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6.6 故障とおもったら? 

 

 警 告 

 

 

 

 

 

装置のブレーカーが接続された一次側電源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。 

配電室扉は、必ずブレーカーを 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 

計装電源スイッチを

押しても表示しない 

お客様設備の電源開閉器が ON

になっていない 

お客様設備の電源開閉器を 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 F1 を交換する 

☞「6.7 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。 

バックアップ用電池が消耗してい

る 

バックアップ用電池の寿命約 10 年

です。 

サービスコールしてください。 

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。 

  つづく 
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内 容 原 因 処 置 

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 

☞「6.7 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 

☞「6.7 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。 

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。 

扉内側パッキン周囲

に結露して装置前面

より水が漏れてくる 

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。 

異音がする 送風機ファンに霜が付いている  

異臭がする 

異臭が残っている 
試験槽内を掃除する 

☞「5.4 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。 

  つづく 
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内 容 原 因 処 置 

観測窓がくもる。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。 

霜付き防止ヒーターのヒューズが

切れている 

ヒューズ F2 を交換する 

☞「7.7 処置方法」を参照 

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。 

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 

電熱式蒸気発生器用電磁弁が目

詰まりしている 
サービスコールしてください 

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 

☞「6.7 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 

温度がすぐに下がら

ない 

圧縮機の特性上、冷え始めるま

でに 3～15 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） 

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。☞「6.7 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 

☞「6.7 処置方法」を参照 

室内灯が点灯しない 

ヒューズが切れている 

ヒューズ F１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。 

☞「6.7 処置方法」を参照 

室内灯 LED が切れている 
室内灯を交換する 

☞「6.7 処置方法」を参照 

湿度が下がらない 

冷凍能力が「手動（停止）」に設定

されているため、試験槽内を除湿

することができない 

冷凍能力を「自動」または「手動（停

止と 少から 大までの 3 段階）」

に変更する。☞コントローラー編の

「第 4 章 定値運転」または「第 5 章 

プログラム運転」を参照 
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6.7 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） ブレーカーを OFF にします。 

2） 配電室扉を取りはずします。 

3） 切れているヒューズを新しいものと交換します。 

 

 ヒューズ容量 

 ※全電圧共通 

  ・温湿度タイプ 

F1:1.5A 

F2～F5:7A 

  ・温度タイプ 

    F1:1.5A 

            F2,F3,F5: 7A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 6.1 ヒューズの交換 

4） 配電室扉を取り付けます。 

ヒューズ 

温湿度タイプ 

温度タイプ 
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室内灯の交換 

 

室内灯は、6000 時間に 1 回または切れたときに交換してください。電球型 LED（口金 E17.40

ワット形相当）とプラスドライバーを用意してください。 

 

 注 意 

 

 

消灯直後は、蛍光灯が高温になっていますので、十分温度が下がってから

作業を行ってください。 

やけどするおそれがあります。 

 

＜手順＞ 

1） ブレーカーを OFF にします。 

 

2） 室内灯カバーのネジをプラスドライバーで外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2 室内灯カバーの取りはずし-1 

 

3） 室内灯カバーを上方向にずらして取りはずします。 

 

4） 電球型 LED の手前についた反射板のネジをプラスドライバーではずします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 6.3 室内灯カバーの取りはずし-2 

室内灯カバー 
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5） 電球型 LED を回転させて取りはずします。 

 

6） 新しい電球型 LED に交換します。 

 

7） 反射板と室内灯カバーを取り付けネジで固定します。 

 

◆ お願い ◆ 

電球型 LED は口金 E17 形、白熱型電球は使用しないでください。 

 

除霜運転 

注 意 

 

 

 

 

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「ウイック乾燥警告」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。 
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■除霜運転のしかた 

＜手 順＞ 

1） ブレーカーが ON になっていることを確認します。 

 

2） 冷凍能力を手動制御で停止（OFF）に設定します。 

設定方法についてはコントローラー編「2.4 便利な機能」を参照してください。 

 

3） 扉を少し開けて運転するため、運転の中断および警報の発生が起こらないように設

定を変更します。設定方法は「コントローラー編」を参照して、次のように設定してくだ

さい。 

● 一時停止動作設定を[しない]に設定する。 

● 扉警告待ち時間を［無効］に設定する。 

 

4） 試験槽内温度を定値設定で 70˚C 以上、試験槽内湿度を OFF（温度タイプを除く）に設

定します。 

 

5） 運転操作選択画面にします。 

設定した定値運転を選択します。 

 

6）［はい］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。 

 

7） 手順 3 で設定した項目を元に戻しておきます。 

 
 




