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第 6 章 故障とその処置 

警報とそれ以外の故障について、原因およびその処置を説明します。 

なお、次の場合は、お買い上げ店または当社にご連絡ください。 

 処置しても装置が正常に動作しないとき 

 本文中「サービスコール」と書かれた故障のとき 

6.1 警報とその処置 

 

警 告 

 

 

 

 

 

 

ブレーカー（主電源スイッチ）の一次側の処置をするときは、必ずお客様設備

の電源開閉器を OFF にしてください。また、不用意に通電されることがないよ

うに処置してください。 

電源が ON の状態でトラブルの処置をすると、感電するおそれがあります。付

属のブレーカーハンドルストッパーを利用して、不用意に ON にならないよう

にしてください。 

配電室扉、水回路室扉（排熱室扉）を開けるときは、必ずブレーカー（主電源

スイッチ）を OFF にしてから開けてください。 

 

本装置には、トラブルが発生するとブザーで知らせるとともに、主な故障について自己診断

を行い、故障内容、推定原因、処置方法を計装画面に表示を行う機能があります。 

表示されるトラブルの内容については、警報一覧に記しています。内容に対応する処置を施

してください。 

また、自己診断されないトラブルが発生した場合の処置方法については、「6.6 故障とおもっ

たら?」に説明しています。処置を施しても装置が正常に動作しない場合は、お買い上げ店ま

たは当社にご連絡ください。 

本装置にはバックトレース機能を搭載しています。 

バックトレースデータを当社公式サイトの受付ページへ送付すると、ネット診断サービスを利

用することができます。 

 

※ネット診断サービスとは、警報発生前後における装置の内部データ（バックトレースデー

タ）をお客様からご提供いただき、そのデータから故障要因を解析し、診断結果をお客様

に提示するものです。 

 

バックトレース機能の流れ 

 

 

 

 

 

 

警報発生

（異常） 

バックトレース 

データ収録完了

外部メモリー 

へデータ保存 

当社公式サイトの

受付ページへ保存 

診断結果を当社よりご連絡します 
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警報が発生した場合は、下図の警報画面が自動的に表示され、ブザーが鳴

動します。また、アラームアイコンは、警報が解除されるまで点滅を続けま

す。 

[ブザー停止]を押して警報ブザーを停止させます。 

表示された警報画面の警報を押すと詳細内容が表示されます。 

 

 

警報画面 

 

 

警報を押すと下記警報ヘルプ（詳細）が表示されます。 

警報ヘルプ画面 

 

 

通 知 

異常発生ブザー音、警告発生ブザー音を OFF にすると、音による通知ができなく

なり、異常・警告発生の発見が遅れる場合がありますので、できるだけ OFF にし

ないようにしてください。 

ブザー音を OFF にした場合は、運転表示灯の赤点滅、警報発生画面の表示のみ

となりますのでご注意ください。 
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◆ 参 考 ◆ 

「警告、異常」時のブザー動作は、管理設定メニューのメンテナンス設定、音設定で

設定することができます。 

 

警報の処置方法 

警報が発生したら、次のようにして処置をしてください。 

なお、警報には「異常」と「警告」の 2 種類があり、処置方法が一部異なります。 

 

「異常」 装置や構成機器が故障等で異常状態になった場合。 

「警告」 メンテナンスアナウンス等、故障ではないが運転に乱れが発生する場合。 

 

◆ 参 考 ◆ 

 「異常」が発生しても、バックアップ運転により運転を継続している場合もあります。

「警告」の場合は、運転は継続します。 

 警報内容等の詳細については、☞「6.5 警報一覧表」を参照してください。 

 警報発生時のプログラム番号とステップ番号は、コントローラーの電源スイッチ

（切）前に「プログラム運転詳細表示画面」で確認してください。一度電源スイッチ

（切）にすると、警報発生時に運転していたプログラム番号やステップ番号の履歴

は表示されません。 

 

① 「異常」の場合 

＜手 順＞ 

1） ［ブザー停止］を押してブザーを停止させます。 

 

