
１０７ 

第８章 トラブルシューティング 

本装置のトラブルとその処置方法について説明します。 

本装置の自己診断機能がトラブルを検知すると、計装表示部にトラブル内容

を表示し、ブザーでトラブルを知らせます。自己診断できないトラブルや故障

とまちがえやすい操作ミスについては、「８.２ 故障とおもったら？」をお読みく

ださい。 
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８.１ 警報とその処置 

 危 険 

• 主電源スイッチ（漏電遮断器）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にして非通電状態で行

ってください。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、感電する恐れがあり、

非常に危険です。 

• 配電室カバーを取りはずすときは、必ず主電源スイッチ（漏電

遮断器）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を鳴らし、その内容を計装の表示

部に表示する自己診断機能があります。 

表示されるトラブルの内容については、次ページ以降の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、

「８.２ 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。 

 

警報の処置方法 

 

本装置にトラブルが発生し、自己診断機能が働いた場合の処置方法を説明

します。 

警報時の状態には次の３通りがあります。それぞれの処置方法で警報の処

置を行ってください。 

• 定値運転中の場合 

• プログラム運転中で警報復帰後に運転を継続する必要がない場合 

• プログラム運転中で警報復帰後に警報発生前の運転を継続したい場合 
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■定値運転中の場合、またはプログラム運転中で警報復帰後に運転を継

続する必要がない場合 

 

１. 計装の ブザー停止  キーを押して、ブザーを止めます。 

 

  

  

２. 装置が運転されている場合、 運転 開始/終了 キーを押して、運転操作

選択画面にします。 

次に、 停止実行 キーを押して運転を終了します。 

  

３. 電源 キーを押して、計装の電源をＯＦＦにします。 

  

４. 主電源スイッチ（漏電遮断器）をＯＦＦにします。 

  

５. 警報一覧を参照し、計装の表示部に表示されていたエラーメッセージに

対応した処置を施します。 

  

６. 主電源スイッチ（漏電遮断器）、計装の順に電源をＯＮにします。 

 メニューが表示されます。 

 

手 順
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■プログラム運転中で警報復帰後に警報発生前の運転を継続したい場合 

 

１. 計装の ブザー停止 キーを押して、ブザーを止めます。 

  

  

  

２. 電源 キーを押して、計装の電源をＯＦＦにします。 

警報一覧を参照し、主電源スイッチ（漏電遮断器）をＯＦＦする必要がな

い場合は主電源スイッチ（漏電遮断器）をＯＮの状態にしておいてくださ

い。 

  

３. 警報一覧を参照し、計装の表示部に表示されていたエラーメッセージに

対応した処置を施します。 

  

４. 計装の電源をＯＮにします。 

  

５. 主電源スイッチ（漏電遮断器）をＯＦＦにしていない場合、運転再開確認

画面が表示されますので、運転の継続または停止を選択します。 

主電源スイッチ（漏電遮断器）をＯＦＦにした場合、主電源スイッチ（漏電

遮断器）、計装の順に電源をＯＮにし、運転を開始します。 

  

  はい ：警報発生前の状態から運転を再開します。 

 いいえ ：運転停止状態にします。 

   

  

  

手 順
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警報一覧 

表８.１ 警報一覧 

ディスプレイ表示／ 

［通信機能（オプション） 

での表示］ 
内 容 原 因 処 置 

温調器センサー断線
（Ａｉ-０ｃｈ） 

（異常） 
 

〔０〕 

温調器ユニットの室温補償入力が
断線したので装置の制御を停止して
います。モニタ画面の測定値は［－
－－］と表示されます。 

温調器ユニット（ＳＣＰ-２２０
（ＡＮＡＬＯＧ））のＲＴＤ端子の
「ゆるみ」か、測温抵抗（１００
Ω）の短絡または断線です。

電源 キーを「切」にしたあと、運転

を再開してください。運転再開後も再
発する場合、サービスへ連絡してくだ
さい。 

温調器センサ－断線 
（異常） 

 
 

