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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 

 

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、計装ディスプレイ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。自己診断され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、「6.2 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。 

 

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（主電源スイッチ）を OFF にしてから開け

てください。 

 感電するおそれがあります。 

 

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メンテナンス設定、音設定で設定することができ

ます。 
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本装置には、トラブルが発生するとブザーで知らせるとともに、主な故障について自己診断を行い、故障内容、

推定原因、処置方法を計装画面に表示を行う機能があります。 

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。 

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、「6.2 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。 

本装置にはバックトレース機能を搭載しています。 

バックトレースデータを当社公式サイトの受付ページへ送付すると、ネット診断サービスを利用することができ

ます。 

 

※ ネット診断サービスとは、警報発生前後における装置の内部データ（バックトレースデータ）をお客様からご

提供いただき、そのデータから故障要因を解析し、診断結果をお客様に提示するものです。 

 

バックトレース機能の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報発生 

（異常） 

バックトレースデー

タ収録完了 

外部メモリーへ

データ保存 

当社公式サイトの 

受付ページへ保存 

診断結果を当社よりご連絡します 
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6.1.1 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。 

＜手 順＞ 

1) 装置またはコントローラーに異常が発生すると、計装に警報画面が表示されます。 

アラームアイコンは、警報が解除されるまで点滅を続けます。 

 

 

2) 表示された警報を押します。 

内容、推定原因および処置方法が表示されます。 

 

 

3) 警報ヘルプの内容を確認し、処置をしてください。または「6.1.2 警報一覧」を参照し、処置をしてください。 

ただし、「サービスへ連絡してください」と表示されたものや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。 
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6.1.2 警報一覧 

 

装置が検出する警報は、「警告」「異常」の 2 種類があります。 

「警告」に分類されている警報は、処置後、ヘルプ画面の[消去]ボタンによって警報表示を削除することができ

ます。 

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。 

 

表 6.1 警報一覧 

警報名称 内容 推定原因 処置 

温調器センサー

断線異常（RTD） 

温調器ユニットの制御用温

度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 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー

断線異常（TC1) 

温調器ユニットの制御用温

度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 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー

断線異常（TC2） 

温調器ユニットの制御用温

度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 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー

断線異常（TC5) 

温調器ユニットの制御用温

度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 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー

断線異常（TC6) 

温調器ユニットの制御用温

度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 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー

断線異常（TC7) 

温調器ユニットの冷凍機セン

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 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー

断線異常（TC8) 

温調器ユニットの冷凍機セン

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 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

温調器センサー

断線異常（TC9) 

温調器ユニットの冷凍機セン

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 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

外部温度過昇

（異常） 

テストエリア内温度が、温度

過昇防止器（操作パネルに

設置）の設定値を超えたか、

低温槽または高温槽内の温

度が基準値を超えたので、

装置の運転を停止していま

す。 

・温度過昇防止器の

設定が不適切 

・予熱温度の設定が

不適切 

・試料からの発熱 

・試料の入れすぎに

よる風量低下 

・温度過昇防止器の設定値を確認 

・予熱温度の設定値を確認 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・試料の発熱量の削減 

・試料の量の確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

外部温度過冷

（異常） 

テストエリア内温度が、温度

過冷防止器（操作パネルに

設置）の設定値を下回ったの

で、装置の運転を停止してい

ます。 

・温度過冷防止の設

定が不適切 

・予冷温度の設定が

不適切 

・試料の入れすぎに

よる風量低下 

・温度過冷防止器の設定値を確認 

・予冷温度の設定値を確認 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・試料の量の確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

記録媒体認識

警告 

記録媒体が認識できないた

め、下記の機能が機能しま

せん。 

・サンプリングデータの内部

メモリーデータ保存 

・バックトレースデータの収

録 

・バックトレースデータの外

部メモリーへの書込み 

・バックトレースデータのダ

ウンロード(Web) 

