
１０３ 

第 8 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、画面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、「8.2 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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8.1 警報とその処置 

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。 

 配電室カバーを開けるときは、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。 

 

本装置には、トラブルが発生するとブザーを鳴らし、その内容を画面に表

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、次ページ以降の警報一覧に記して

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、

「8.2 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。 

 

異常と警告について 

警報の内容には、異常と警告の 2 種類があります。 

異常：警報の原因が解除されても、自動的に通常の制御には戻りません。

エラーメッセージに対応した処置が必要です。 

警告：警報の原因が解除された場合、警報画面の 解除 を押すと警報は

解除され、自動的に通常の制御に戻ります。 

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。 

警報時の状態には次の 2 通りがあります。それぞれの処置方法で警報の

処置を行ってください。 

 運転中で警報復帰後に運転を継続する必要がない場合 

 運転中で警報復帰後に警報発生前の運転を継続したい場合 
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■運転中で警報復帰後に運転を継続する必要がない場合 

 

１. ブザー停止 を押して、ブザーを止めます。 

 

 

 

２. 装置が運転されている場合、 運転 開始/終了 キーを押して、運転操

作選択画面にします。 

 

３. 停止実行 を押して運転を終了します。 

 

４. 電源 キーを押して、計装の電源を OFF にします。 

 

５. 主電源スイッチを OFF にします。 

 

６. 本ユーザーズマニュアルの警報一覧を参照し、画面に表示されていた

エラーメッセージに対応した処置を施します。 

 

７. 主電源スイッチ、計装の順に電源を ON にします。 

メニュー画面が表示されます。 

 

手 順
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■運転中で警報復帰後に警報発生前の運転を継続したい場合 

 

１. ブザー停止 を押して、ブザーを止めます。 

 

 

 

２. 電源 キーを押して、計装の電源を OFF にします。 

本ユーザーズマニュアルの警報一覧を参照し、主電源スイッチを OFF

する必要がない場合は主電源スイッチを ON の状態にしておいてくださ

い。 

 

３. 本ユーザーズマニュアルの警報一覧を参照し、画面に表示されていた

エラーメッセージに対応した処置を施します。 

 

４. 計装の電源を ON にします。 

 

５. 主電源スイッチを OFF にしていない場合、運転再開確認画面が表示さ

れますので、運転の継続または停止を選択します。 

主電源スイッチを OFF にした場合、主電源スイッチ、計装の順に電源を

ON にし、運転を開始します。 

 

は い  ：警報発生前の状態から運転を再開します。 

いいえ  ：運転停止状態にします。 

 

 

 

手 順
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警報一覧 

表 8.1 警報一覧 

警報名称/ 

［通信機能での表示］ 
内容 原  因 処  置 

温調器センサ断線 

（Ai-0ch） 

 

 

〔0〕 

温調器の室温補償入力が

断線したので装置は制御

を停止しています。 

制 御 基 板 （ SCP-220

（ANALOG））の RTD 端子の

「ゆるみ」か基板上部品の断

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-21ch） 

 

 

〔0〕 

温調器の空気温度測定入

力が断線したので装置は

制御を停止しています。 

制御基板（SCP-302）の CH2

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-22ch） 

 

 

〔0〕 

温調器の試料温度測定入

力が断線したので装置は

制御を停止しています。 

制御基板（SCP-302）の CH3

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～12ch） 

 

 

 

〔0〕 

温調器の Ai5～12 端子に

接続されている冷凍回路

内温度測定用センサが断

線したので装置は制御を

停止しています。 

制 御 基 板 （ SCP-220

（ANALOG））の Ai5～12 端子

の「ゆるみ」か、接続されてい

る熱電対の断線です。 

装置の運転終了後に 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。

温度警報 

（上限偏差値） 

 

 

 

 

 

 

 

〔1〕 

測定温度が温度警報の上

限偏差値を超えたので復

帰するまで加熱制御を停

止しています。 

槽内供試品からの発熱により

測定温度が上昇したか、温度

警報の上限偏差値の設定が

低いためです。 

槽内の発熱物を少なくしてくだ

さい。または温度警報の上限

偏差値が低めに設定されてい

る場合は 10℃を目安に適切な

値に設定してください。測定温

度が上限偏差値より下がれば

装置は通常制御に戻り、警報

発生画面の 解除 を押すと警

報は解除されます。 

温度警報 

（上限絶対値） 

 

 

 

 

〔2〕 

測定温度が温度警報の上

限絶対値を超えたので、

装置は制御を停止してい

ます。 

槽内供試品からの発熱により

測定温度が上昇したか、温度

警報の上限絶対値が温度設

定値より低めに設定されてい

ます。 

槽内の発熱物を取り除き、上

限絶対値を正しく設定してくだ

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。

空気温度過昇 

 

 

 

 

 

 

