
125 

第 7 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、「7.2 故障とおもったら？」をお

読みください。 

なお、この章はオプションに関する内容も含んでいます。 
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7.1 警報とその処置 

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、「7.1.2 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、

「7.2 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 告 

 主電源スイッチ（ブレーカ）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、感電するおそれ

があり、非常に危険です。 

 配電室扉、機械室扉を開けるときは、必ず主電源スイッチ

（ブレーカ）を OFF にしてから開けてください。 

 

7.1.1 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。 

 

1. 装置またはコントローラに異常が発生すると、ディスプレイに警報画面

が表示されます。 

 

 

 

手 順
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2. 警報名称 を押します。 

内容、推定原因および処置方法が表示されます。 

 

 

 

3. 「7.1.2 警報一覧」を参照し、計装の表示部に表示されていた警報詳細

に対応した処置を施します。 

ただし、「サービスへ連絡してください」と表示されたものや処置を施して

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。 
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7.1.2 警報一覧 

表 7.１ 警報一覧 

ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

電源逆相 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

は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。 

「電源」キーを「切」にしたあと、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。適切な処

理を行ったあと、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。 

高温槽  

送風機 1 異常 

高温槽送風機1 サーマルリ

レーが作動し、装置は運転

を停止しています。 

高温槽送風機 1 の過負

荷運転またはモータのロ

ックが考えられます。 

「電源」キーを「切」にした後、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。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。 

高温槽  

送風機 2 異常 

高温槽送風機2 サーマルリ

レーが作動し、装置は運転

を停止しています。 

高温槽送風機 2 の過負

荷運転またはモータのロ

ックが考えられます。 

「電源」キーを「切」にした後、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。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。 

低温槽  

送風機 1 異常 

低温槽送風機1 サーマルリ

レーかインバータアラーム

が作動し、装置は運転を停

止しています。 

低温槽送風機 1 の過負

荷運転またはモータのロ

ックが考えられます。 

氷結による過負荷運転の可能性も

ありますので、「電源」キーを「切」に

し、主電源スイッチ（漏電遮断器）を

OFFし、しばらく装置の運転を停止し

た後、除霜運転を行なってください。

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。 

低温槽  

送風機 2 異常 

低温槽送風機2 サーマルリ

レーが作動し、装置は運転

を停止しています。 

低温槽送風機 2 の過負

荷運転またはモータのロ

ックが考えられます。 

氷結による過負荷運転の可能性も

ありますので、「電源」キーを「切」に

し、主電源スイッチ（漏電遮断器）を

OFFし、しばらく装置の運転を停止し

た後、除霜運転を行なってください。

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。 

外部温度過昇 操作パネル上の温度過昇

防止器が作動し、装置は

運転を停止しています。 

テストエリア内の温度が

温度過昇防止器の設定

値を越えました。 

温度過昇防止器の設定値が、高温

さらし温度より 10℃以上高く設定し

ているか確認し、オーバーシュート

が大きい場合は予熱温度を低めに

設定し直してください。その後「電

源」キーを「切」にし、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い。
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ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