2） 取扱説明書または警報ヘルプ画面のメッセージに従って、処置方法を確認し、処置し

てください。 

 

② 「警告」の場合 

＜手 順＞ 

1） ［ブザー停止］を押してブザーを停止させます。 

 

2） 取扱説明書または警報ヘルプ画面のメッセージに従って、処置方法を確認し、処置し

てください。 

 

3） 警報ヘルプ画面の［消去］を押します。 

「警告」が発生しても運転は停止しませんが、消去操作を行うか、一旦ブレーカーを切

るまで警報画面から削除はされません。 
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6.2 警報の履歴表示 

 

警報が発生した場合、その履歴を管理設定画面で見ることができます。 

現在発生している警報については、「警報画面」で見ることができますが、警報を解除した場

合は画面表示が消えますので、現在までの警報履歴をご覧になりたい場合は、下記の警報

履歴表示をご利用ください。 

＜手 順＞ 

1） 管理設定タブを押してください。 

管理設定選択画面から[お知らせ履歴/警報履歴]を押します。 

サイドメニューのアイコンでスライドラベル「警報履歴」を選択します。 

 

 

2） 警報履歴が表示されます。 
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番 号 ：履歴番号（1～100）を表示します。 

種 別 ：異常・警告のどちらかを表示します。 

警 報 名 称 ：発生した異常、警告の名称を表示します。 

警報を押すと警報履歴ヘルプ画面が表示されます。 

 

発 生 日 時 ：異常、警告が発生した日付・時刻を表示します。 

 ：表示ページを選択します。 

履 歴 番 号 ：番号を入力することで、直接該当する異常、警告へジャンプするこ

とができます。 

 

◆ 参 考 ◆ 

 現在までに発生した警報を、発生日時の新しいものから順に、1 画面に 10 件ずつ

表示します。 

 発生した異常、警告は、 大 100 件まで保存できます。登録項目が 100 件を越え

た場合は、日付の古いものから順に消去されます。 
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6.3 バックトレース機能について 

 

本装置は稼働中、自動でバックトレースデータを収録しています。 

バックトレースデータとは設定温湿度、測定温湿度、装置の制御に必要な各種制御項目の

制御値情報を記録したものです。異常が発生すると、装置が自動でバックトレースデータの

収録を完了させます。 

そのデータを当社公式サイトの受付ページへ保存していただくと、ネット診断サービスを利用

することができます。 

 

＜手 順＞ 

1） 異常が発生すると、装置は自動でバックトレースデータの収録停止処理を行います。

停止処理が完了すると以下のようなポップアップ画面が表示されます。 

 

 

 

◆ 参 考 ◆ 

バックトレース収録再開について 

保存しない場合も、バックトレース設定が「有効」になっていれば、自動的に収録再

開します。 
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2） 外部メモリー（USB）を計装画面下の外部メモリー用端子に挿入し、 

外部メモリータブの[バックトレース書込み]を押します。 

 

 

 

3） バックトレース書き込み画面で、「トリガー発生日時」と「トリガー要因」を確認できます。 

保存したいデータを選択してください。 

※複数の異常が発生した場合は、装置で 初に検出した異常の名称が表示されます。 

 

 

4） [戻る]を押して外部メモリー画面が表示されたら、[外部メモリー取り外し]を押し、「取り

外してください」と表示されたことを確認して取りはずしてください。 

 

通 知 

[外部メモリー取り外し]を押さずに取りはずすと外部メモリーに保存された収録デー

タが破損する場合があります。 
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■外部メモリーの保存ディレクトリー 

外部メモリーに自動生成されたディレクトリーに、3 つのファイルが収納されます。 

(USB メモリー内のデータを PC 画面で見た場合) 

 

 

フォルダー構成： 

 

 

 

 

 
 

■作成されるファイル 

ZIP ファイルを解凍すると、次のファイルが作成されます。 

 

バックトレースデータ ：警報発生年月日_時分秒_t.btd 

管理設定、メーカーメンテナンス情報 ：警報発生年月日_時分秒_c.bts 

運転設定情報（定値、プログラム設定） ：警報発生年月日_時分秒_p.bts 

 