〔2〕 

空気温度が温度警報の上

限絶対値を超えたので、

装置は運転を停止してい

ます。 

設置されている供試品からの

発熱量の影響が考えられま

す。 

供試品からの発熱量の影響

が大きい場合、設置数量を少

な く し 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は

サービスへ連絡してください。

   つづく
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警報名称/ 

［通信機能での表示］ 
内容 原  因 処  置 

温度警報 

（下限絶対値） 

 

 

 

 

 

 

 

〔3〕 

測定温度が温度警報の下

限 絶 対 値 を 下 回 っ た の

で、装置は制御を停止し

ています。 

槽内への外気侵入、冷凍能力

の過剰、あるいは槽内に設置

されている供試品からの発熱

量の影響が考えられます。ま

たは、温度警報の下限絶対値

が温度設定値より高めに設定

されています。 

電源 キーを「切」にしたあと、

扉やケーブル孔からの外気侵

入がないかを確認してくださ

い。また、供試品からの発熱

量の影響が大きい場合、設置

数量を少なくしてください。もし

くは、下限絶対値を正しく設定

し直してください。 

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。

空気温度過冷 

 

 

 

 

 

 

〔3〕 

空気温度が温度警報の下

限 絶 対 値 を 下 回 っ た の

で、装置は運転を停止し

ています。 

設置されている供試品からの

発熱量の影響が考えられま

す。 

供試品からの発熱量の影響

が大きい場合、設置数量を少

な く し て く だ さ い 。 そ の 後

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。

温度過昇 

 

 

 

 

 

 

 

〔6〕 

測定温度が、温度過昇防

止器（計装パネルに設置）

の設定値を超えたので、

装置は制御を停止してい

ます。 

槽内の供試品からの発熱で槽

内温度が上昇したか、温度過

昇防止器が温度設定値より低

く設定されています。 

電源 キーを「切」にしたあと、

槽内の発熱物を取り除き、温

度過昇防止器を正しく設定し

てください。 

運転再開後も再発する場合、

温度ヒューズの溶断が考えら

れますのでサービスへ連絡し

てください。 

送風機異常 

 

 

 

 

 

〔7〕 

装置天井部にある試験槽

内送風機モータ周辺が、

異常高温になり、送風機

に内蔵している温度スイッ

チが作動したので装置は

制御を停止しています。 

送風機モータの過負荷運転で

す。 

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。

その後、 電源 キーを「入」に

して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。

冷凍機-1 

電流値異常 

 

 

 

 

 

 

〔8〕 

冷凍機の電流値が上昇

し、サーマルリレーが作動

したので装置は運転を停

止しています。 

冷凍機の故障、過熱運転、ス

トレーナの目詰まり、凝縮器の

異常、欠相運転が考えられま

す。 

電源 キーを「切」にしたあと、

冷却水の水温や流量を確認し

てください。また、ストレーナの

目詰まりの有無を確認してくだ

さい。 

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 

電流値異常 

 

 

 

 

 

 

〔8〕 

冷凍機の電流値が上昇

し、サーマルリレーが作動

したので装置は運転を停

止しています。 

冷凍機の故障、過熱運転、ス

トレーナの目詰まり、凝縮器の

異常、欠相運転が考えられま

す。 

電源 キーを「切」にしたあと、

冷却水の水温や流量を確認し

てください。また、ストレーナの

目詰まりの有無を確認してくだ

さい。 

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。 

   つづく
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警報名称/ 

［通信機能での表示］ 
内容 原  因 処  置 

冷凍機-1 

温度異常 

 

 

 

 

 

 

 

〔8〕 

冷凍機-1 の温度が上昇

し、温度スイッチ、モータプ

ロテクタのいずれかが作

動したので装置は運転を

停止しています。 

機械室外囲温度の上昇、スト

レーナの目詰まり、冷凍機の

故障、冷媒の漏れ、冷却器の

霜付きが考えられます。 

電源 キーを「切」にしたあと、

冷却水の水温や流量を確認し

てください。また、ストレーナの

目詰まりの有無や電圧変動、

冷却器に霜付がないかも併せ

て確認してください。 

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 

温度異常 

 

 

 

 

 

 

 

〔8〕 

冷凍機-2 の温度が上昇

し、温度スイッチ、モータプ

ロテクタのいずれかが作

動したので装置は運転を

停止しています。 

機械室外囲温度の上昇、スト

レーナの目詰まり、冷凍機の

故障、冷媒の漏れ、冷却器の

霜付きが考えられます。 

電源 キーを「切」にしたあと、

冷却水の水温や流量を確認し

てください。また、ストレーナの

目詰まりの有無や電圧変動、

冷却器に霜付がないかも併せ

て確認してください。 

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-1 

圧力異常 

 

 

 

 

 

 

〔8〕 

冷凍機-1 の圧力が上昇、

または低下したので、装置

は運転を停止しています。

機械室外囲温度の上昇、冷却

水温の上昇、冷却水量の不

足、ストレーナの目詰まり、冷

凍機の故障、冷媒の漏れが考

えられます。 

電源 キーを「切」にしたあと、

冷却水の水温や流量を確認し

てください。また、ストレーナの

目詰まりの有無を確認してくだ

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。 

冷凍機-2 

圧力異常 

 