 高温槽用温度過昇防止器

が作動し、装置は運転を停

止しています。 

高温槽内の温度が、温

度過昇防止器の設定値

を超えました。 

主電源スイッチを OFF にして装置を

そのまましばらく停止させ、再度主

電源スイッチを ON にしてください。

再度主電源スイッチを ON にしても

警報を表示する場合は、サービスへ

連絡してください。 
低温槽内の温度スイッチが

作動し、装置は運転を停止

しています。 

低温槽内の温度が、温

度スイッチの作動値を超

えました。 

外部温度過冷 操作パネル上の温度過冷

防止器が作動し、装置は

運転を停止しています。 

テストエリア内の温度が

温度過冷防止器の設定

値を下回りました。 

温度過冷防止器の設定値が、低温

さらし温度より 10℃以上低く設定し

ているか確認し、アンダーシュートが

大きい場合は予冷温度を高めに設

定し直してください。その後「電源」

キーを「切」にし、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。 

常温用送風機異常 常温用送風機のサーマル

リレーが作動し、装置は運

転を停止しています。 

常温用送風機の過負荷

運転またはモータのロッ

クが考えられます。 

「電源」キーを「切」にした後、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。 

テストエリア扉 

「開」警報 

テストエリア扉スイッチが作

動し試験を中断していま

す。 

扉を閉めた後すぐに試

験開始あるいは試験再

開キーを押したか、試験

中にテストエリア扉を開

けたためです。 

テストエリア扉を閉めたあと、警報発

生画面の「解除」キーによって警報

は解除されます。そのあと「試験再

開」キーを押してください。 

テストエリア扉 

「開」警報 

テストエリア扉スイッチが作

動したため、試験を開始で

きません。 

扉を閉めた後すぐに試

験開始あるいは試験再

開キーを押したか、試験

中にテストエリア扉を開

けたためです。 

テストエリア扉を閉めたあと、警報発

生画面の「解除」キーによって警報

は解除されます。そのあと「試験開

始」キーを押してください。 

テストエリア扉 

「開」警報 

テストエリア扉スイッチが作

動したため、乾燥運転を開

始できません。 

扉を閉めた後すぐに試

験開始あるいは試験再

開キーを押したか、試験

中にテストエリア扉を開

けたためです。 

テストエリア扉を閉めたあと、警報発

生画面の「解除」キーによって警報

は解除されます。そのあと「乾燥運

転」キーを押してください。 

エア圧力低下警報 エア圧力が規定圧力以下

に低下しています。装置は

運転を継続しています。 

長期運転停止によるエ

ア圧力の低下または、エ

ア供給が停止している可

能性があります。 

エア供給を確認してください。また、

エアコンプレッサーが内蔵されてい

る場合は動作しており、かつエア圧

力が上昇していることを確認してくだ

さい。適切な処置のあと、警報発生

画面の「解除」キーによって警告は

解除されます。その後「試験開始」

キーを押してください。 
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ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

エア回路異常 エア圧力が規定圧力以下

に下がり復帰しませんの

で、装置は運転を停止して

います。 

エア供給が停止または

供給圧力が低下してい

ます。 

エア供給を確認してください。また、

エアコンプレッサーが内蔵されてい

る場合は作動しており、かつエア圧

力が上昇していることを確認してくだ

さい。問題が無ければエア漏れの可

能性がありますので、サービスへ連

絡してください。 

冷凍機冷却水断水 水冷仕様において冷却水

の圧力が想定圧力以下に

なったため装置は運転を停

止しています。 

冷凍機の冷却水が供給

されていません。 

「電源」キーを「切」にしたあと、冷凍

機への冷却水が給水されているか

確認してください。適切な処理を行っ

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。 

高温槽温度上限警報 高温槽内温度が計装内の

高温槽温度上限警報値を

越えたので装置は運転を

停止しています。 

試料の入れすぎによる

風量低下、エア圧力低

下によるダンパの開閉

不良が考えられます。 

試料の量、エア圧力を確認してくだ

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。 

低温槽温度上限警報 低温槽内温度が、計装内

の低温槽温度上限警報値

を越えたので装置は運転

を停止しています。 

霜付きによる風量低下、

エア圧力低下によるダン

パの開閉不良が考えら

れます。 

エア圧力を確認後、しばらく停止さ

せてから除霜してください。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。 

低温槽温度下限警報 低温槽内温度が計装内の

低温槽温度下限警報値を

越えたので装置は運転を

停止しています。 

試料の入れすぎによる

風量低下、エア圧力低

下によるダンパの開閉

不良、予冷温度が低い

ためにアンダーシュート

が大きいことが考えられ

ます。 

エア圧力を確認後、しばらく停止さ

せてから除霜してください。また、試

料の量、予冷温度の確認を行ってく

ださい。アンダーシュート量よりも復

帰時間を優先する場合は、試験パタ

ーンの温度過冷防止値を変更してく

ださい。 

テストエリア 

温度過昇警報 

計装内のテストエリア温度

過昇警報が作動し、装置

は運転を停止しています。

試料の入れすぎによる

風量低下、エア圧力低

下によるダンパの開閉

不良が考えられます。 

試料の量、エア圧力の確認を行って

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。 

テストエリア 

温度過冷警報 

計装内のテストエリア温度

過冷警報が作動し、装置

は運転を停止しています。

試料の入れすぎによる

風量低下、予冷温度が

低いためにアンダーシュ

ートが大きいことが考え

られます。 

試料の量、予冷温度の確認を行っ

てください。アンダーシュート量より

も復帰時間を優先する場合は、試験

パターンの温度過冷防止値を変更

してください。 

霜付き異常 蒸発器に霜が付き、冷凍

機保護の為に、装置は運

転を停止しています。 

蒸発器に霜が付き、冷

凍機が正常に運転出来

なくなりました。除霜サイ

クル回数が不適切また

は、予冷時間が長すぎる

ためです。 

「電源」キーを「切」にした後、しばら

く装置を停止し、手動除霜を行ってく

ださい。除霜サイクルの回数の再設

定または、自動除霜に設定してくだ

さい。 

温調器センサ断線 

Ai-0ch 

温調器ユニットの室温補償

入力が断線したので装置

は運転を停止しています。

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（100Ω）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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 
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ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

