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第 5 章 点検・保守 
本装置をより長く快適にお使いいただくために、定期的に行っていただきたい

点検と保守について説明します。 

 

5.1 点検・保守項目リスト 

■点検項目リスト 

各項目の説明については、「5.2 点検」を参照してください。 

以下の点検項目リストにあげた項目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 5.1 点検項目リスト 

動作点検項目 点検時期 

主電源スイッチ（電源用漏電遮断器）の動作テスト 1 回／1 ヵ月 

温度過昇防止器の動作テスト 
・長時間連続して運転する前 

・無人で運転する前 

加湿皿、加湿皿水位調節器の水位確認（LU を除く） 

・1 回／3 ヵ月 

・移動時 

 「設置要領書」参照 

 

■保守項目リスト 

各項目の説明については、「5.3 保守」を参照してください。 

 

表 5.2 保守項目リスト 

保守項目 時 期 

凝縮器の清掃（LH を除く） 1 回／1 ヵ月 

給水タンクの清浄（LU を除く） 1 回／1 ヵ月 

給水タンク内の電磁ポンプ保護用ストレーナの清浄 

（LU を除く） 
1 回／1 ヵ月 

加湿皿の清掃 

（LU を除く） 
1 回／1 ヵ月 

槽内の清掃 運転開始前 

水回路室（排熱室）の清掃 1 回／1 年 

長期間使用しない場合の処置 長期間使用しないとき 

給水回路の消毒 

ウイックが短期間（１～3 日）で乾燥し

てしまい、水回路内に雑菌が繁殖し

た場合 
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5.2 点 検 

主電源スイッチ（電源用漏電遮断器）の動作テスト 

1 ヵ月に 1 回または長期間連続して運転する前に、主電源スイッチ（電源用漏

電遮断器）の動作をテストしてください。 

主電源スイッチ（電源用漏電遮断器）が ON の状態で、テストボタンを軽く押し

ます。テストボタンを押して、主電源スイッチ（電源用漏電遮断器）のレバーが

落ちれば正常です。 

LH-113、LHL-113、LHU-113、LU-113 

 

 

テストボタン

電源 ON 時 電源 OFF 時 

  

LHU-123、LU-123 

  

テストボタン

電源 ON 時 電源 OFF 時

 

図 5.1 テストボタン 

温度過昇防止器の動作テスト 

運転を開始する前に、温度過昇防止器の動作テストを行ってください。 

 

1. 主電源スイッチが ON になっていることを確認します。 手 順

 

2. 電 源 キーを押して、計装の電源をONにします。 

現在の槽内の温度と湿度が表示されます。 

 

3. 定値運転 開始/終了 キーまたは、 プログラム運転 開始/終了 キーを

押します。 

装置の運転が開始されます。 

 

4. 温度過昇防止器を槽内の温度より 5℃程度低い温度に設定します。 

温度過昇防止器が正常な場合、ブザーが鳴り、計装に警報を示す画面が

表示されます。設定器の表示部は、全桁点滅します。 

ブザーが鳴らない場合は異常があります。お買い上げ店または当社にご

連絡ください。 

 

表示部 

アップキー ダウンキー
 

図 5.2 温度過昇防止器 

5. ブザーを解除するには、 キーか キーを押します。 

温度過昇防止器の設定を元の値に戻します。 
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5.3 保 守 

凝縮器の清浄（LHを除く） 

凝縮器を清浄する前に必ず扉を開閉して扉内側の水を落としてください。 

 

1. 電源コンセントを抜き取ります。 手 順

 

2. サブパネル上部の止ねじを＋ドライバーではずします。 

 

3. サブパネル上部を前に倒し、斜め上方に取りはずします。 

止ねじ 

サブパネル 

 

図 5.3 サブパネルの取りはずし 

 

4. 凝縮器周辺のホコリを掃除機などで除去します。 

 

5. もとの位置にサブパネルを取り付けます。 
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給水タンクの清浄（LUを除く） 

 

1. 給水タンクへの給排水口に付属の給排水ホースを接続し、給水タンク内の

水を排出します。（所要時間：満水時、約８分） 

手 順

 

 

 

給水タンク 

給排水口速脱プラグ 

給排水ホース 速脱ソケット 

 

図 5.4 速脱ソケットの接続 

 

2. 水回路室扉をはずします。 

 

3. 給排水ホースを使って、給水タンク内に給水します。 

 

4. 給水タンク内の水位が 2/3 ほどになれば、再度水を排出してください。 

 

5. 手順３、４を２～３回繰り返します。 
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給水タンク内の電磁ポンプ保護用ストレーナの清浄（LUを除く） 

 

1. 電源コードをコンセントから抜きます。 手 順

 

2. 水回路室扉（排熱室扉）を取りはずします。 

 

3. 内蔵タンクの上部に取り付けてある３連式フロートスイッチとストレーナのフ

ランジを＋ドライバーでビスを緩め、上部に引き上げて取りはずします。 

 

 

＋ドライバー 

３連式 

フロートスイッチ 

電磁ポンプへ 

フランジ ステンレスパイプ 

チューブ 

ストレーナ 

フロート 

 

図 5.5 電磁ポンプ保護用ストレーナの清浄 

 

4. チューブの端に取りつけてあるストレーナを引き抜き、きれいな水で汚れを

取り去ります。 

 

5. 逆の手順で組み立てます。 
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加湿皿の清掃（LU を除く） 