〔０〕 

温調器ユニットのセンサ－入力が断
線したので装置の制御を停止してい
ます。 

温調器ユニット（ＳＣＰ-２２０
（ＡＮＡＬＯＧ））の端子の「ゆる
み」か接続されているセンサ
－の断線です。 

電源 キーを「切」にしたあと、運転

を再開してください。運転再開後も再
発する場合、サービスへ連絡してくだ
さい。 

温調器センサー断線
（Ａｉ-２ｃｈ） 

（異常） 
 

〔０〕 

温調器ユニットの湿球／湿度入力
が断線したので装置の制御を停止し
ています。 

温調器ユニット（ＳＣＰ-２２０
（ＡＮＡＬＯＧ））のＴＷ端子の
「ゆるみ」か接続されている熱
電対の断線です。 

電源 キーを「切」にしたあと、運転

を再開してください。運転再開後も再
発する場合、サービスへ連絡してくだ
さい。 

冷凍機センサー断線
（Ａｉ-５ｃｈ～１２ｃｈ）

（異常） 
 
 
 

〔０〕 

温調器ユニットの冷凍回路測定チャ
ンネル（Ａｉ-５ｃｈ～１２ｃｈ）が断線し
たので装置の制御を停止していま
す。バックアップ運転（する）場合、
複数冷凍機が搭載されている装置
では該当する冷凍機のみ運転停止
し、装置の制御を継続しています。 

温調器ユニット（ＳＣＰ-２２０
（ＡＮＡＬＯＧ））のＡｉ-５ｃｈ～１
２ｃｈ端子の「ゆるみ」か、接続
されている熱電対の断線で
す。 

装置の運転終了後に 電源 キーを

「切」にしたあと、運転を再開してくだ
さい。運転再開後も再発する場合、
サービスへ連絡してください。 

温度警報 
（上限偏差値） 

（警告） 
 
 
 
 

〔１〕 

槽内温度が、設定されている温度警
報の上限偏差値を超えたので復帰
するまで加熱・加湿制御を停止して
います。 

槽内に設置されている供試品
からの発熱により測定温度が
上昇したか、偏差警報値が低
めに設定されています。 

室内の発熱物を取り除き、偏差警報
値は槽内の設定温度より約１０゜Ｃ高
めで動作するように設定してくださ
い。測定温度が警報値より下がれば
装置は通常制御に戻り、警報発生画

面の 解除 キーによって警報は解除

されます。 

温度警報 
（上限絶対値） 

（異常） 
 
 
 

〔２〕 

槽内温度が温度警報の上限絶対値
を超えたので装置の制御を停止して
います。 

試験槽内に設置されている供
試品からの発熱により測定温
度が上昇したか上限警報値
が設定温度より低く設定され
ています。 

槽内の発熱物を取り除き、上限絶対
値の設定を正しく設定してください。

その後 電源 キーを「切」にしたあ

と、運転を再開してください。運転再
開後も再発する場合、サービスへ連
絡してください。 

温度警報 
（下限絶対値） 

（異常） 
 
 
 
 

〔３〕 

槽内温度が、設定されている温度警
報の下限絶対値を下回ったので装
置の制御を停止しています。 

冷凍能力の過剰、または槽内
に設置されている冷却源の影
響が考えられます。 または
下限絶対値の設定が設定温
度より高く設定されています。

冷凍機を手動運転している場合は
「能力選択」を再設定したり槽内の冷
却源が過剰な場合、設置数量を少
なくしてください。または下限警報値
を正しく設定してください。運転再開
後も再発する場合、サービスへ連絡
してください。 

