。

ミスミでも、最も基本的な小

型UPSやバッテリーバックア

ップ機能付き電源を取り扱っ

ております。単なる電源バックアップ機能だけでなく、総合

的な保全機能を提供するためには本格的なUPSが必要とな

りますが、一度検討してみてください。

ウォッチドグタイマ
これは一定時間間隔で動作す

るタイマに対して、プログラム

上でタイマのカウントアップ前

にタイマをリセットを行わせ

ることで、アプリケーションプ

ログラムの動作を監視する機

能です。

アプリケーション側では、常に一定の時間以内にタイマリセッ

トを行わせるようプログラミングしておくことで、タイマがカ

ウントアップしない状態を作り出しておきます。タイマカウント

は、プログラムの動作とは無関係にカウントされるため、アプ

リケーションプログラムが、一定時間以内にタイマをリセット

できなければ、アプリケーションプログラムの動作が、途中で

引っかかっていると考えられます。

つまりカウントアップしない状態＝正常な動作が行われてい

る、カウントアップした状態＝プログラムの暴走や回路の故障

状態を検知するというものです。

この機能は一般的には、CPUカードに標準で組込まれており、

検出時間間隔や検出後のアラーム発生方法などを自由に選択

できるようになっています。このような異常な状態が検出でき

るということは、保全にとっては重要なことです。ウォッチドグ

タイマは手軽な異常検出機能であり、しかもCPUカードには

標準搭載の機能です。

RAS機能
最近のコンピュータシステムで採用されている安全機能にRAS

機能というものがあります。RAS機能とは、信頼度（Reliability）、

稼働率（Availability）、保全度（Serviceability）の頭文字で、

システムの信頼性を向上させる各種機能の総称として使われて

おります。

UPS F76ページ

バッテリーバックアップ電源 F68ページ

CPUカード G6ページ
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部品の寿命 
パソコン関連商品は、残念ながら永久に使用できるものでは

ありません（このことは本章をすでに読まれた皆様にはご理

解いただけたかと思います）。ではいつが寿命なのかという

ことが問題となりますが、これはご使用状況や商品の個体差

などによって違いが出るため、一概に計算式などで求めるこ

とができません。しかし、パソコン関連部品は故障を伴う可

能性があることを常に念頭において故障に対する万全の準

備を心がけなければならないことは、すでに述べたとおりです。 

ここが イ ポ ト ン 

具体的な機能としては提供しているメーカーによって異なります

が、概ね下記のような機能が含まれております。

・ウォッチドグタイマ

・電源監視

・温度監視

・クーリングファンの状態監視

・外部リセットの受信やリセットの発生

・割り込み発生

・デジタル入出力

つまりRASとは、システムの状態を常に監視して、異常を検出し

たらそのことをシステムのCPUや外部のシステムに伝達する総

合的な機能で、この機能によってシステムは安全に停止、または

作業を続行することができるようになるわけです。現在RAS機

能は、その機能の一部または

全部がシステムに標準で盛り

込まれていたり、一枚のカード

やユニットとして提供されてい

たりします。ミスミでもRAS

カードやRASモジュールの取

り扱いがありますので一度検

討してみてください。

RASモジュール F57ページ

●定期点検のポイントについて
では実際に故障や寿命に対して、どのような配慮をするのが

いいのかについて、触れておきます。

故障を未然に防ぐには、早めの手当てが有効なことは言うま

でもありませんが、どこをポイントに見るかということは、シ

ステムの重要度によっても異なります。ここでは、一般的な定

期点検項目として、忘れがちなポイントを記載します。

電源
電源のダウンはシステムのダウンに直結します。また前述のよ

うに電源ファンから始まる故障では、電解コンデンサの熱によ

る劣化から、熱膨張⇒液漏れが発生することになります。電解

液の気化時には化学臭が発生することがありますので、このよ

うなことに至らないためにも、電源のMTBF値を確認し、故障

前に交換することを心がけます。なお毎日の点検では電源ファ

ンの回転状況を確認し、回転が一定ではなかったり、異音がし

たらすぐに交換を行ってください。ほこりなどが付着している

場合には、掃除機などでファン周辺を清掃します。

HDD
HDDは、システム起動時やHDDアクセス時に異音がしたら、即

座に交換する必要があります。ネットワークなどに繋がっている

場合には、システムを停止させずに、バックアップをネットワーク

経由で取るなどの措置を行ってください。

CPUクーリングファン
CPUクーリングファンは通常シャーシ内部に隠れているため、

目視することはなかなかできませんが、シャーシ内で異常な音

がするような場合には念のため確認してください。シャーシ内

部を点検する場合には、電源が入っていない状態で、CPUク

ーリングファンを指で軽くまわし、スムーズに回っていれば大

丈夫です。引っかかりがあるような場合や、指でまわしたとき

に重く感じられたら、交換が必要です。シャーシ内部を確認す

る際には、あわせて清掃を行います。このときに掃除機などで

埃を取り除きますが、内部の部品を傷めたり、また基板上のジ

ャンパーなどを誤って吸い込まないよう注意してください。

メインボード
マザーボードやCPUカードには、RTC（リアルタイムクロック）が

搭載されており、この電池が切れると、日付や時刻が正常に表示

されなくなります。電源投入後にCMOS CLEARなどの表示が

出た場合には、バッテリーが切れています。最近のボードはボタ

ン電池を使用してバッテリー交換が可能なタイプになっています

が、古いタイプのボードではRTC ICの中にバッテリーが組み込ま

れているものもあり、この場合にはメーカーでの交換となります。

その他の部品
上記以外の部品の場合にも、異常な音や高温になるなど、通常と

異なる現象が確認された場合には速やかに交換を行うことをお

勧めします。

なお異常と正常の相違については、自動車と同様に日ごろから、日

常点検、定期点検を行うことで常に確認しておくことが大切です。

保証期間
最後に、ミスミの販売する商品には保証期間の表示があります。

この保証期間と先に述べたMTBFの関係は以下のようになり

ます。商品が正常に動作することを保証する期間で、この期間

内に正常な使用状態にあるにもかかわらず、故障した場合には、

無償での修理を行います。なおミスミでは、保証期間内の最初

の一定期間に発生した初期的な故障については、無償での交

換をさせていただいております。詳しくは保証規定B15ページ

をご確認ください。なお保証期間経過後の故障については、商

品や商品に搭載されている部品の寿命に関する問題となりま

すので、有償での修理・交換となります。

MTBF
前述のように、MTBF値を使用して定期点検や定期交換を行

う際の目安とします。あくまでも平均の故障時間であるため、

一般的にはMTBFの50％～70％を経過した時点で、交換を

行い運用中の故障を予防します。

シャーシクーリングファン
シャーシのファンもCPUクーリングファンと同様に確認します。