 

 

 

 

 

〔8〕 

冷凍機-2 の圧力が上昇、

または低下したので、装置

は運転を停止しています。

機械室外囲温度の上昇、冷却

水温の上昇、冷却水量の不

足、ストレーナの目詰まり、冷

凍機の故障、冷媒の漏れが考

えられます。 

電源 キーを「切」にしたあと、

冷却水の水温や流量を確認し

てください。また、ストレーナの

目詰まりの有無を確認してくだ

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。 

冷凍機 

冷却水断水 

 

 

 

 

 

 

〔8〕 

冷凍機の冷却水の圧力が

低下して、冷却水圧力スイ

ッチが作動したので装置

は制御を停止しています。

クーリングタワー（冷却水ポン

プ）停止、給水弁の開き忘れ

や、ストレーナの目詰まり、冷

却水配管系統での「水漏れ」

が考えられます。 

電源 キーを「切」にしたあと、

クーリングタワーの運転や給

水弁の弁開度、ストレーナの

目詰まり、配管系統の「漏れ」

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。 

   つづく
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警報名称/ 

［通信機能での表示］ 
内容 原  因 処  置 

扉開放(警告) 

 

 

 

 

〔-〕 

運転開始時に扉の開状態

を検出したので、装置は

運転開始できません。 

扉の閉め方が不十分です。 扉を正確に閉めたあと、警報

発生画面の 解除 を押すと警

報は解除されます。 

その後、 運転 開始/終了 キ

ーを押してください。 

扉開放(試験継続) 

 

 

〔-〕 

運転中に扉の開状態を検

出しました。運転継続中で

すが設定時間を経過する

と運転を停止します。 

運転中に扉を開けています。 扉を閉めたあと、警報発生画

面の 解除 を押すと警報は解

除されます。 

扉開放 

 

 

 

〔9〕 

装置運転中に扉開放を検

出したので装置は運転を

停止しています。 

扉が開放されたか、閉め方が

不十分です。 
電源 キーを「切」にしたあと、

扉を正確に閉めて運転を再開

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。

温度過冷 

 

 

 

 

 

 

 

〔10〕 

測定温度が温度過冷防止

器（計装パネルのオプショ

ンパネル）の設定値を下

回ったので、装置は制御

を停止しています。 

冷凍能力の過剰、または槽内

に設置されている供試品から

の発熱量の影響が考えられま

す。あるいは過冷防止器の設

定が温度設定値より高く設定

されています。 

供試品からの発熱量の影響

が大きい場合、設置数量を少

なくしてください。または温度

過冷防止器を正しく設定してく

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は

サービスへ連絡してください。

加熱器異常 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔11〕 

加熱器の電流値が上昇し

て加熱回路配線用遮断器

が作動したので、装置は

制御を停止しています。 

加熱器回路の短絡、あるいは

過電流です。 

主電源スイッチを OFF にしたあ

と、配電室内にある電装シャー

シ上の加熱回路配線用遮断器

を復帰させてください。その

後、主電源スイッチを ON にし

た あ と 計 装 の 電源 キ ー を

「入」にして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。

電源逆相 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔19〕 

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。 

装置に搭載されている機器に、

著しく影響を与えることがあり

ます。主電源スイッチを OFF に

し、一次側 3 相電源の相や接

続状態を確認してください。そ

の後、 電源 キーを「入」にして

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。

電動機異常 

 

 

 

〔19〕 

電動機用配線用遮断器が

作動したので、装置は運

転を停止しています。 

冷凍機、送風機の異常が考え

られます。 
電源 キーを「切」にしたあと、

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。

   つづく



第 8 章 トラブルシューティング 

１１１ 

警報名称/ 

［通信機能での表示］ 
内容 原  因 処  置 

通信異常-1 

 

 

〔31〕 

装置の計装（CPU 基板）

が、通信異常を検出した

ので、装置は制御を停止

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（ブレー

カ）を、再度 ON にしてくださ

い。運転再開後も再発する場

合はサービスへ連絡してくださ

い。 

通信異常-2 

 

 

〔31〕 

装置の計装（表示器）が、

温調器との通信異常を検

出したので、装置は制御

を停止しています。 

表示器/温調器間の通信異常

です。 

装置の主電源スイッチ（ブレー

カ）を、再度 ON にしてくださ

い。運転再開後も再発する場

合はサービスへ連絡してくださ

い。 

プログラム設定値範囲外 

 

 

 

 

 

 

〔31〕 

これから実行しようとする

プログラム運転データ中

に、範囲外の温度設定値

を検出したのでプログラム

運転の実行を中止してい

ます。 

プログラム運転データの中

に、装置の運転可能範囲を越

える温度設定値が含まれてい

ます。 

プログラム運転データの温度

設定値を再確認してください。

警報発生画面の 解除 を押す

と警報は解除されます。 

運転データ再確認後も再発す

る場合、サービスへ連絡してく

ださい。 

 




