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ここで考えたいのは、サイレントチェンジの意味である。サイレントとは、無言、音
を立てないということ。無言で何かを変更（チェンジ）するというという意味です。

「『サイレントチェンジ』とは、発注者に知らせることなく、依頼された企業が部品
の材料を変えてしまうことを指します。発注者（使う側）にとっては多大な影響が
生じることになります。断りなしに変更してしまう。結果、トラブルが発生した。

材料の変更あるいは材料の配合比を変更すると、あなたに申し出た場合、その
変更が原因でどのようなトラブルが生じるかをあなたは【はっと】認識できるだろう
か？経験、知見が有れば可能だろう。

多数の材料、部品であり、プラスチック、電気部品は幅が広い。相当の経験、知
見が有って判断できる力をつけ、気がつくと言うのが現状ではなかろうか。

本日は、基本に戻り、サイレントチェンジを防ぐ知見を持つためには、何が必要な
のか？その基本を学びたい。

趣旨



1.グローバル生産体制における歪
1-1 海外調達・生産委託・現地生産
1-2 最近の電気製品のサイレントチェンジとは？
1-3 事例紹介
1-4 なぜ深刻・重大な経営上の課題になるのか？

2.広い意味のサイレントチェンジは以前からあった
2-1 材料、部品、工程の無断変更（これもサイレントチェンジ

3.サイレントチェンジへの対応策
演習：加湿器 サイレントチェンジの未然防止を共に考えて見る
3-1 契約
3-2 相手先の信頼性の管理レベルの調査
3-3 定期的な材料、部品に対する信頼性評価
3-4 生産プロセスに対する定期的な監査



1. グローバル生産体制における歪

電気製品、電気部品・材料の海外調達、現地生産等グローバル
化の進展、事業再編・売却等による生産体制の急激な転換等に
より大きな変化を受け、これまで進めてきた品質維持のあり方に
大きな影響を及ぼしている。

品質維持のあり方とは、従来の日本企業が得意としてきた丁寧な
ものつくりの姿である。しかし、10年前位前からどんどん変化して
きた。過去の日本流の品質維持の方法が通じない。

今までのグローバル生産体制における歪（弊害、しわよせ）を振り

返り、グローバル生産体制と言う大きな流れにおいて、サイレント
チェンジの背景を理解する。



1-1 海外調達・生産委託・現地生産

海外調達 海外の会社が生産した製品・部品・ユニットを調達して日本で販売・生産する。
生産委託 海外の会社に仕様あるいは図面を提示して完成品の生産を委託する。
現地生産 日本の会社の指導で海外の会社が主に現地の部品・ユニットで生産する。