温調器センサ断線 

Ai-1ch 

温調器ユニットのテストエリ

ア風上入力が断線したの

で装置は運転を停止してい

ます。 

温調器ユニット

（SCP-220(ANALOG)）の

TD 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

温調器センサ断線 

Ai-2ch 

温調器ユニットのテストエリ

ア風下入力が断線したの

で装置は運転を停止してい

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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

温調器センサ断線 

Ai-3ch 

温調器ユニットの試料温度

入力が断線したので装置

は運転を停止しています。

温調器ユニット

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-3 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

温調器センサ断線 

Ai-5ch 

温調器ユニットの高温槽入

力が断線したので装置は

運転を停止しています。 

温調器ユニット

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-5 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

温調器センサ断線 

Ai-6ch 

温調器ユニットの低温槽入

力が断線したので装置は

制御を停止しています。 

温調器ユニット

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-6 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

温調器センサ断線 

Ai-7ch 

温調器ユニットの冷凍回 

路測定チャンネル（Ａｉ－

7ch）が断線したので装置

は運転を停止しています。

制御基板（SCP－220

（ANALOG））の Ai-7 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

温調器センサ断線 

Ai-8ch 

温調器ユニットの冷凍回路

測定チャンネル（Ai-8ch）が

断線したので装置は運転

を停止しています。 

制御基板

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-8 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

温調器センサ断線 

Ai-9ch 

温調器ユニットの冷凍回路

測定チャンネル（Ai-9ch）が

断線したので装置は運転

を停止しています。 

制御基板

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-9 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

温調器センサ断線 

Ai-10ch 

温調器ユニットの冷凍回路

測定チャンネル（Ai-10ch）

が断線したので装置の制

御を停止しています。 

制御基板

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-10 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 
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ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

温調器センサ断線 

Ai-11ch 

温調器ユニットの冷凍回路

測定チャンネル（Ai-11ch）

が断線したので装置の制

御を停止しています。 

制御基板

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-11 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

再発する場合はサービスへ連絡し

てください。 

通信異常－1 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 装置の計装（表示器）が、

温調ユニットとの通信障害

を検出したので装置の制

御を停止しています。 

表示器/温調ユニット間

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 

ＳＴＴさらし時間警告 

（警告） 

STT 機能が有効のとき、試

料温度が強制ステップ移行

時間内で設定値に到達し

なかったので次のさらしへ

移行しました。 

試料の入れすぎにより設

定値到達までの時間が

長くなっているか、さらし

移行時間が短く設定され

ていることが考えられま

す。 

試料、および設定値を確認してくだ

さい。警報発生画面の「解除」キー

によって警告は解除されます。 

試料温度センサ 1 

断線（警告） 

温調器ユニットの試料温度

入力の断線を検出しまし

た。装置は残りの試料温度

入力を使用して試験を継続

しています。 

温調器ユニット

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-3 端子の「ゆるみ」

か、接続されている熱電

対の断線、あるいは試料

温度入力コネクタが端子

に正しく接続されていま

せん。 

運転停止後、試料温度入力用の熱

電対および試料温度入力コネクタの

接続を確認してください。「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

場合はサービスへ連絡してくださ

い。 

試料温度センサ 2 

断線（警告） 

温調器ユニットの試料温度

入力の断線を検出しまし

た。装置は残りの試料温度

入力を使用して試験を継続

しています。 

温調器ユニット

（SCP-220(ANALOG)）の

Ai-4 端子の「ゆるみ」

か、接続されている熱電

対の断線、あるいは試料

温度入力コネクタが端子

に正しく接続されていま

せん。 

運転停止後、試料温度入力用の熱

電対および試料温度入力コネクタの

接続を確認してください。「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

場合はサービスへ連絡してくださ

い。 

試料温度センサ 

断線（警告） 

全ての試料温度入力の断

線を検出しました。装置は

現在の試験を継続していま

す。 

試料温度入力コネクタが

正しく接続されていませ

ん。 

試料温度入力コネクタの接続を確認

してください。「センサ校正」の試料

温度センサ設定を確認してくださ

い。「電源」キーの「切」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。 

試料温度過昇警報

（異常） 

計装内の試料温度過昇警

報が作動し、装置は運転を

停止しています。 

試料の入れすぎによる

風量低下や、予熱温度

の上げすぎによるオーバ

ーシュート、エア圧力低

下によるダンパの開閉

不良が考えられます。 

試料の量や予熱温度の見直し、エ

ア圧力の確認を行ってください。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。 
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ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