槽内温度が、温度過昇防止器（計
装パネルに設置）の設定値を越えた
ので、装置制御を停止しています。 

試験槽内の供試品からの発
熱で槽内温度が上昇したか、
温度過昇防止器が槽内設定
温度より低く設定されていま
す。 

槽内の発熱物を取り除き、過昇防止
器を正しく設定してください。その後

電源 キーを「切」にしたあと運転を

再開してください。運転再開後も再発
する場合、温度ヒューズの溶断が考
えられますのでサービスへ連絡してく
ださい。 

温度過昇 
（異常） 

 
 

 
 

〔６〕 

温度過昇防止器用温度検出端の
異常（設定器表示部、バーンアウト
表示”---”する） 

温度過昇防止器の端子の「ゆ
るみ」か、接続されている熱電
対の断線です。 

電源 キーをＯＦＦにしたあと、運転

を再開してください。運転再開後も再
発する場合、サービスコールしてくだ
さい。 

   つづく
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ディスプレイ表示／ 

［通信機能（オプション） 

での表示］ 
内 容 原 因 処 置 

送風機、ダクト異常 
（異常） 

 
 

〔７〕 

以下のいずれかの故障のため装置
は制御を停止しています。 
・試験槽内送風機モータが異常高
温になり、送風機に内蔵している温
度スイッチが作動しました。 

・ダクト接続検出用リミットスイッチが
作動、または断線しました。 

ダクトが外れているか、リミット
スイッチの配線が断線してい
ます。 

・しばらく装置の運転を停止して、送
風機を冷却してください。 

・ダクト及び配線を正しく接続してくだ

さい。その後、計装の 電源 キーを

「入」にして運転を再開してくださ
い。運転再開後も再発する場合
は、サービスへ連絡してください。 

冷凍機 
高圧異常 
（異常） 

 
 
 
 

〔８〕 

冷凍機の高圧圧力が上昇したので、
装置の制御を停止しています。バッ
クアップ運転（する）の場合、複数冷
凍機が搭載されている装置では該
当する冷凍機のみ運転停止し、装
置の制御を継続しています。 

冷凍機の運転圧力が規定水
準を超えています。 

装置の運転終了後、主電源スイッチ
（漏電遮断器）をＯＦＦにしたあと、空
冷仕様では凝縮器フィンの目詰りを、
また水冷仕様は冷却水の水温や流
量を確認してください。適切な処置を
行ったあと、運転再開後も再発する
場合はサービスへ連絡してください。
※１ 

冷凍機 
電流値異常 

（異常） 
 
 
 
 

〔８〕 

冷凍機の電流値が上昇し、サーマ
ルリレーが動作したので装置の制御
を停止しています。バックアップ運転
（する）の場合、複数冷凍機が搭載
されている装置では該当する冷凍機
のみ運転停止して装置の制御を継
続しています。 

冷凍機の故障、凝縮器の異
常、過熱運転、欠相運転が
考えられます。 

装置の運転終了後、主電源スイッチ
（漏電遮断器）をＯＦＦにしたあと、冷
凍機を冷却してください。空冷仕様で
は凝縮器フィンの目詰りを、また水冷
仕様は冷却水の水温や流量を確認
してください。適切な処置を行ったあ
と、運転再開後も再発する場合はサ
ービスへ連絡してください。※１ 

冷凍機 
表面温度異常 

（異常） 
 
 
 
 

〔８〕 

冷凍機の表面温度が上昇し、温度
スイッチ（コンプサーモ）が動作したの
で装置の制御を停止しています。バ
ックアップ運転（する）の場合、複数
冷凍機が搭載されている装置では
該当する冷凍機のみ運転停止して
装置の制御を継続しています。 

機械室周囲温度の上昇、凝
縮器フィンの目詰まり、冷凍
機の故障や冷媒の漏れ、凝
縮器ファン異常、欠相運転が
考えられます。 

装置の運転終了後、主電源スイッチ
（漏電遮断器）をＯＦＦにしたあと、冷
凍機を冷却してください。空冷仕様で
は凝縮器フィンの目詰りを、また水冷
仕様は冷却水の水温や流量を確認
してください。適切な処置を行ったあ
と、運転再開後も再発する場合はサ
ービスへ連絡してください。※１ 

