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点検機器及び項目一覧表 

I． 保守点検機器 

番号 保守点検機器 設置場所、台数等 メーカー 

１） システム制御盤 B1F 空調機械室-5、1 台 ㈱山武（現 アズ

ビル㈱） 

２） 無停電電源装置 B1F 空調機械室-5、1 台 同上 

３） インターフェイス盤 B1F 中央監視室、1台 同上 

４） 設備盤 B1F 中央監視室、1台 同上 

５） アナンシェータ B1 管理室・各階スタッフステーション 同上 

６） 自動制御盤 免震階・受水槽室・各階空調機械室・B1F

ボイラー室等、62台 

同上 

７） インバータ動力盤 B1F 熱源機械室・RF･5F 屋上等、8台 ㈱オーテック 

８） 動力制御盤 外構、2台 同上 

９） サブパネル 空調機内、159 台 同上 

中央監視ポイント 5,000 点、リモート盤 65面、インバータ盤 13面 

II． 自動制御機器点検項目 

１ 検出器類 

項目 点検内容 故障内容 総合 

ａ） 目視による破損点検 機器破損 ○ 

ｂ） 本体の塵芥除去 計測誤差 ○ 

ｃ） 取付部の緩み点検  ○ 

ｄ） 配線端子部の緩み点検・増締め 接触不良による計測誤差 ○ 

ｅ） 標準試験計器等による計測誤差チェック 計測誤差 ○ 

ｆ） 調節器・操作部との総合作動点検  ○ 

 

２ アナログ調節器類 

項目 点検内容 故障内容 総合 

ａ） 目視による破損点検 機器故障 ○ 

ｂ） 本体の塵芥除去 絶縁不良及び加熱 ○ 

ｃ） 取付部の緩み点検  ○ 

ｄ） 配線端子部の緩み点検・増締め 接触不良による誤作動 ○ 

ｅ） 電極部の清掃（ミズコン） 電極の汚れによる指示誤差 ○ 
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ｆ） 
レンズ清掃（煤煙濃度計） 

零点・スパン点の再調整 
レンズの汚れによる指示誤差 ○ 

ｇ） 内部機械的稼働部分の点検及び調整 
磨耗度合いチェック 

スイッチ接点接触不良 
○ 

ｈ） 
ワイパー、ポテンショメータ等の磨耗度合い点

検及び清掃 

ワイパー接触不良 

ポテンショメータ断線 
○ 

ｉ） 主設定値の記録 設定不適正 ○ 

ｊ） 各種設定値の確認及び再調整 設定不適正 ○ 

ｋ） 目視による作動状況点検 作動不良  

ｌ） 検出器・操作器との総合作動点検 作動不良  

 

３ デジタル調節器、演算器、ＤＤＣコントローラ、変換器類 

項目 点検内容 故障内容 総合 

ａ） 目視による破損点検 機器破損 ○ 

ｂ） 本体の塵芥除去 絶縁不良及び加熱 ○ 

ｃ） 取付部の緩み点検  ○ 

ｄ） 配線端子部の緩み点検・増締め 接触不良による誤作動 ○ 

ｅ） 電源電圧の確認 出力電圧の低下 ○ 

ｆ） ＤＤＣコントローラのソフトウェアチェック 
入出力エラー 

制御不能 
○ 

ｇ） ＤＤＣコントローラのデータファイルセーブ  ○ 

ｈ） 主設定値の記録 設定不適正 ○ 

ｉ） 各種設定値の確認及び再調整 設定不適正 ○ 

ｊ） 目視による作動状況点検 作動不良  

ｋ） 検出器・操作器との総合作動点検 作動不良 ○ 

 

４ 操作部類 

項目 点検内容 故障内容 総合 

ａ） 目視による破損点検 機器破損 ○ 

ｂ） 本体の塵芥除去 絶縁不良及び加熱 ○ 

ｃ） 取付部の緩み点検  ○ 

ｄ） 配線端子部の緩み点検・増締め 接触不良による誤作動 ○ 

ｅ） 
ポテンショメータの断線確認及びワイパーと

の接触度点検調整及び接点洗浄 

接触不良 

ポテンショメータ断線 
○ 

ｆ） バランシングリレーの作動点検 接触不良 ○ 

ｇ） モーターのトルク、回転角度点検 バルブ内異物かみ ○ 

ｈ） リンケージ組付け調整 緩みガタつき ○ 

ｉ） 制御弁グランド漏れチェック グランドパッキン劣化 ○ 
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ｊ） 目視による作動状況点検 作動不良  

ｋ） 検出器・調節器との総合作動点検 作動不良 ○ 

III． 中央監視及び制御盤点検項目 

項目 点検内容 故障内容 総合 

ａ） 各種プログラム作動試験  ○ 

ｂ） ケーブルコネクター、基板の緩み点検 動作不良、データファイル破損 ○ 

ｃ） 供給電源電圧等の確認 電源電圧異常による伝送異常 ○ 

ｄ） 端子台等ネジ類の増し締め 端子部緩み ○ 

ｅ） 冷暖ポイントの切替え  ○ 

ｆ） 
プリンター紙送り機構・印字機構動作

確認 
動作不良、油切れ ○ 

ｇ） 操作パネル・表示部の外観点検 
ランプ切れ、液晶パネル又はブラウン 

管の劣化 
○ 

ｈ） 
監視盤内清掃・自動盤内清掃・プリン

ター清掃 
埃等による高温、短絡異常 ○ 

ｉ） バッテリー容量確認及び電池の交換 期限切れによるデータ破損 ○ 

ｊ） 伝送ループチェック 監視不能 ○ 

ｋ） 盤内タイマー、リレーの確認 操作不能 ○ 

ｌ） リモート盤内端末伝送装置点検 通信異常による監視不能 ○ 

ｍ） 周辺機器機能チェック  ○ 

ｎ） バックアップデータの作成 メディアの経年劣化によるデータ破損 ○ 

ｏ） アナログ・積算入出力チェック 検出器劣化等による誤差 ○ 

 

 