ファイル名の数字の部分は、日付と時刻になります。 

 

■ネット診断サービスの利用 

外部メモリーのファイルを当社公式サイトの受付ページへ保存してください。 

当社より診断結果をご連絡します。 

◆ 参 考 ◆ 

運転設定情報には装置で設定されているすべての定値運転・プログラム運転情報が保

存されています。 

当社へ「運転設定情報」を提示されない場合は、バックトレースデータ：警報発生年月

日時分秒_t.btd と、管理設定、メーカーメンテナンス情報：警報発生年月日_時分秒

_c.bts を送付してください。 

もしくは管理設定－バックトレース設定で運転設定ファイル出力設定を「しない」に設定

してください。運転設定情報を出力しません。 

警報発生年月日_時分秒 

CHB 製造番号 

ESPEC 
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6.4 バックアップ時の動作 

 

本装置にはバックアップ機能があり、メンテナンス設定の装置運転動作設定画面でバックア

ップ「する」を選択していると、異常が発生しても他の正常な機器で運転を継続します。 

バックアップ「しない」を選択していると異常が発生した場合、装置は全停止になります。 

バックアップ運転中は性能を満足しない場合もありますが、装置全停止による試料破損の防

止や、他の試験への転用等で装置停止によるロスタイムをできるだけ少なくする目的でこの

機能を搭載しています。 

バックアップ運転の動作を理解していただき、正しく装置を使用していただくために、異常発

生時の動作を次に示します。 

なお、どの異常状態がバックアップの対象になっているかは☞「6.5警報一覧表」を参照してく

ださい。 

 

バックアップ動作について 

異常内容 
バックアップ「する」を 

選択している場合 

バックアップ「しない」を 

選択している場合 

加湿器系の異常 
温度運転に切り替わる 

運転を継続する 

装置停止 

（運転状態は「プログラム一時停

止中」または「定値運転中」） 
冷凍機系の異常 

残りの冷凍機で運転継続 

ただし搭載冷凍機が1台の場

合や搭載冷凍機が全て異常

停止した場合は装置停止 

条件によって、冷凍機が動作

しない場合があります。 

その他の異常 装置停止 

 

 

◆ 参 考 ◆ 

警報発生時のバックアップ運転モードの設定については、☞「コントローラー編 6 章

管理設定」を参照してください。 
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6.5 警報一覧表 

 

装置が検出する警報は、「警告」「異常」の 2 種類があります。 

「警告」に分類されている警報は、処置後、ヘルプ画面の[消去]ボタンによって警報表示を削

除することができます。 

警報が発生した場合は、処置内容を確認、実施後、運転を再開、継続してください。 

処置後も異常、警告が再発する場合は、サービスへご連絡ください。 

 

オプション装備時に発生する警報や原因、処置については＜オプション名称＞を記載してい

ます。 

装備されているオプションによって推定原因、処置が異なりますので、それぞれのオプション

の推定原因、処置をご覧ください。 

通信機能での警報番号は、取扱説明書：ネットワーク編を参照してください。 

一覧表は警報名称の 50 音順で記載しています。 

 