必ず実施（ 注意） 

 安全のために必ず手袋を着用してください。 

槽内には突起部や鋭利な形状の部分があるため、切傷などに注意

してください。 

 運転終了後しばらくは、槽内は高温、高湿になっています。 

加湿皿の清掃は槽内が十分さめてから行ってください。 

運転を行っていくと、加湿皿や加湿用ヒータにゴミや不純物などが付着してい

きます。加湿皿や加湿用ヒータの寿命を長くするために、1 ヵ月に 1 度これらの

付着物を取り除いてください。試験が終わるたびに加湿皿の水を排出すると、

付着しにくくなります。 

 

※加湿皿の排水方法 

「加湿皿排水口速脱プラグ」に給排水ホースの速脱ソケットを取り付けて自然

排水してください。排水後はホースを取り外してください。 

 

 

 

 

 

 

 

加湿皿排水口速脱プラグ  

 

 
 

 

1. 試験槽扉を開けます。 

 

2. 保護柵の下側を手前に引き、次に上に持ち上げて取りはずします。 

 

 

② 

① 

 

図 5.6 保護柵の取りはずし 

 

3. ブラシなどで加湿皿と加湿用ヒータの表面を清掃します。 

 

4. 保護柵を取り付け、試験槽扉を閉めます。 

手 順
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槽内の清掃 

槽の内面にほこりや不純物が付着していると、正確な試験結果が出ない恐れ

があります。運転開始前に槽内を清掃してください。 

 

1. 試験槽扉を開きます。 

 

2. 槽内をやわらかい布などで拭きます。 

 

3. 試験槽扉を閉めます。 

給水回路の消毒 

長期間使用されていると、水回路内に雑菌が繁殖する場合があります。その

ような場合、過酸化水素水やオキシドールを使用して消毒を行ってください。 

 

■洗浄液の準備 

・過酸化水素水を使用する場合： 30%過酸化水素水（500mL 2 本）を蒸留

（9L）で希釈した洗浄液を使用してください。 

・オキシドールを使用する場合： オキシドール（500mL 20 本）を使用してくだ

さい。 

 

手 順   

      1. 水回路、給水タンクの水を全て抜き取り、廃棄してください。 

「5.3 給水タンクの清掃（LU を除く）」「5.3 加湿皿の清掃（LU を除く）」を参照

してください。 

         2. 準備しておいた洗浄液を給水タンクに満たしてください。 

         3. 1 回目水回路洗浄 

温湿度運転を開始してください。(設定値 20℃ 0%rh)                               

※温度の設定値が高いと加湿ヒーターが空焚きをする場合があります。 

加湿皿への給水が始まります。 

加湿皿に満水まで給水し、約 15 分間放置してください。 

満水後は温湿度運転を停止してください。 

                        

  4. 1 回目加湿皿排水  

「5.3 加湿皿の清掃（LU を除く）」を参照して加湿皿の排水をしてください。 

排水後はホースを取りはずしてください。 

                 

5. 2 回目水回路洗浄 手順 3 をもう一度行ってください。 

 （給水タンク内の水は入れ替え・追加の必要はありません。） 

 

6. 2 回目加湿皿排水 手順 4 をもう一度行ってください。 

 

7.  給水タンク内の洗浄液を廃棄します。 

 

8. 給水タンクに純水を満たします。 

手 順
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水回路室（排熱室）の清掃 

水回路室（排熱室）にほこりがたまると、故障の原因となります。 

１ヵ月に１度、配電室と水回路室（排熱室）を清掃してください。 

 

1. 主電源スイッチが OFF になっていることを確認します。 

水回路室（排熱室）内には送風機があり危険です。水回路室扉（排熱室

扉）を開くときは必ず主電源スイッチを OFF にしてください。 

2. 水回路室扉（排熱室扉）を開きます。 

3. 水回路室（排熱室）のほこりを掃除機などで吸い取ります。 

4. 水回路室扉（排熱室扉）を閉めます。 

長期間使用しない場合の処置 

装置を長期間使用しない場合は、以下の作業を必ず行ってください。以下の

作業を行わないと、適切な試験を行えなくなったり、装置の寿命を短くする恐

れがあります。 

 給水タンク、加湿皿、ウイックパンの水を排水する（LU を除く）。 

 給水タンク及び加湿皿については「5.3 給水タンクの清浄（LU を除く）」、「5.3 

加湿皿の清掃（LU を除く）」を参照してください。ウィックパンについては温湿

度運転をしながら「加湿皿排水口速脱プラグ」に給排水ホースの速脱ソケット

を取り付けて排水してください。ウィックパンの排水が終わったら、温湿度運

転を OFF にし、ホースを取り外してください。 

 乾燥運転する 

 主電源スイッチ、一次側電源を OFF にする 

■乾燥運転する 

槽内を乾燥させるために運転を行います。 

70℃以上、湿度設定OFFで約60分定値運転します。その後、試験槽扉を少し

開け、約 15 分間同じ設定で定値運転します。 

 

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℃以上、槽内湿度を OFF(LU を除く)に設定します。 

3. 運転 開始/終了 キーを押して運転を開始します。 

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。 

■電源を切る 

主電源スイッチを OFF にした後、一次側電源も OFF にしてください。 

■漏電遮断器ロックカバーを取り付ける 

AC115V、220V、230V 仕様（オプション） 

主電源スイッチパネルの ON 操作を禁止する場合は、付属の漏電遮断器ロッ

クカバーを主電源スイッチに取り付けてください。 

手 順

手 順
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