冷凍機 
凝縮器ファン異常 

（異常） 
 

 
〔８〕 

凝縮器ファンの運転電流が上昇し、
サーマルリレーが動作したので装置
の制御を停止しています。バックアッ
プ運転（する）の場合、複数冷凍機
が搭載されている装置では該当する
冷凍機のみ運転停止して装置の制
御を継続しています。 

凝縮器用ファンモータの過負
荷運転です。 

装置の運転終了後、主電源スイッチ
（漏電遮断器）をＯＦＦにしたあとチリ
やホコリ等による凝縮器フィンの目詰
まりがないことを確認してください。適
切な処置を行ったあと、運転再開後
も再発する場合はサービスへ連絡し
てください。 

冷凍機 
冷却水断水 

（異常） 
 
 
 

〔８〕 

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、装置の制御を停止しています。 

クーリングタワー（冷却水ポン
プ）停止、給水弁の「閉」状態
や、ストレーナの目詰まり、冷
却水配管系統での「水漏れ」
が考えられます。 

電源 キーを「切」にしたあと、クーリ

ングタワーの運転や給水弁の弁開
度、ストレーナの目詰まり、配管系統
の「漏れ」を確認してください。 運転
再開後も再発する場合、サービスへ
連絡してください。 

 冷凍温度 ※２ 
範囲外 

（Ａｉ-５ｃｈ～１２ｃｈ） 
（異常） 

 
 

〔８〕 

温調器ユニットの冷凍回路測定チャ
ンネル（Ａｉ-５ｃｈ～１２ｃｈ）が規定水
準から外れた温度を計測したので装
置の制御を停止しています。バック
アップ運転（する）の場合、複数冷凍
機が搭載されている装置では該当
する冷凍機のみ運転停止し、装置の
制御を継続しています。 

霜付き、圧縮機の異常、冷媒
漏れなどの可能性がありま
す。 

装置の運転終了後に、 電源 キーを

「切」にしたあと、運転を再開してくだ
さい。運転再開後も再発する場合、
サービスへ連絡してください。 

加熱器異常 
（異常） 

 
 
 
 
 
 

〔１１〕 

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
たので装置制御を停止しています。

加熱器回路の短絡、あるいは
過電流です。 

主電源をＯＦＦにした後、配電室内に
ある電装シャーシ上の加熱器用サー
キットプロテクターを復帰させてくださ
い。その後、主電源スイッチ（漏電遮

断器）をＯＮにしたあと計装の 電源

キーを「入」にして運転を再開してくだ
さい。運転再開後も再発する場合、
サービスへ連絡してください。 

※１．計装に水冷仕様の内容が表示されますが、本マニュアルは空冷仕様のみです。 

※２．計装に表示される故障内容以外の原因で警報が発生する場合があります。詳細はリファレンス編第５章を参照してください。

つづく



第８章 トラブルシューティング 

１１３ 

ディスプレイ表示／ 

［通信機能（オプション） 

での表示］ 
内 容 原 因 処 置 

電源逆相 

（異常） 

 

 

 

 

 

 

〔１９〕 

主電源（一次側３相電源）の逆相接

続、あるいは欠相接続を検出したの

で、装置の制御を停止しています。 

装置に供給されている主電源

の接続が正しくありません。 

装置に搭載されている機器に、著しく

影響を与えることがあります。主電源

スイッチ（漏電遮断器）をＯＦＦにし、

一次側３相電源の位相や接続状態

を確認してください。その後、計装の

電源 キーを「入」にして運転を再開

してください。運転再開後も再発する

場合、サービスへ連絡してください。

外部機器異常 

（異常） 

 

 

 

