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第 6 章 故障とその処置 

 

警報とそれ以外の故障について、原因およびその処置を説明します。 

なお、次の場合は、お買い上げ店または当社にご連絡ください。 

 処置しても装置が正常に動作しないとき 

 本文中「サービスコール」と書かれた故障のとき 

 

6.1 警報とその処置 

 

 警 告 

 ブレーカー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ます。付属のブレーカー

ハンドルストッパーを利用して、不用意に ON にならないようにしてください。 

 配電室扉、機械室扉を開けるときは、必ずブレーカーを OFF にしてから開けてください。 

 

表示されるトラブルの内容については、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。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。 

 

 

 
警報が発生した場合は、ブザーが鳴動し、アラームアイコンが点滅します。アラームアイコン

を押すと、警報画面が表示され、ブザーが停止します。 

状態表示タワー（オプション装備）のブザー音は、「ブザー停止」を押すと停止します。 

 

警報画面 
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通 知 

異常発生ブザー音、警告発生ブザー音を OFF にすると、音による通知ができなくなり、異常・警告発生

の発見が遅れる場合がありますので、できるだけ OFF にしないようにしてください。 

ブザー音をOFFにした場合は、運転表示灯の赤点滅、警報発生画面の表示のみとなりますのでご注意

ください。 

 

◆ 参 考 ◆ 

「警告、異常」時のブザー動作は、管理設定メニューの日付・スクリーン設定、音量で設定することがで

きます。 

 

 

扉の開け方 

 

扉を開ける場合は、次の要領で実施してください。 

 

＜手 順＞ 

1) 操作画面上部の運転操作ボタンを押します。 

 

2) 「急速終了」ボタンを押します。工程表示が「完了」に移行します。 

 

3) 圧力計が 0MPa になっていることを確認します。 

 

 注 意 

 扉締付を解放するときは、器内圧力が 0MPa であることを確認してください。 

 圧力が高い状態では扉が開き、蒸気が吹き出すため、けがややけどのおそれがあり危険で

す。 

 

4) 扉締付/解放ボタンを押します。 

ボタン上のランプが消灯したら扉締付は解放状態になります。 

 

5) 扉締付の解放を確認し、扉を開けます。 

 



基本編 第 6 章 故障とその処置 EHS 

 

エスペック株式会社 |  67 

 

警報の処置方法 

 

警報が発生したら、次のようにして処置をしてください。 

なお、警報には「異常」と「警告」の 2 種類があり、処置方法が一部異なります。 

 

「異常」 装置や構成機器が故障等で異常状態になった場合。 

「警告」 メンテナンスアナウンス等、故障ではないが運転に乱れが発生する場合。 

 

◆ お願い ◆ 

 「異常」が発生しても、種類により運転を継続している場合もあります。 

「警告」の場合は、運転は継続します。 

 警報内容等の詳細については、☞「6.2 警報一覧表」を参照してください。 

 警報発生時は、トラブル内容と下記も合わせて確認してください。 

・運転していた制御方式 

・工程の状態 

・圧力ゲージの数値 

・温度のモニター値 

・湿度のモニター値 

 

① 「異常」の場合 

＜手 順＞ 

1) ［アラームアイコン］を押して警報画面を表示します。ブザー音は停止します。 

 

2) 取扱説明書に従って、処置方法を確認し、処置してください。 

 

 

② 「警告」の場合 

＜手 順＞ 

1) ［アラームアイコン］を押して警報画面を表示します。ブザー音は停止します。 

 

2) 取扱説明書に従って、処置方法を確認し、処置してください。 

 

3) 処置が完了したら、警報ヘルプ画面の［消去］を 1 秒間押します。 
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6.2 警報一覧表 

 

警報が発生した場合は、処置内容を確認、実施後、運転を再開、継続してください。 

処置後も異常、警告が再発する場合は、サービスへご連絡ください。 

 

オプション装備時に発生する警報や原因、処置については＜オプション名称＞を記載しています。 

装備されているオプションによって推定原因、処置が異なりますので、それぞれのオプションの推定原因、処

置をご覧ください。 

通信機能での警報番号は、取扱説明書 ネットワーク編 「Web アプリケーション」を参照してください。 

一覧表は警報名称の 50 音順で記載しています。 

 

警報名称 内容 推定原因 処置 

温調器センサー断

線(TEC1-4、RTD) 