警報名称 内容 推定原因 処置 

ウイック乾燥警告 

湿度運転中に、相対湿度計測用

湿球温度が規定水準を超えまし

た。装置の湿度運転はこのまま

継続しますが、正確な湿度制御

が不可能となり、湿度警報を発

生する場合があります。 

・湿球用ウイック

（ガーゼ）の乾燥

・湿球用ウイック（ガーゼ）の交

換 

・交換後、自動復帰 

温調器センサー断

線異常（DC） 

＜静電容量型湿度

センサー制御方式

オプション＞ 

＜安定性試験仕様

オプション＞ 

温調器ユニットのセンサー入力

が断線したので、装置の運転を

停止しています。バックアップ運

転[する]が選択されている場合、

湿度運転を中止し、温度運転を

継続しています。 

・センサーの断線

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー断

線異常 

（TC1，RTD） 

温調器ユニットの制御用温度セ

ンサー入力が断線したので、装

置の運転を停止しています。 

・センサーの断線
・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー断

線異常（TC2） 

温調器ユニットの制御用湿度セ

ンサー入力が断線したので、装

置の運転を停止しています。バッ

クアップ運転[する]が選択されて

いる場合、湿度運転を中止し、温

度運転を継続しています。 

・センサーの断線

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー断

線異常（TC5～12） 

温調器ユニットの冷凍機センサ

ー入力が断線したので、装置の

運転を停止しています。バックア

ップ運転[する]が選択されている

場合、複数冷凍機を搭載してい

る装置では該当する冷凍機のみ

運転を停止して、装置の運転を

継続しています。 

・センサーの断線

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

温調器センサー断

線警告（TC11，12） 

＜ワイドビュー扉・

ワイドビュー扉操作

孔付きオプション＞ 

温調器ユニットの温度センサー

入力が断線しましたが、装置の

運転は継続しています。 

・センサーの断線

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー範

囲外異常 

（TC5～12） 

温調器ユニットの冷凍機センサ

ー入力が規定水準からはずれた

温度を計測したので、装置の運

転を停止しています。バックアッ

プ運転[する]が選択されている場

合、複数冷凍機を搭載している

装置では、該当する冷凍機のみ

運転を停止して、装置の運転を

継続しています。 

・冷凍機の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温度：下限絶対値

異常 

試験槽内温度が温度警報の下

限絶対値を下回ったので、装置

の運転を停止しています。 

・下限絶対値の設

定が不適切 

・冷凍能力の設定

が不適切 

・下限絶対値の設定値を確認 

・冷凍能力の設定を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温度：上限絶対値

異常 

試験槽内温度が温度警報の上

限絶対値を超えたので、装置の

運転を停止しています。 

・上限絶対値の設

定が不適切 

・供試品の発熱 

・上限絶対値の設定値を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・供試品の発熱量の削減 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

温度：上限偏差値

警告 

試験槽内温度が温度警報の上

限偏差値を超えたので、復帰す

るまで加熱器・加湿器を停止して

います。 

・上限偏差値の設

定が不適切 

・供試品の発熱 

・上限偏差値の設定値を確認 

・供試品の発熱量の削減 

・自動復帰 

外部機器異常：1 

＜外部機器異常時

入力端子オプショ

ン＞ 

接続されている外部機器の異常

を検出したので、装置の運転を

停止しています。 

・接続された外部

機器の異常を検

出 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・外部機器の異常を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

拡張アナログ基板

センサー断線異常

（RTD1） 

＜試料温度制御オ

プション＞ 

拡張アナログ基板のセンサー入

力が断線したので、装置の運転

を停止しています。 

・センサーの断線
・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

加湿器異常 

加湿器の電流値が上昇して、加

湿器用サーキットプロテクターが

動作したか、加湿器空焚防止器

が動作したので、装置の運転を

停止しています。バックアップ運

転[する]が選択されている場合、

湿度運転を中止し、温度運転を

継続しています。 

・水位調整の不良

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・装置の水平を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

加湿器初期給水異

常 

湿度運転を開始した後、加湿器

への初期給水時に規定時間で満

水にならないので、装置の運転

を停止しています。バックアップ

運転[する]が選択されている場

合、湿度運転を中止し、温度運

転を継続しています。 

・加湿器への給水

回路の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・水回路室の異常を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

加湿器通常給水異

常 

湿度運転中に、加湿器への給水

が規定時間で満水とならないの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、湿度運転を

中止し、温度運転を継続していま

す。 

・加湿器への給水

回路の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・水回路室の異常を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

加湿器排水異常 

加湿器の水を排水しようとしまし

たが、水位が低下しないので装

置の運転を停止しています。バッ

クアップ運転[する]が選択されて

いる場合、湿度運転を中止し、温

度運転を継続しています。 

・加湿器からの排

水回路の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・水回路室の異常を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