〔１９〕 

装置に付加されている外部機器の

異常を検出したので装置の制御を

停止しています。 

外部機器の異常内容につい

ては、外部機器に付属の取

扱説明書を参照してください。

外部機器の取扱説明書を参照して

適切な処置を行ってください。その後

電源 キーを「切」にしたあと運転を

再開してください。運転再開後も再発

する場合、サービスへ連絡してくださ

い。 

加湿器異常 

（異常） 

 

 

 

 

 

 

〔２１〕 

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

たので装置の制御を停止していま

す。 バックアップ運転（する）の場

合、湿度運転を中止し、温度運転を

継続しています。 

加湿器回路の短絡、あるいは

過電流です。 

主電源スイッチ（漏電遮断器）をＯＦ

Ｆにした後、配電室内にある電装シャ

ーシ上の加湿器用サーキットプロテク

ターを復帰させてください。その後、

主 電 源 を Ｏ Ｎ に し た あ と 計 装 の

電源 キーを「入」にして運転を再開

してください。運転再開後も再発する

場合、サービスへ連絡してください。

加湿器空焚 

（異常） 

 

 

 

 

〔２１〕 

加湿皿空炊き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）の場合、湿度

運転を中止し、温度運転を継続して

います。 

加湿皿の給水系統異常か、

加湿皿の水位調整不良によ

る水位低下のため、加湿ヒー

ターの局部的な異常加熱で

す。 

装置の運転終了後、加湿給水系統

を確認して加湿皿の水位を調整して

ください。 その後、計装の 電源 キ

ーを「入」にして運転を再開してくださ

い。運転再開後も再発する場合はサ

ービスへ連絡してください。 

湿度警報 

（上限絶対値） 

（警告） 

 

 

 

〔２２〕 

槽内湿度が、設定されている湿度警

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。 

プログラム運転時のステップ

移行途中に、一時的に相対

湿度が上昇したか、上限警報

値が設定湿度より低く設定さ

れているか、ウイックが乾燥し

ています。 

上限警報値の誤設定であれば設定

を変更し、ウイック乾燥の場合は新し

いウイックに交換してください。槽内湿

度が警報値より下がれば装置は通

常 制 御 に 戻 り 警 報 発 生 画 面 の

解除 キーによって警報は解除され

ます。運転再開後もウイックに給水さ

れない場合はサービスへ連絡してく

ださい。 

湿度警報 

（下限絶対値） 

（警告） 

 

 

〔２３〕 

槽内湿度が、設定されている湿度警

報の下限絶対値を下回ったので、復

帰するまで加熱器と冷凍機制御を

停止します。 

プログラム運転時のステップ

移行途中に、一時的に相対

湿度が低下したか、下限警報

値が設定湿度より高く設定さ

れています。 

原因が下限警報値の誤設定であれ

ば、設定を変更してください。槽内湿

度が警報値より上がれば装置は通

常制御に戻り、警報発生画面の

解除 キーによって警報は解除され

ます。運転再開後も再発する場合、

サービスへ連絡してください。 

加湿皿排水異常 

（異常） 

 

 

 

〔２６〕 

加湿皿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制御

を停止しています。 

排水ポンプの動作不良か、排

水系統の目詰まりです。 

水回路室の水回路ユニット内にある

排水ポンプの動作確認や排水パイプ

系統の目詰まりを確認、あるいは洗

浄してください。運転再開後も再発す

る場合、サービスへ連絡してくださ

い。 

   つづく



第８章 トラブルシューティング 

１１４ 

ディスプレイ表示／ 

［通信機能（オプション） 

での表示］ 
内 容 原 因 処 置 

給水タンク渇水 

（異常） 

 

 

 

 

〔２６〕 

給水用固定タンクの水が無くなった

ので装置の湿度制御を停止していま

す。 

給水用固定タンクの水が無く

なりました。 

給水用携帯タンクに水を補給して、タ

ンクユニットにセットしてください。給水

完了後は、警報発生画面の 解除

キーによって警報は解除されます。

運転再開後も再発する場合は、サー

ビスへ連絡してください。 

加湿皿 

初期給水異常 

（異常） 

 

