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6.2 故障と思ったら？ 

 

 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ます。 

 配電室扉と機械室扉、前面カバーは、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。 

 感電やけがをするおそれがあります。 

 

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 6.2 故障と思ったら？ 

内 容 原 因 処 置 

計装パネル電源スイッチ

を押しても表示しない 

一次側電源が ON になっていない 一次側電源を ON にする 

ブレーカー（主電源スイッチ）が ON に

なっていない 
ブレーカー（主電源スイッチ）を ON にする 

配電室扉または前面カバーが開いて

いる 
扉を閉める 

電源が欠相になっている 正しく接続する  「設置要領書」を参照 

ヒューズが切れている 

ヒューズを交換する 「6.3 処置方法」を参照 

交換しても、すぐ切れるときは、サービスコー

ルしてください。 

ディスプレイが急に消え

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 

装置のブレーカー（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。 

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 乾燥運転を行う 

エアー圧力が低下している 
エアー圧力が 0.5MPa 以上になってから閉め

てください。 

扉が開けにくい 
エアー圧力が低下している 

エアー圧力が 0.5MPa 以上になってから閉め

てください。 

パッキンに霜が付き、硬化している 乾燥運転を行う 

異音がする 
送風機ファンに霜が付いている 

サービスコールしてください。 
送風機ファンが焼付いている 

異臭がする 

異臭が残っている 試験槽内を掃除する  「5.3 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。 

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。 

テストエリアの外殻がぬれ

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。 

ヒューズが切れている 

ヒューズ F3 を交換する 

交換してもすぐ切れるときは、サービスコー

ルしてください。  「6.3 処置方法」を参照 
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内 容 原 因 処 置 

温度が不安定 

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 1 時間に 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 

試料のつめすぎにより風の流れが妨

げられている 
試料を少なくする 

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 

「6.3 処置方法」を参照 

設定値を変更できない キーロックされている キーロックを解除する 

温度上昇（下降）時間が長

い 

水温が高すぎる 水温を低くする 

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） 

温度分布が悪い 

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  「6.3 処置方法」を参照 

温度下降中に低温域

（-40˚C 付近）で温度の乱

れが発生する 

 
故障ではありません。そのまま使用してくだ

さい。 

運転停止後装置の外殻が

ぬれる 

低温さらし中に運転を停止した 
運転を停止する場合は、乾燥運転を行ってく

ださい。 

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。 

運転中に電源が OFF にな

り運転が停止する 

配電室扉または前面カバーが完全に

閉まっていない 
配電室扉または前面カバーを完全に閉める 

運転中にコントローラーの

電源が OFF になり、運転

が停止する 

ヒューズが切れている 

ヒューズを交換する 

交換してもすぐ切れるときはサービスコール

してください。 「6.3 処置方法」を参照 

扉が開閉できない 

異物がはさまっている 異物を取り除く 

ブレーカー（主電源スイッチ）が ON に

なっていない 
ブレーカー（主電源スイッチ）を ON にする 

エアー圧力が低下している 
エアー圧力が 0.5MPa 以上になってから開閉

してください。 

試験中に開閉操作を行なった 
準備運転停止状態に戻して開閉してくださ

い。 

扉が閉まらない 

（引き込まれない） 

停電時扉エアー抜きバルブが開いて

いる 

停電時扉エアー抜きバルブを横向き（水平）

にして閉じてください。 

「4.1.3 停電時の扉の開け方」を参照 

モニター画面に「除霜要

求」（黄色文字）と表示し、

「ピー」というアラーム音が

鳴る 

蒸発器に霜が付きはじめ、コントロー

ラーから除霜を促している。 

このまま運転を継続すると冷凍機が

正常に運転できなくなります。 

除霜運転をしてください。 

「6.3 処置方法」を参照 
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6.3 処置方法 

 

6.3.1 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。 

 

◆ 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。 

 

ヒューズの交換方法は「5.3.7 ヒューズの交換」を参照してください。 

 

6.3.2 除霜運転 

 

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。 

 低温さらし温度が乱れたり、少しずつ上昇してくる 

 低温さらしの温度復帰が悪くなった 

 試験中「霜付き異常」の警報が表示された 

 

＜手 順＞ 

1) ブレーカー（主電源スイッチ）が ON になっていることを確認します。 

 

2) 計装パネル電源スイッチを押して計装の電源を ON にします。 

 

3) 運転状態表示部を押して、運転操作選択画面にします。 

 

4) ＜試験選択＞の手動除霜キーを押します。 

 

5) 実行確認画面では いキーを押して除霜運転を開始します。 

 

6) 装置の除霜運転が終了し、装置は元の状態に戻ります。 
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6.3.3 乾燥運転 

 

以下のような症状が現れた場合は、乾燥運転を行ってください。 

 低温さらし状態で運転停止（異常停止、停電）したとき 

 運転停止するとき 

 テストエリア内が結露しているとき 

 

＜手 順＞ 

1) ブレーカー（主電源スイッチ）が ON になっていることを確認します。 

 

2) 計装パネル電源スイッチを押して計装の電源を ON にします。 

 

3) 運転状態表示部を押して、運転操作選択画面にします。 

 

4) ＜試験選択＞の乾燥運転キーを押します。 

 

5) 実行確認画面では いキーを押して乾燥運転を開始します。 

 

6) 装置の乾燥運転が終了し、停止します。 

 

 

 

 

 