・アドオン/システム更新 

上記機能は機能しません

が、装置の運転は可能で

す。 

・記録媒体の故障 

・試験を優先する場合は運転を継続

・再起動可能な場合は運転を停止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

凝縮器ファン異

常 

凝縮器ファン内の温度が上

昇し、内蔵の温度スイッチが

動作したので、装置の運転

を停止しています。 

・凝縮器用ファンモー

ターの過負荷によ

る異常 

・凝縮器の埃による汚れ詰まりを確

認、フィンで手を切らないよう注意

してください。 

高温槽温度上

限（異常） 

高温槽内温度が、計装内の

高温槽温度上限警報値を超

えたので、装置の運転を停

止しています。 

・試料からの発熱 

・試料の入れすぎに

よる風量低下 

・加熱器の異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・試料の発熱量の削減 

・試料の量を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

高温槽 送風機

異常 

高温槽送風機の運転電流値

が上昇し、サーマルリレーが

作動したので、装置の運転

を停止しています。 

・高温槽送風機の過

負荷による異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・冷却のため、1 時間以上の停止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

高温槽扉「開」

（警告） 

高温槽扉の開放を検知した

ので、試験を中断していま

す。 

・高温槽扉が開放さ

れた 

・高温槽扉の閉め方

が不十分 

・ドアハンドルを押し込んで、扉を閉

め込む 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

さらし制御 時

間保証処理キャ

ンセル（警告） 

低温さらし運転中に、蒸発器

への霜付きによる冷凍能力

低下を検知したので、さらし

制御時間保証処理を中止し

ています。 

・蒸発器の異常 

・除霜サイクル回数

の設定が不適切 

・試験を優先する場合は運転を継続

・再起動可能な場合は運転を停止 

・除霜サイクル回数の設定値を確認

・除霜運転の実施 

システム異常 
計装のシステム異常（装置

停止中でも検出します） 

・計装システムの異

常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

試料移動用電

動機異常 

試料移動用電動機を制御し

ているインバータの保安装

置が作動したので、装置の

運転を停止しています。 

・試料移動用電動機

の過負荷による異

常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

節約運転キャン

セル（警告） 

設定が適切でないため、節

約運転ができません。 

装置は運転を継続していま

す。 

・予冷再開時間また

は、さらし時間の設

定が不適切 

・予冷再開時間の設定を確認 

・さらし時間の設定を確認 

低温槽温度下

限（異常） 

低温槽内温度が、計装内の

低温槽温度下限警報値を下

回ったので、装置の運転を

停止しています。 

・加熱器の異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

低温槽温度上

限（異常） 

低温槽内温度が、計装内の

低温槽温度上限警報値を超

えたので、装置の運転を停

止しています。 

・試料からの発熱 

・試料の入れすぎに

よる風量低下 

・加熱器の異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・試料の発熱量の削減 

・試料の量を確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

低温槽 送風機

異常 

低温槽送風機の運転電流値

が上昇し、サーマルリレーが

作動したので、装置の運転

を停止しています。 

・低温槽送風機の過

負荷による異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・冷却のため、1 時間以上の停止 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

・除霜運転の実施 

低温槽扉「開」

（警告） 

低温槽扉の開放を検知した

ので、試験を中断していま

す。 

・低温槽扉が開放さ

れた 

・低温槽扉の閉め方

が不十分 

・ドアハンドルを押し込んで、扉を閉

め込む 

テストエリア位

置異常 

テストエリア位置が、計装の

指示位置と異なるために装

置の運転を停止しています。

・リンク機構の異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

テストエリア温

度過昇（異常） 

テストエリア内温度が、登録

パターン内の温度過昇防止

の設定値を超えたので、装

置の運転を停止しています。

・温度過昇防止の設

定が不適切 

・予熱温度の設定が

不適切 

・試料からの発熱 

・試料の入れすぎに

よる風量低下 

・登録パターン内の温度過昇防止の

設定値を確認 

・予熱温度の設定値を確認 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・試料の発熱量の削減 

・試料の量の確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON
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警報名称 内容 推定原因 処置 

テストエリア温

度過冷（異常） 

テストエリア内温度が、登録

パターン内の温度過冷防止

の設定値を下回ったので、

装置の運転を停止していま

す。 

・温度過冷防止の設

定が不適切 

・予冷温度の設定が

不適切 

・試料の入れすぎに

よる風量低下 

・登録パターン内の温度過冷防止の

設定値を確認 

・予冷温度の設定値を確認 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・試料の量の確認 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