日本海外

部品
ユニット

部品 部品

海外調達
・ 標準部品（電源コード、電線、

スイッチ、バリスタ、コンデンサ
モータ等）。

・ 電源ユニット、プリント基板、束線

生産委託
パソコン、事務機等の

完成品の製品。
現地会社

総合メーカ
設計・生産・販売

現地生産
パソコン、事務機等
の完成品の製品

販売
日系生産会社



失敗モデル

１．安易な考え方→経験不足

・標準品、カタログ品をよく検討せず採用する
・納入先の情報に対して安易に信用してしまう
・海外メーカ、販売代理店の商い習慣への知識不足

２．自分の不作為

・相手先の信頼性の管理レベルに対する調査が不十分
・製品、部品に対する信頼性評価の項目漏れ
・生産プロセスに対する定期的な監査不足



電源
コード

フイルム
コンデンサ

液晶ＴＶ セラミック
ファンヒータ

標準品、カタログ品をよく検討せ
ず採用する

〇 〇

納入先の情報に対して安易に
信用してしまう

海外メーカ、販売代理店の商い
習慣への知識不足

〇

相手先の信頼性の管理レベル
に対する調査が不十分

〇 〇

製品、部品に対する信頼性評価
の項目漏れ

〇 〇

生産プロセスに対する定期的な
監査不足

〇

失敗モデルからその原因を推測する



振り返り

日本メーカから調達する場合、日本メーカの完成度の高い
技術・品質に依存していることを深く認識する。

海外から調達する時は、この背景を知らずに、自分の知識や経
験不足が原因で失敗する例が多い。

果たして、自分は電気・電子部品を自分の力で選別する力量、
経験はあるだろうか？

どのような着眼点で海外調達、海外委託、現地生産からの品質・
技術に関するリスク（心配ごと）を回避することが可能だろうか？

何をよりどころに考えたら良いのだろうか？



1-2. 最近の電気製品の
サイレントチェンジとは？

最近の話題の『サイレントチェンジ』とは、発注者が知らないうち
に、依頼された素材メーカが材料の組成を変えてしまうことを指
す。

材料・部品のサイレントチェンジは大きなトラブルを引き起こす要
因として経営上の重要な問題と認識されている。被害が甚大で
ある。

以前に増して、材料・部品の海外調達、現地生産等グローバル
化の進展でより複雑な構成になった。真の原因を突き止めるの
が極めて難しい。



1-3. 非重大事故：パソコン事故の概要

市場不具合品のコネクタ樹脂部を取り出し断面を観測すると多数の空洞、赤色
の粒子が確認された。また、XRF（蛍光X線分析）にて樹脂成分を分析した結果、
赤リンの含有が確認された。

赤リンはコネクタ樹脂部の難燃剤として使われており、樹脂内部の多数の空洞
に吸湿した水分とリンが反応し、イオンマイグレーションが発生した。結果、樹脂
内部で短絡が起こり、短絡したことで過負荷状態により発熱に至った事例であ
る。 NITE 平成26年度製品安全業報告会 38頁



複雑なサプライチェーン

A社が販売するモデムに使われる「ACアダプター」が市場で発熱事故を起こした。
ACアダプターのDC出力電線の電極部の樹脂中の「難燃剤」が「臭素系」から「赤リ
ン」に、(A社が知らないうちに)置き換わっていた。

「臭素系」のものから「赤リン」に変わったことを、台湾のアダプタメーカを通じてA社
に連絡された場合、今回のようなトラブルを防ぐ知見（赤リンのイオン化）を持ち、
今回のトラブルを予知できたか? 知見がなければ、この事故は防げない。

A社



2.広い意味のサイレントチェンジは
以前からあった

４Ｍ管理の重要な管理がある。この管理不足が原因で広い意味
のサイレントチェンジはあった。
Man（人）, Machine（機械）, Material（材料, Methodo（方法）



海外
メーカー

日本 米国

生
産
委
託

開発・設計

供
給

販
売

生産

・生産当初は、日本の自社の工場で主に日本製の部品・ユニット
で電源ユニットを生産していた。

・海外の会社に図面を提示し、電源ユニットの生産を委託した。

・需要ひっ迫の影響で、生産委託先が無断で積層セラミックコン
デンサの購入先を日本製からアジア製に変更した。

生産委託の背景



ものづくりには、４Ｍ管理という重要な管理がある。
Man, Machine, Material, Methodo
人、機械、材料、方法

その４Ｍに変更があると、品質に大きな影響が出ることは
良く知られている。特に材料は、その影響度が非常に
大きい。

中国企業はその４Ｍの管理の認識が甘い。

確認もせずに材料、機械、方法を変更するので、事故が
起こる。ものづくりの本来の考え方、醸成されていない。

４Ｍ管理の大切さ

2017年10月25日 NHKクローズアップ現代



2-1. 材料、部品、工程の無断変更
（これもサイレントチェンジ）



海外
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・生産当初は、日本の自社の工場で主に日本製の部品・ユニット
で電源ユニットを生産していた。