加熱異常 

試験槽内温度が、温度ヒューズ

の設定値を超えたか、温度過昇

防止器（計装パネルに設置）の設

定値を超えたか、または、加熱器

の電流値が上昇して、加熱器用

サーキットプロテクターが動作し

たので装置の運転を停止してい

ます。 

・温度過昇防止器

の設定が不適切

・供試品の発熱 

・温度過昇防止器の設定値を確

認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・供試品の発熱量の削減 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

給水タンク渇水（警

告） 

給水タンクの水が無くなったの

で、装置の湿度運転を停止し、温

度運転を継続しています。 

・給水タンクの水

が無くなった（1

～3型：約1.3リッ

トル以下、4 型：

約 2.6 リットル以

下） 

 

＜給水タンク追加

オプション＞ 

・接続配管の異常

 

＜連続給水オプ

ション＞ 

・連続給水回路の

異常 

・給水タンクに水を補給 

・給水完了後、自動復帰 

 

＜給水タンク追加オプション＞

・連装用タンクへの給水作業の

実施 

・給水回路の切替バルブの確

認 

 

＜連続給水オプション＞ 

・計装の給水設定の確認 

・給水回路の切替バルブの確

認 

・連続給水の配管の確認 

・水の供給元を確認 

給水タンク減水（警

告） 

給水タンクの水が減少していま

す。残りの水で湿度運転は継続

しますが、このまま放置されると

湿度運転を停止します。 

・給水タンクの水

が少ない 

（1～3 型：約 4.4

リットル以下、4

型：約8.5リットル

以下） 

 

＜給水タンク追加

オプション＞ 

・接続配管の異常

 

＜連続給水オプ

ション＞ 

・連続給水回路の

異常 

・給水タンクに水を補給 

・給水完了後、自動復帰 

 

＜給水タンク追加オプション＞

・連装用タンクへの給水作業の

実施 

・給水回路の切替バルブの確

認 

 

＜連続給水オプション＞ 

・計装の給水設定の確認 

・給水回路の切替バルブの確

認 

・連続給水の配管の確認 

・水の供給元を確認 

凝縮器ファン異常 

凝縮器ファンの運転電流が上昇

し、温度スイッチもしくはモーター

ブレーカーが動作したので、装置

の運転を停止しています。 

・凝縮器ファンモ

ーターの過負荷

による異常 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・冷却のため、1 時間以上の停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

凝縮器ファン異常 

＜DC インバーター

冷凍回路システム

オプション＞ 

凝縮器ファンの運転電流が上昇

し、温度スイッチもしくはモーター

ブレーカーが動作したので、装置

の運転を停止しています。バック

アップ運転[する]が選択されてい

る場合、複数冷凍機を搭載して

いる装置では、該当する冷凍機

のみ運転を停止して、装置の運

転を継続しています。 

・凝縮器ファンモ

ーターの過負荷

による異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・冷却のため、1 時間以上の停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

記録媒体認識警告 

記録媒体が認識できないため、

下記の機能が機能しません。 

・サンプリングデータの内部メモリ

ーデータ保存 

・バックトレースデータの収録 

・バックトレースデータの外部メモ

リーへの書込み 

・バックトレースデータのダウンロ

ード(Web) 