温調器ユニットのセンサー入力が

断線したので、装置の運転を停止

しています。 

・センサーの断線 ・ブレーカーを OFF 後、ON 

異常圧力 
許容最大圧力を超えたので、装置

の運転を停止しています。 

・試料からのガス発

生 

・試料からガスが発生していない

かを確認、あれば取り除く 

・ブレーカーを OFF 後、ON 

温度過昇（可変式、

固定式） 

器内温度が温度過昇防止器の設

定値以上になったので、ヒーターへ

の通電を停止しています。（撹拌機

は運転継続しています。） 

・試料の量が多い 

・器内の風が遮ら

れている 

・外囲温度が±

10˚C 以上変化し

ている 

・撹拌機の異常 

・試料が多ければ分割する 

・器内の風が遮られていれば取り

除く 

・外囲温度の変化を確認 

・撹拌機から異音がしていないか

確認する 

・ブレーカーを OFF 後、ON 

温度：上限絶対値異

常（TEC1） 

器内温度が上限絶対値 

（EHS-212（M,MD）, 

EHS-222（M,MD）：160˚C、 

EHS-412（M,MD）：180˚C） 

以上になったので、ヒーターへの通

電を停止しています。（撹拌機は運

転継続しています。） 

・試料の量が多い 

・器内の風が遮ら

れている 

・外囲温度が±

10˚C 以上変化し

ている 

・撹拌機の異常 

・試料が多ければ分割する 

・器内の風が遮られていれば取り

除く 

・外囲温度の変化を確認 

・撹拌機から異音がしていないか

確認する 

・ブレーカーを OFF 後、ON 

加湿器空焚異常 

空焚検出器が作動したためヒータ

ーへの通電を停止しています。（撹

拌機は運転継続しています。） 

・手動排水バルブ

が開いている 

・扉パッキンからの

蒸気漏れ 

・手動排水バルブを閉じる 

・扉パッキンの劣化、損傷、ズレを

確認する 

・ブレーカーを OFF 後、ON 

温度：上限絶対値異

常（TEC2） 

器内温度が上限絶対値 

（EHS-212（M,MD）, 

EHS-222（M,MD）：160˚C、 

EHS-412（M,MD）：180˚C） 

以上になったので、ヒーターへの通

電を停止しています。（撹拌機は運

転継続しています。） 

・手動排水バルブ

が開いている 

・扉パッキンからの

蒸気漏れ 

・手動排水バルブを閉じる 

・扉パッキンの劣化、損傷、ズレを

確認する 

・ブレーカーを OFF 後、ON 

扉解放不可、 

扉締付不可、 

扉リミットスイッチ不

良、 

扉締付中の扉開 

扉締付の解放/締付動作に問題が

発生したため、扉解放/締付動作を

停止しています。 

・扉自動締付機構

の不良 

・扉リミットスイッチ

の不良 

・ブレーカーを OFF 後、ON 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

給水異常 

一定時間内に圧力容器内への給

水が行われなかったため、給水動

作を停止しています。 

・手動排水バルブ

が開いている 

・装置の設置場所

が水平でない 

・給水タンク内に水

が十分入っていな

い 

・手動排水バルブを閉じる 

・装置の水平を確認 

・給水タンクの水量を確認する 

・ブレーカーを OFF 後、ON 

送風機回転警報 

攪拌ファン、もしくは攪拌用モータ

ーが回転異常を起こしています。

（装置は運転継続しています。） 

・撹拌機の異常 ・ブレーカーを OFF 後、ON 

ウイック乾燥 

湿球温度センサーが正しく測定で

きていません。（装置は運転継続し

ています。） 

・クロスウイックの

乾燥もしくは交換

時期になっている 

・新しいクロスウイックと交換 

停電発生 

運転中に 3 分以上の停電が発生し

たので、装置の運転を停止してい

ます。 

・3 分以上の停電 ・ブレーカーを OFF 後、ON 

瞬停発生 

運転中に 3 分未満の停電が発生し

ましたが、装置の運転は自動復帰

しています。 

・3 分未満の停電 ・自動復帰 

操作パネル異常 

操作パネルとの通信異常、もしくは

操作パネルの異常を検出したの

で、ヒーターへの通電を停止してい

ます。 

・通信異常 

・操作パネル異常 
・ブレーカーを OFF 後、ON 

運転中扉開警報 

運転中に扉リミットスイッチが作動

したので、ヒーターへの通電を停止

しています。 

・扉リミットスイッチ

の不良 
・ブレーカーを OFF 後、ON 

圧力スイッチ故障 
大気圧検知スイッチが異常のた

め、装置の運転を停止しています。 

・大気圧検知スイッ

チの不良 
・ブレーカーを OFF 後、ON 

プログラム時間オー

バー 

トータル時間 999.9 時間を超えるプ

ログラムパターンを設定したため、

ヒーターへの通電を停止していま

す。 

・プログラムの設定

間違い 
・プログラムを設定しなおす 

非常停止＜オプショ

ン＞ 

非常停止スイッチが押されたので、

装置の運転を停止しています。（約

10 秒後にブレーカーOFF） 

・非常停止スイッチ

が押された 
・非常停止スイッチを復帰 

 