・海外の会社に図面を提示し、電源ユニットの生産を委託した。

・需要ひっ迫の影響で、生産委託先が無断で積層セラミックコン
デンサの購入先を日本製からアジア製に変更した。

生産委託の背景



左図のシェーバ充電器を

裏側から見た写真

シェーバー・クリーンカットの充電器で、通電中に発火
する事故が継続的に発生、火災に至る危険性がある
ため（2000年5月8日）、回収・交換を発表した

Ｓ社ブランドで販売
製造元はＸ精器

出典：日経ものつくり事故の辞典 730頁～732頁



生産場所を変更した場合、どのような材料、部品、
工程の変更が予想される。

あなたは変更に伴う電気製品の発火・発煙のリス
クを見抜けるか？

それらを防止、抑制する体制の仕組みをスタート
しているか？

今までの事例で言えること



3.サイレントチェンジへの対応策

プラスチックを構成する素材のサイレントチェンジが大きな話題に
なっている。グローバルな生産体制の歪みから考えると、それはプ
ラスチック・ゴムという素材の変更、あるいは配合の変更というサイ
レントチェンジの一つの課題と捉えてみる。

サイレントチェンジをグロバル生産整染体制という広くものつくりの
観点から見れば、
・部品選定の検討不足、図面指示の不適切等の自分の不作為に
伴う問題

・生産工場の国の変更に伴う部品変更、工程変更等の変化点に
伴うリスクの事前の検討不足

これらを十分に目利きが出来る力をつけることが先決だと思われる。



演習：加湿器

サイレントチェンジの未然防止
共に考えて見る

靴が滑って転倒した原因は、靴底の材料が滑りやすいためだった。
危険性（リスク）が事前に判っていれば、注意すべき材料、部品に
的を絞れる。電気製品も同じである。



・加湿器の構造、電気回路を検証し、材料、部品どのようなリスクが
予想されるか？

・加えてNITEの事故データベースから加湿器の事例から、
リスクを把握してもよい。

加湿器の生産工場が国内A社から海外のX社に移転した場合を
想定する。あるいは、電源プリント基板を台湾の会社に生産委託
を予想してみる。つまり、今までとは異なる海外のメーカに製造を
お願いする、部品を調達する、と考える。

この時に、予想したリスクの原因となった材料、部品の仕様の
どの部分を抑えればそのリスクを未然に防止できるか深く考える。

事前にリスクになり得る変化点（サイレントチェンジ）を把握して
それを仕様書、図面、契約書、評価方法などで数値化して規制する。
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タンク 煙突

蒸発皿

ふた（ポリプロピレン）

電源コード

平行ビニルコード
125V 7A定格

定格：280W
温度ヒューズ：157℃

スイッチ
ON/OFF
強/弱切替

センサ
フロート機構

ヒータ
プリント基版

加湿器の構造から故障・リスクを予想する



水タンク
タンク2.1l

蒸気排出口

蒸発皿 フロートセンサー

水の流れ

蒸発皿に水垢が蓄積するリスク



水道水を沸かす加湿器のリスクは何か？

予想されるリスク

リスクの元になる
材料、部品、使い方

予想される変化点
・材料の配合比
・添加物
・電子部品のメーカ
・現場の道具 等

何をどのように抑えれば
よいか
・契約書、図面、仕様書



制御基板

トライアック

温度ヒューズ サーモスタット電源スイッチ

280Ｗ

水量検知
(リードスイッチ）

強弱スイッチ

バリスタ

電気回路から故障を予想する



サーモスタット

チューブ内に温度ヒューズ有り

抵抗ヒータ

水量計：リードスイッチ

制御プリント基板

蒸発皿

底面を取り外した状態



繰り返し電流のトラアックの信頼性

繰り返しサージのバリスタの性能 高温通電の温度ヒューズの寿命

フイルムコンデンサの劣化



加湿器に使われる電気部品のリスク

予想されるリスク

リスクの元になる
材料、部品、使い方

予想される変化点
・材料の配合比
・添加物
・電子部品のメーカ
・現場の道具 等

何をどのように抑えれば
よいか
・契約書、図面、仕様書



閉端端子

ファスト端子

旗型端子

はんだ付け

スポット溶接

重要な要素作業の接続



予想されるリスク

リスクの元になる
材料、部品、使い方

予想される変化点
・材料の配合比
・添加物
・電子部品のメーカ
・現場の道具 等

何をどのように抑えれば
よいか
・契約書、図面、仕様書

要素作業のリスクは何か？



温度ヒューズ、サーモスタットのリスク
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ペレットは正常 通常使用でペレットが溶けた事例