・アドオン/システム更新 

上記機能は機能しませんが、装

置の運転は可能です。 

・記録媒体の故障

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

システム異常 
計装のシステム異常（装置停止

中でも検出します） 

・計装システムの

異常 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

・再発する場合はシステム異常

の番号をサービスへ連絡 

湿度：下限絶対値

警告 

試験槽内湿度が湿度警報の下

限絶対値を下回ったので、復帰

するまで加熱器・冷凍機制御を

停止しています。 

・下限絶対値の設

定が不適切 

・下限絶対値の設定値を確認 

・自動復帰 

湿度：上限絶対値

警告 

試験槽内湿度が湿度警報の上

限絶対値を超えたので、復帰す

るまで加湿器の制御を停止して

います。 

・上限絶対値の設

定が不適切 

・湿球用ウイック

（ガーゼ）の乾燥

・上限絶対値の設定値を確認 

・湿球用ウイック（ガーゼ）の交

換 

・自動復帰 

収録データ削除警

告 

下記の収録データの一部が削除

されました。 

・サンプリングデータ 

・バックトレースデータ 

・アドオン/システム更新履歴 

装置の運転は可能です。 

・収録データの破

損 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

収録データ初期化

警告 

下記の収録データが、初期化に

より失われました。 

・サンプリングデータ 

・バックトレースデータ 

・アドオン/システム更新履歴 

装置の運転は可能です。 

・収録データの破

損 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

除湿器異常 

除湿器の冷凍機の異常（高圧圧

力異常、電流値異常、表面温度

異常）か凝縮器ファンモーターの

電流値異常、再生ヒーターの温

度過昇異常、電流値異常のいづ

れかが発生したので装置の運転

を停止しています。 

・除湿器内の冷凍

機の異常 

・除湿器内の再生

ヒーターの異常

・除湿器の異常 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・除湿器の凝縮器用フィルター

の清掃 

・除湿器のエアーフィルターの

清掃 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

試料温度センサー

断線異常 

＜試料温度制御オ

プション＞ 

試料温度センサー入力の断線を

検出したので、装置の運転を停

止しています。 

・センサーの断線
・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

試料温度センサー

断線警告 

＜試料温度制御オ

プション＞ 

試料温度センサー入力の断線を

検出しています。 
・センサーの断線

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

送風機異常 

送風機モーター周辺が異常高温

になり、送風機に内蔵している温

度スイッチが動作したので、装置

の運転を停止しています。 

・送風機モーター

の過負荷による

異常 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・冷却のため、1 時間以上の停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

電圧印加用内蔵電

源異常 

＜電圧印加用内蔵

電源オプション＞ 

電圧印加用内蔵電源に過電流

が流れたので、装置の運転を停

止しています。 

・供試品の負荷容

量オーバー 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・負荷容量を 300W 以下へ削減

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

電源逆相異常 

主電源（一次側電源）の逆相接

続、あるいは欠相接続を検出し

たので装置の運転を停止してい

ます。 

・一次側電源から

のケーブル接続

の異常 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・一次側電源を OFF 

・電源ケーブルの接続確認 

・一次側電源を ON 後、ブレーカ

ー（主電源スイッチ）を ON 

独立温度過冷異常 

＜温度過冷防止器

オプション＞ 

試験槽内温度が温度過冷防止

器（計装パネルに設置）の設定値

を下回ったので、装置の運転を

停止しています。 

・温度過冷防止器

の設定が不適切

・冷凍能力の設定

が不適切 

・温度過冷防止器の設定値を確

認 

・冷凍能力の設定を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

扉開放警告（一時

停止） 

装置運転中に本体扉の開放を検

出しています。一時停止動作[す

る]に設定されたので、装置の運

転を一時停止しています。 

・本体扉が開放さ

れた 

・扉の閉め方が不

十分 

・扉警告待ち時間を見直す 

・ドアハンドルを押し込んで、扉

を閉め込む 

・閉め込み後、自動復帰 

扉開放警告（継続） 

装置運転中に本体扉の開放を検

出しています。一時停止動作[し

ない]に設定されているので、こ

のまま装置の運転を継続します

が、正常な運転ができないため、

他の警報が発生することがあり

ます。 

・本体扉が開放さ

れた 

・扉の閉め方が不

十分 

・扉警告待ち時間を見直す 

・ドアハンドルを押し込んで、扉

を閉め込む 

・閉め込み後、自動復帰 

冷却ファン異常

(PHP の場合) 

冷却ファンモーター周辺が異常

高温となり、冷却ファンに内蔵し

ている温度スイッチが動作したの

で、装置の運転を停止していま

す。 

・冷却ファンモータ

ーの過負荷によ

る異常 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・フィルターの清掃 

・冷却のため、1 時間以上の停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

冷凍機 1 圧縮機

電流値異常 

冷凍機の電流値が上昇したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・凝縮器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 

冷凍機 1 圧縮機

表面温度異常 

圧縮機表面温度が上昇したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・凝縮器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・冷却のため、1 時間以上の停

止 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 

冷凍機 1 高圧圧

力異常 

冷凍機の高圧圧力が上昇したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・凝縮器の異常 

・蒸発器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・除霜運転の実施 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 

