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6.5 故障とおもったら? 

 

警 告 

 装置の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、感電のおそれがあり、非常に危険です。 

 水回路室扉（排熱室扉）は、必ず主電源スイッチを OFF にしてから開けてください。 

 

装置が自己診断できないトラブルや、故障と思いやすい操作ミスについて説明します。 

処置を行っても装置が正常に動作しないときは、お買い上げ店または当社にご連絡ください。 

 

表 6.1 故障とおもったら？ 

内 容 原 因 処 置 

表示部が急に消える。ま

たは、異常な表示内容が

表示される 

システム異常または内部基板の異常 

装置の主電源スイッチを再度ONにしてく

ださい。運転再開後も再発する場合は、

サービスコールしてください。 

外部メモリータブの内容が

表示されない 
外部メモリープロテクト設定で、機能が制

限されている 

装置管理者に確認またはプロテクト設定

を確認してください 外部メモリーを挿入しても

「取り外してください」と表

示される 

扉が締まりにくい 

異物がはさまっている 異物を取り除く 

パッキンに霜が付き、硬化している 
除霜運転を行う 

☞「6.6 処置方法」を参照 

試験槽内が高温高湿になり、内圧が高く

なっている 

故障ではありません。そのまま使用して

ください。 

扉が開けにくい 

試験槽内が負圧になっている 
故障ではありません。そのまま使用して

ください。 

パッキンに霜が付き、硬化している 
除霜運転を行う 

☞「6.6 処置方法」を参照 

マイナス温度運転時に内

槽排水孔に、高さ 5cm 以

上の霜柱ができた、ある

いは試験槽内が霜降り状

態になっている。（LH、

LHL を除く） 

ケーブル孔から外気が侵入している 
ケーブル孔をケーブル孔キャップ、ケー

ブル孔ゴム栓でふさぐ 

扉パッキン当たり不良、扉パッキンの劣

化 
サービスコールしてください。 

  つづく
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内 容 原 因 処 置 

異臭がする 

異臭が残っている 
試験槽内を掃除する 

☞「5.4 保守」を参照 

試料から異臭が発生している 
故障ではありません。そのまま使用して

ください。 

異音がする 凝縮器用フィンが目詰まりしている 
凝縮器を掃除する 

☞「5.4 保守」を参照 

装置が振動する アジャスターフットの設置が適切でない 
アジャスターフットを調整する 

「設置要領書」を参照 

内扉（オプション）がくも

る。または、霜が付く。 
湿度が急激に上昇している 

故障ではありません。そのまま使用して

ください。 

装置の外側がぬれる 周囲が高湿になっている 

故障ではありません。そのまま使用して

ください。また運転を終了するときは、試

験槽内を常温状態に戻してから運転を終

了するようにしてください。 

湿球用ウイックが乾燥す

る 
給水タンク内に雑菌が繁殖している 

給水タンク、給水ポンプ用フィルターの清

掃を行ってください。 

☞「5.4 保守」を参照 

温（湿）度が不安定 

扉が閉まっていない 扉を閉める 

ケーブル孔ゴム栓がはずれている ゴム栓を付ける 

外囲温度が数分間で 5˚C 以上の変化が

ある 
外囲温度が安定してから試験を再開する

発熱負荷の大きなものの電源が

ON/OFF されている 
発熱負荷を小さくする 

給水タンク内の電磁ポンプ保護用ストレ

ーナが目詰まりしている 

給水タンク内の電磁ポンプ保護用ストレ

ーナを清掃する 

☞「5.4 保守」を参照 

温度が徐々に設定温度よ

り高くなる。 

試料の発熱負荷が大きい 試料の発熱負荷を小さくする 

冷却器に霜が付いている 
除霜運転を行う（LH を除く） 

☞「6.6 処置方法」を参照 

設定値を変更できない プロテクトされている 設定変更プロテクトを解除する 

温度がすぐに下がらない 
圧縮機の特性上、冷え始めるまでに最長

15 分かかる 

故障ではありません。そのまま使用して

ください。 

温度上昇（下降）時間が長

い。 

扉が開いている 扉を閉める 

試料の熱負荷が大きい 試料を少なくする 

外囲温度が低すぎる（高すぎる） 外囲温度を高くする（低くする） 

湿度上昇（下降）時間が長

い※1 

扉が開いている 扉を閉める 

外囲温度が低すぎる（高すぎる） 外囲温度を高くする（低くする） 

低温から高温への移行時

に温度上昇が一旦止ま

る。または下がる。 

冷却兼除湿器に霜が付いている 

故障ではありません。そのまま使用して

ください。または、除霜運転を行う。☞

「6.6 処置方法」を参照 

  つづく
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内 容 原 因 処 置 