テストエリア駆

動異常 

テストエリアの移動完了時間

が、規定時間を超えたので

装置の運転を停止していま

す。 

・試料搭載重量の超

過 

・異物の挟まり 

・リンク機構の異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

電源逆相異常 

主電源（一次側電源）の逆相

接続、あるいは欠相接続を

検出したので装置の運転を

停止しています。 

・一次側電源からの

ケーブル接続の異

常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・一次側電源を OFF 

・電源ケーブルの接続確認 

・一次側電源を ON 後、ブレーカー

（主電源スイッチ）を ON 

扉「開」 

試験開始時に高温槽扉また

は低温槽扉の開放を検知し

ました。 

装置は、試験を開始していま

せん。装置は、試験開始要

求時の運転状態を継続して

います。 

・高温槽扉の閉め方

が不十分 

・低温槽扉の閉め方

が不十分 

・ドアハンドルを押し込んで、扉を閉

め込む 

・タイマー設定や通信コマンドによる

試験開始要求で本警報を検出した

場合は試験開始の要求を再実施 

配線用遮断器

保安（異常） 

配線用遮断器が動作したの

で、装置の運転を停止してい

ます。 

・高温槽送風機また

は低温槽送風機の

異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

ヒーター遮断器

保安（異常） 

ヒーターの配線用遮断器が

作動したので、装置の運転

を停止しています。 

・ヒーターの異常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

リンク機構異常 

テストエリア駆動部の保護装

置が、規定時間で停止位置

に戻らなかったので、装置の

運転を停止しています。 

・リンク機構の故障 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 後、ON 

冷凍機（高温

側）温度異常 

冷凍機高温側の温度が上昇

し、温度スイッチが動作した

ので、装置の運転を停止し

ています。 

・機械室周囲温度の

異常 

・凝縮器の異常 

・冷凍機の故障 

・冷媒のガス漏れ 

・凝縮器ファンの異常

・ケーブル接続の異

常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・外囲温度の確認 

・凝縮器の埃による汚れ詰まりを確

認、フィンで手を切らないよう注意

してください。 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

・電源ケーブルの接続確認 
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警報名称 内容 推定原因 処置 

冷凍機(高温側)

高圧圧力異常 

冷凍機の高圧圧力が上昇し

たので、装置の運転を停止

しています。 

・蒸発器の異常 

・凝縮器の異常 

・凝縮器ファンの異常

・装置設置周囲環境

の影響 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・外囲温度の確認 

・凝縮器の埃による汚れ詰まりを確

認、フィンで手を切らないよう注意

してください。 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

・除霜運転の実施 

冷凍機（高温

側）電流値異常 

冷凍機高温側の電流値が上

昇し、サーマルリレーが動作

したので、装置の運転を停

止しています。 

・機械室周囲温度の

異常 

・凝縮器の異常 

・冷凍機の故障 

・凝縮器ファンの異常

・ケーブル接続の異

常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・外囲温度の確認 

・凝縮器の埃による汚れ詰まりを確

認、フィンで手を切らないよう注意

してください。 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

・電源ケーブルの接続確認 

冷凍機（低温

側）温度異常 

冷凍機低温側の温度が上昇

し、温度スイッチが動作した

ので、装置の運転を停止し

ています。 

・機械室周囲温度の

異常 

・凝縮器の異常 

・冷凍機の故障 

・冷媒のガス漏れ 

・凝縮器ファンの異常

・ケーブル接続の異

常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・外囲温度の確認 

・凝縮器の埃による汚れ詰まりを確

認、フィンで手を切らないよう注意

してください。 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

・電源ケーブルの接続確認 

冷凍機(低温側)

高圧圧力異常 

冷凍機の高圧圧力が上昇し

たので、装置の運転を停止

しています。 

・蒸発器の異常 

・凝縮器の異常 

・凝縮器ファンの異常

・装置設置周囲環境

の影響 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・外囲温度の確認 

・凝縮器の埃による汚れ詰まりを確

認、フィンで手を切らないよう注意

してください。 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

・除霜運転の実施 

冷凍機（低温

側）電流値異常 

冷凍機低温側の電流値が上

昇し、サーマルリレーが動作

したので、装置の運転を停

止しています。 

・機械室周囲温度の

異常 

・凝縮器の異常 

・冷凍機の故障 

・凝縮器ファンの異常

・ケーブル接続の異

常 

・計装電源スイッチを OFF 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を

OFF 

・外囲温度の確認 

・凝縮器の埃による汚れ詰まりを確

認、フィンで手を切らないよう注意

してください。 

・ブレーカー（主電源スイッチ）を ON

・電源ケーブルの接続確認 

 