冷凍機 1 霜付き警

告 

蒸発器の霜付きを検出していま

す。このまま装置の運転を継続し

ますが、正常な運転ができない

ため、他の警報が発生すること

があります。 

・蒸発器への霜付

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・除霜運転の実施 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

冷凍機 1 低圧圧

力異常 

冷凍機の低圧圧力が低下したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・蒸発器の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・除霜運転の実施 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

冷凍機 1 吐出管

温度異常 

冷凍機の吐出管温度が基準値

以上となったため、装置の運転を

停止しています。バックアップ運

転[する]が選択されている場合、

複数冷凍機を搭載している装置

では、該当する冷凍機のみ運転

を停止して、装置の運転を継続し

ています。 

・凝縮器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・冷却のため、1 時間以上の停

止 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 

冷凍機 2 圧縮機

電流値異常 

冷凍機の電流値が上昇したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・凝縮器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

冷凍機 2 圧縮機

表面温度異常 

圧縮機表面温度が上昇したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・凝縮器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・冷却のため、1 時間以上の停

止 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 

冷凍機 2 高圧圧

力異常 

冷凍機の高圧圧力が上昇したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・凝縮器の異常 

・蒸発器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・除霜運転の実施 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 

冷凍機 2 霜付き異

常 

蒸発器の霜付きを検出したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、設定温（湿）

度によって温（湿）度運転を継続

しています。 

・蒸発器への霜付

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・除霜運転の実施 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

冷凍機 2 霜付き警

告 

蒸発器の霜付きを検出していま

す。このまま装置の運転を継続し

ますが、正常な運転ができない

ため、他の警報が発生すること

があります。 

・蒸発器への霜付

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・除霜運転の実施 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

冷凍機 2 低圧圧

力異常 

冷凍機の低圧圧力が低下したの

で装置の運転を停止しています。

バックアップ運転[する]が選択さ

れている場合、複数冷凍機を搭

載している装置では、該当する冷

凍機のみ運転を停止して、装置

の運転を継続しています。 

・蒸発器の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

・除霜運転の実施 

冷凍機 2 吐出管

温度異常 

冷凍機の吐出管温度が基準値

以上となったため、装置の運転を

停止しています。バックアップ運

転[する]が選択されている場合、

複数冷凍機を搭載している装置

では、該当する冷凍機のみ運転

を停止して、装置の運転を継続し

ています。 

・凝縮器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・冷却のため、1 時間以上の停

止 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 

冷凍機 3 圧縮機

電流値異常 

冷凍機の電流値が上昇したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・凝縮器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

冷凍機 3 高圧圧

力異常 

冷凍機の高圧圧力が上昇したの

で、装置の運転を停止していま

す。バックアップ運転[する]が選

択されている場合、複数冷凍機

を搭載している装置では、該当す

る冷凍機のみ運転を停止して、

装置の運転を継続しています。 

・凝縮器の異常 

・蒸発器の異常 

 

＜冷凍回路水冷

方式オプション＞

・冷却水の異常 

・試験を優先する場合は運転を

継続 

・再起動可能な場合は運転を停

止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・凝縮器用フィルターの清掃 

・除霜運転の実施 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 

＜冷凍回路水冷方式オプション＞

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の水温、流量の確認 

冷凍機システム異

常 

＜DC インバーター

冷凍回路システム

オプション＞ 

冷凍機システムに異常が発生

し、装置の運転を停止していま

す。 

・冷凍制御システ

ムの異常 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

冷凍機冷却水断水

異常 

＜冷凍回路水冷方

式オプション＞ 

冷凍機の凝縮器用冷却水の水

圧が低下して、断水リレーが動作

したので、装置の運転を停止して

います。 

・クーリングタワー

（冷却水ポンプ）

の停止 

・給水弁が閉じて

いる 

・ストレーナーの

目詰まり 

・冷却水の異常 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・クーリングタワーの運転確認 

・給水弁の開度を確認 

・ストレーナーの清掃 

・冷却水の配管の確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

ON 

 