温度分布が悪い 

試験槽内の風の流れが悪い 風の流れをよくする 

試料の熱負荷が大きい 試料を少なくする 

冷却器に霜が付いている 
除霜運転を行う（LH を除く） 

☞「6.6 処置方法」を参照 

湿度運転中、加湿皿やウ

ィックパンに水が入らない

（給水タンクに水が溜まら

ない）。 

給水タンクに水がない 給水タンクに水を足す 

加湿皿排水口速脱ソケットに給排水用ホ

ースを接続している（排水している状態） 
給排水用ホースをはずす 

給水ポンプ、水位センサーの故障 サービスコールしてください。 

湿度が設定値まで到達し

ない。 

扉やケーブル孔が開いていて蒸気が漏

れている 
扉、ケーブル孔を閉める 

扉のパッキンが劣化して蒸気が漏れて

いる 
サービスコールしてください。 

温湿度制御範囲外に設定している 制御範囲内で設定する 

ウィックパン、加湿皿に水が来ていない 
「湿度運転中、加湿皿やウィックパンに水

が入らない」の項を参照 

加湿水消費量が多い。 

扉やケーブル孔が開いていて蒸気が漏

れている 
扉、ケーブル孔を閉める 

扉のパッキンが劣化して蒸気が漏れて

いる 
サービスコールしてください。 

加湿皿排水口速脱ソケットに給排水用ホ

ースを接続している（排水している状態） 
給排水用ホースをはずす 

加湿皿水位が高く、槽内にオーバーフロ

ーしてドレン排水されている 

装置の水平をとっても解消しない場合は

サービスコールしてください。 

 

※1 LHU-124、LU-124 は加湿器出力より加熱器出力を優先的に出力するクロスアウトプット温湿度制御によ

り最大電流を抑制している関係上、外囲温度、運転条件により設定変更後、槽内湿度が設定湿度に到達

するのに 2 時間程度を要する場合があります。 
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6.6 処置方法 

 

ヒューズの交換 

ヒューズが切れたときは、付属のヒューズと交換してください。 

 

警 告 

 ヒューズの交換は下記に示すよう適正な作業方法で実施してください。 

 感電のおそれがあります。 

 

◆ お願い ◆ 

ヒューズを交換してもまたすぐに切れる場合は、お買い上げ店または当社にご連絡ください。 

 

＜手 順＞ 

1) 一次側供給電源を OFF にします。 

 

2) 主電源スイッチを OFF にします。 

 

3) 正面パネル下部のネジ（3 本）をはずし、正面パネルをはずします。 

（扉を開けてからの方が正面パネルをはずせやすくなります。） 

 

 

図 6.1 ガラス管ヒューズの交換 

 

止ネジ 

正面パネル 
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4) 電装ボックス部品配置図を参考にヒューズの位置を確認して、切れているガラス管ヒューズを新しいも

のと交換します。 

 

 

 

 

 

図 6.2 ヒューズ位置 

 

ヒューズ容量 

F1：5A 

F2：10A 

F1 

F2 

※ LHL、LHU、LU-114 

AC115V/220V/230V 仕様

（オプション）のみ 
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除霜運転（LH を除く） 

 

通 知 

 冷却器の除霜は定期的に行ってください。冷却器に霜が付き過ぎると、温度下降が遅い、制御が著しく

乱れるなどの症状が現れます。 

この場合は、除霜運転をしないでください。除霜運転を行っても試験槽内の空気が流れないため、除霜

できず、装置保護のため温度ヒューズが切れるおそれがあります。 

 冷却器に霜が付き過ぎた場合には、運転を停止させ、扉を開けた状態で自然に除霜されるまで、半日

から一日程度装置を常温で放置してください。 

 冷却器に霜が付く運転を長期間連続して行うと冷凍機が故障する場合があります。必ず除霜を行って

ください。 

30～40˚C 以下での温（湿）度運転を行うと、冷却器に霜が付きます。以下のような症状が現れた場合

は、除霜運転を行ってください。 

 

 試験槽内温（湿）度が乱れたり、少しずつ上昇してくる 

 扉を開けたとき、吹き出し風速が極端に弱まった 

 試験槽内の壁面に霜や氷が付着している 

 温湿度運転中、内槽正面板に霜が付いた状態で「ウイック乾燥検出」の警報が表示された 

 

また、パッキン霜付時の除霜運転も同様に以下の手順で行ってください。 

 

■除霜運転のしかた 

 

＜手 順＞ 

1) 主電源スイッチが ON になっていることを確認します。 

 

2) 槽内温度を 70˚C 以上、槽内湿度を OFF（LU を除く）に設定します。 

 

3) 運転を開始します。 

試験槽扉を閉じた状態で約 60 分間運転し、その後、試験槽扉を少し開いた状態で約 15 分間運転しま

す。 

 

◆ お願い ◆ 

運転中必要に応じて、加湿皿にたまった水を手動で排出してください（LU を除く）。 

 