試料温度過冷警報

（異常） 

計装内の試料温度過冷警

報が作動し、装置は運転を

停止しています。 

試料の入れすぎによる

風量低下や、予冷温度

の下げすぎによるアンダ

ーシュート、エア圧力低

下によるダンパの開閉

不良が考えられます。 

試料の量や予冷温度の見直し、エ

ア圧力の確認を行ってください。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。 

試料温度センサ断線

（異常） 

試験で使用していた試料

温度入力がすべて断線し

たので装置は制御を停止

しています。 

試料温度入力コネクタが

端子に正しく接続されて

いません。または有効な

試料温度センサがありま

せん。 

試料温度入力コネクタの接続を確認

してください。「センサ校正」の試料

温度センサ設定を確認してくださ

い。「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

後も再発する場合はサービスへ連

絡してください。 

試料温度センサ無効

（異常） 

全ての試料温度センサが

無効に設定されているた

め、装置は制御を停止して

います。 

試料温度センサが無効

に設定されています。 

「センサ校正」の試料温度センサ設

定を確認してください。「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

はサービスへ連絡してください。 

試料温度センサ無効

（警告） 

全ての試料温度センサが

無効に設定されています。

装置は現在の状態を継続

しています。 

試料温度センサが無効

に設定されています。 

「センサ校正」の試料温度センサ設

定を確認してください。警報発生画

面の「解除」キーによって警報は解

除されます。確認後も再発する場合

はサービスへ連絡してください。 

冷凍機（高温側） 

吐出温度異常 

冷凍機高温側の吐出管温

度スイッチが作動し、装置

は運転を停止しています。

圧縮機（高温側）の吐出

管温度が規定水準を超

えています。圧縮機や冷

凍回路の異常、冷媒洩

れなどの可能性がありま

す。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲内か確認してく

ださい。また、装置天井/背面に十

分なスペースが確保されているか、

電圧変動がないかも併せて確認し

てください。「電源」キーを「切」にし

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（低温側） 

吐出温度異常 

冷凍機低温側の吐出管温

度スイッチが作動し、装置

は運転を停止しています。

圧縮機（低温側）の吐出

管温度が規定水準を超

えています。 

圧縮機や冷凍回路の異

常、冷媒洩れなどの可

能性があります。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲内か確認してく

ださい。また、装置天井/背面に十

分なスペースが確保されているか、

電圧変動がないかも併せて確認し

てください。「電源」キーを「切」にし

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。 
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ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

冷凍機（高温側） 

高圧圧力異常 

冷凍機高温側の高圧圧力

スイッチが作動し、装置は

運転を停止しています。 

高温側凝縮圧力が規定

水準を超えています。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲かどうか、凝縮

器やストレーナ、冷却管に目詰まり

がないか確認してください。また、装

置天井/背面に十分なスペースが確

保されているか、電圧変動がないか

も併せて確認してください。いずれも

該当しない場合は、「電源」キーを

「切」にした後、サービスへ連絡して

ください。 

冷凍機（低温側） 

高圧圧力異常 

冷凍機低温側の高圧圧力

スイッチが作動し、装置は

運転を停止しています。 

低温側凝縮圧力が規定

水準を超えています。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲内か確認してく

ださい。また、装置天井/背面に十

分なスペースが確保されているか、

電圧変動がないかも併せて確認し

てください。いずれも該当しない場合

は、「電源」キーを「切」にした後、サ

ービスへ連絡してください。 

冷凍機（高温側） 

低圧圧力異常 

冷凍機高温側の低圧圧力

スイッチが作動し、装置は

運転を停止しています。 

高温側蒸発圧力が規定

水準を超えています。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲内か確認してく

ださい。いずれも該当しない場合

は、「電源」キーを「切」にした後、サ

ービスへ連絡してください。 

冷凍機（低温側） 

低圧圧力異常 

冷凍機低温側の低圧圧力

スイッチが作動し、装置は

運転を停止しています。 

低温側蒸発圧力が規定

水準を超えています。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲内か確認してく

ださい。 

いずれも該当しない場合は、「電源」

キーを「切」にした後、サービスへ連

絡してください。 

冷凍機（高温側） 

過負荷保安 

冷凍機高温側の配線遮断

機、温度スイッチ、モータプ

ロテクタのいずれかが作動

し、装置は運転を停止して

います。 

圧縮機/モータの過負荷

運転またはロックが考え

られます。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲か確認してくださ

い。また装置天井/背面に十分なス

ペースが確保されているか、電圧変

動がないかも併せて確認してくださ

い。いずれも該当しない場合は、「電

源」キーを「切」にした後、しばらく装

置を停止してください。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（低温側） 

液バック異常 

冷凍機低温側の液バック

検知温度スイッチが作動し

装置は運転を停止していま

す。 

圧縮機低温側の表面温

度が温度スイッチの規定

水準を超えています。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲内か確認してく

ださい。運転可能範囲内であれば

「電源」キーを「切」にした後、除霜動

作をおこない、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。 
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ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