 

〔２６〕 

湿度運転を開始したあと、加湿皿へ

の初期給水時に規定時間で満水と

ならないので装置の制御を停止して

います。バックアップ運転（する）の場

合、湿度運転を中止し、温度運転を

継続しています。 

加湿給水系統（ストレーナ）の

目詰まりや水漏れ、または供

給水圧の低下です。 

装置の運転終了後に、加湿給水系

統の確認を行ってください。給水を復

帰させ、運転再開後も再発する場

合、サービスへ連絡してください。 

加湿皿 

通常給水異常 

（異常） 

 

 

〔２６〕 

湿度運転中に、加湿皿への給水が

規定時間で満水とならないので装置

の制御を停止しています。バックアッ

プ運転（する）の場合、湿度運転を

中止し、温度運転を継続していま

す。 

加湿給水系統（ストレーナ）の

目詰まりや水漏れ、または供

給水圧の低下です。 

装置の運転終了後に、加湿給水系

統の確認を行ってください。給水を復

帰させ、運転再開後も再発する場

合、サービスへ連絡してください。 

ウイック乾燥検出 

（警告） 

 

 

 

〔２６〕 

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

置の湿度制御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。 

槽内に設置されている湿球用

ウイック（ガーゼ）の乾燥が考

えられます。 

装置の運転を停止し、湿球用ウイッ

クを交換してください。湿球温度が規

定水準範囲に戻れば、警報発生画

面の 解除 キーによって警報は解除

されます。 

給水タンク減水 

（警告） 

 

 

 

〔２６〕 

給水用携帯タンクの水が無くなりまし

た。固定タンク内の水で湿度制御は

継続しますが、このまま放置されると

湿度制御を停止します。 

給水用携帯タンクの水が無く

なりました。 

給水用携帯タンクに水を供給してくだ

さい。給水完了後は、警報発生画面

の 解除 キーによって警報は解除さ

れます。転再開後も再発する場合

は、サービスへ連絡してください。 

通信異常－１ 

（異常） 

 

〔９９〕 

装置の計装（ＣＰＵ基板）が、表示基

板との通信障害を検出したので装置

の制御を停止しています。 

ＣＰＵ基板／表示基板間の通

信異常です。 

装置の主電源スイッチ（漏電遮断

器）を、再投入してください。運転再

開後も再発する場合、サービスへ連

絡してください。 

通信異常－２ 

（異常） 

 

〔９９〕 

装置の計装（表示基板）が、ＣＰＵ基

板との通信障害を検出したので装置

の制御を停止しています。 

ＣＰＵ基板／表示基板間の通

信異常です。 

装置の主電源スイッチ（漏電遮断

器）を、再投入してください。運転再

開後も再発する場合、サービスへ連

絡してください。 

本体扉開放 

（警告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔９〕 

装置運転中に「本体扉」の開放を検

出しています。 
・一時停止動作が「する」に設定され
ている場合は、装置の運転は一時
停止しています。扉警告待ち時間
を越えたので警告を表示します。 

・一時停止動作が「しない」に設定さ
れている場合は、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、ほかの警報を発
生することがあります。扉警告待ち
時間を越えたので警告を表示しま
す。 

「本体扉」が開放されたか、閉

め方が不十分です。 

「本体扉」を正確に閉めたあと、警報

発生画面の 解除 キーによって警告

は解除されます。 

プログラム設定値 

範囲外 

（警告） 

 

 

〔３１〕 

これから実行しようとするプログラム

運転データ中に、範囲外の温（湿）

度設定値を検出したのでプログラム

運転の実行を中止しています。 

プログラム運転データの中に、

装置の運転可能範囲を越え

る温（湿）度設定値が含まれ

ています。 

プログラム運転データの温（湿）度設

定値を再確認してください。警報発

生画面の 解除 キーによって警報は

解除されます。運転データ再確認後

も再発する場合、サービスへ連絡し

てください。 
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