正常品

撮影用の固定治具

温度ヒューズとサーモスタットの内部構造



予想されるリスク

リスクの元になる
材料、部品、使い方

予想される変化点
・材料の配合比
・添加物
・電子部品のメーカ
・現場の道具 等

何をどのように抑えれば
よいか
・契約書、図面、仕様書

温度ヒューズ、サーモスタットを
使用するリスクは何か？



3.サイレントチェンジへの対応策

前提として、以下の知識が不可欠である。

・材料、部品に要求される特性の基本特性の知見
・電気・電子部品の壊れ方の理解
・故障品の物理解析力



ら

電気・電子部品の壊れ方

半導体素子の短絡
ヒータ、ランプ

雷サージ
過電圧（中線線欠落）

半導体素子の短絡
（・整流素子、・FET等）

でん公衆回線網

雷サージ
過電圧（配電線と電話線の接触）

電子部品の短絡
コンデンサ自身の発火

通信回路

過電圧

モータの過負荷
振動

ネジの緩み

応力によるはんだクラック

プラスチックのギヤ燃焼

はんだクラック

発熱

電源コードの抜き差し
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イ
ン
レ
ッ
ト

トラッキング
マイグレーション



プラスチックに要求される特性

電源スイッチ
定格：AC100V 15A）
大電流アーク発火性

プリント基板
難燃性、耐トラッキング性

防火エンクロージャ
難燃性、耐熱性、
機械的強度

高電圧コネクタ
定格 4KV
難燃性、
高電圧アーク
トラッキング性

内部プラスチック：ギヤ
（エンジニアリングプラスチック）
難燃性、

電源スイッチ：接点
定格：AC100V 15A）
大電流アーク発火性

防火エンクロージャ
難燃性、耐熱性、
機械的強度

高電圧コネクタ
定格 4KV
難燃性、
高電圧アーク
トラッキング性

バリスタ
定格：270V
外装樹脂の難燃性

電線
難燃性
耐ゴミ付着性

外部プラスチック
もらい火への対応

Copyright ｂｙ Techno Quality Corporation 



基本的な仕様確認
1.プラスチックを絶縁物として利用している電気部品に注目する
電源コード、コネクタ、コンセント、プリント基板、電線、
絶縁チューブ、ポッテング剤、半導体の封止剤、接着剤、
スイッチのボディ材、
→電気部品として認証されているか？
材料はUL認定材料か？

2.外装カカバー、内部プラスチック、
→ULの難燃材か？UL認定品か？

UL認証部品、材料であれば、UL工場検査で定期的な監査が
行なわれている。無断で素材の変更はできない仕組みである。

電気部品、プラスチックはUL認証品を使う



発火・発煙、故障の原因となった電気部品、材料の要因（設計数値、
電気部品の定格、プラスチックの機能、ゴムの配合比、電気部品・材
料の工程管理等）を把握する。

該当する電気部品・プラスチック・ゴム等の仕様が生産会社、工程の
変更、調達先の変更等により仕様の変化点（チェンジ）に起因する
リスクを予想・調査する。

電気部品・プラスチックの仕様に関する変化点から予想されるリスク
を防ぐため、契約、設計図面、信頼性評価、工程管理等で縛りを整え、
サイレントチェンジを未然に防ぐ。

変化点からリスクを予想する



3-1 契約
・取引契約時にサプライチェーンを把握する

サプライチェーンの変化点を事前連絡する旨の契約をする
・電気部品の壊れ方、プラスチック・ゴムの特性値を認識する

サプライチェーンの変化点との関連性を契約書の明記する

3-2 相手先の信頼性の管理レベルの調査
・メーカ選定時：工程審査、工程フォロー
・電気部品のデータ確認 特に壊れ方を確認する

3-3 定期的な材料、部品に対する抜き取り検査、信頼性評価
・絶縁物としてのプラスチック →FT-IR
・外装カバー、内部プラスチック→UL94難燃性テスト

3-4 生産プロセスに対する定期的な監査



終