送風機遮断器保安 送風機の配線遮断器が作

動し、装置は運転を停止し

ています。 

送風機の異常が考えら

れます。 

「電源」キーを「切」にした後、配線用

遮断器をリセットし、しばらく装置を

停止してください。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。 

ヒータ遮断器保安 ヒータの配線遮断器が作

動し、装置は運転を停止し

ています。 

ヒータの異常が考えられ

ます。 

「電源」キーを「切」にした後、配線用

遮断器をリセットし、しばらく装置を

停止してください。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。 

配線用遮断器保安 配線用遮断器が作動した

ので装置は運転を停止し

ています。 

温度過昇、過冷検知器、

冷凍機用電磁弁の異常

が考えられます。 

「電源」キーを「切」にした後、配線用

遮断器をリセットし、しばらく装置を

停止してください。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（低温側） 

過負荷保安 

冷凍機低温側の配線遮断

機、温度スイッチ、モータプ

ロテクタのいずれかが作動

し、装置は運転を停止して

います。 

圧縮機/モータの過負荷

運転またはロックしてい

る可能性があります。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲か確認してくださ

い。また装置天井/背面に十分なス

ペースが確保されているか、電圧変

動がないかも併せて確認してくださ

い。いずれも該当しない場合は、「電

源」キーを「切」にした後、しばらく装

置を停止してください。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 2（低温側） 

吐出温度異常 

冷凍機 2 低温側の吐出管

温度スイッチが作動し、装

置は運転を停止していま

す。 

圧縮機 2（低温側）の吐

出管温度が規定水準を

超えています。圧縮機や

冷凍回路の異常、冷媒

洩れなどの可能性があ

ります。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲内か確認してく

ださい。また、装置天井/背面に十

分なスペースが確保されているか、

電圧変動がないかも併せて確認し

てください。「電源」キーを「切」にし、

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 2（低温側） 

過負荷保安 

冷凍機 2 低温側の配線遮

断機、温度スイッチ、モータ

プロテクタのいずれかが作

動し、装置は運転を停止し

ています。 

圧縮機/モータの過負荷

運転またはロックが考え

られます。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲か確認してくださ

い。また装置天井/背面に十分なス

ペースが確保されているか、電圧変

動がないかも併せて確認 

してください。いずれも該当しない場

合は、「電源」キーを「切」にした後、

しばらく装置を停止してください。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。 
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ディスプレイ表示 内  容 原  因 処  置 

冷凍機 2（低温側） 

液バック異常 

冷凍機 2 低温側の液バック

検知温度スイッチが作動し

装置は運転を停止していま

す。 

圧縮機 2 低温側の表面

温度が温度スイッチの規

定値を超えています。 

周囲温度/水温/給水圧力/電源電

圧が運転可能範囲内か確認してく

ださい。運転可能範囲内であれば

「電源」キーを「切」にした後、除霜動

作をおこない、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。 

外部機器異常 装置に付加されている外部

機器の異常を検出したの

で、装置は運転を停止して

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。 

エコ時間設定範囲外 

（警告） 

運転データの中に、範囲外

のさらし時間設定を検出し

たので、エコ運転をせずに

装置を運転しています。 

エコ運転条件設定もしく

は、さらし時間設定にお

いて下記の設定となって

います。 

・ エコ運転条件設定「自

動」の場合 

さらし設定時間＜15 分

・エコ運転条件設定「手

動」の場合 

①高温さらし設定時間＋

（常温さらし設定時間

×2）＜予冷停止時間

②予冷停止時間＞4 時

間00 分もしくは予定停

止時間＜00 時間05 分

③低温さらし設定時間＋

（常温さらし設定時間×

2）＜予熱停止時間 

エコ運転を無効とするか、運転デー

タを適切に変更してください。 

・ エコ運転条件設定「自動」の場合 

さらし設定時間≧15 分 

・ エコ運転条件設定「手動」の場合 

①高温さらし設定時間＋（常温さら

し設定時間×2）≧予冷停止時間

②予冷停止時間≦4 時間 00 分もしく

は予冷停止時間≧00 時間 05 分

③低温さらし設定時間＋（常温さら

し設定時間×2）≧予熱停止時間 
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