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機器の種類
この取扱説明書は、以下の機器とバージョンに適用されます。 

機器名: testo DiSCmini ナノパーティクルカウンター

製造者

テクニカルサポート
テクニカルサポートおよびスペアパーツの購入注文については、最寄りの販売店またはテストー社にお問い合わ
せください。 

Email:  info@testo.co.jp 

セールスサポートとカスタマーサービス
セールスサポートおよびカスタマーサービスについては、最寄りの販売店またはテストー社にお問い合わせくだ
さい。 

セールス
Tel.: 045-476-2288　　Fax: 045-476-2277

サービスセンター
Tel.: 045-476-2266　　Fax: 045-393-1863

Email: info@testo.co.jp 

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1
79853 Lenzkirch
Germany

Tel.: +49 7653 681 5062
Fax: +49 7653 681 95062
Web: www.testo-particle.com 
Email: sales-nanoparticle@testo.de 
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注意事項

はじめに
この取扱説明書では、testo DiSCmini ナノ粒子分析装置の設置、起動、操作およびメンテナンスの手順を説明し
ます。次にシステムに関する詳細を示します。 

• 安全

• testo DiSCmini の機能

• 仕様

• 機器に含まれるもの

• 取り扱い、操作、メンテナンスおよびトラブルシューティング

• ソフトウェアのインストールと操作

本取扱説明書の指示に従って testo DiSCmini の安全で適切な操作を行ってください。

注意

testo DiSCmini を操作する前に、本書をよくお読みください。本取扱説明書の指示を無視
して発生した機能不全、損害、負傷などについては一切の責任を負いませんので、あらか
じめご了承ください。

製造者責任
Testo SE & Co. KGaA は、以下の原因による機能不全または傷害に対する責任を負いません。 

• この取扱説明書または指導を受けた者による指導を怠ること。
• 設置、操作、アプリケーションまたはメンテナンスが不適切。
• 取り扱い説明がわからない測定者による操作。.
• Testo SE & Co. KGaA または正式なサービスパートナー以外によるメンテナンス。
• テストー純正部品でない部品の使用

責任について
本書は正確に作成されていますが、 Testo SE & Co. KGaA は完全性、正確性または最新性については保証し
ません。 Testo SE & Co. KGaA はいつでも、また事前の通知なしに、本書の内容を改訂する権利を留保します。

機器の適切な操作を確保するため、以下のガイドラインに従ってください。

• この取扱説明書をお読みの上、設置、ご使用ください。
• 電位計の取り扱いにはご注意ください。
• 付録「仕様とテクニカル・データ」をご参照ください。
• 常に Testo SE & Co. KGaAが供給する純正部品を使用してください。
• すべてのステージにおける暖機プロセスが完了するまで、操作を始めないでください。

著作権 ©
Testo SE & Co. KGaA によって作成されたすべての著作物および内容は、知的財産に関する著作権および法律
の対象となります。この著作権には、機器に関するすべての仕様データ、電気的、流体的および機械的概略図、
写真、図表およびテキストが含まれます。コピー、編集、出版またはその他の利用には、 Testo SE & Co. KGaA
の書面による合意が必要です。
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ラベルと説明
testo DiSCminiを操作する時、ユーザーは常に電気やエアロゾルのような特定の危険因子のもとで操作している
ことになります。 それため testo DiSCmini にはいくつかの安全機能が備えられています。安全で信頼性の高い
測定を確実にするため、さらに予防措置がとられる必要があります。一覧表示されたラベル、注意や警告には一
般的な説明がされていますが、さらに具体的なラベルには、危険とその種類を示しています。

注意

注意とは、この内容がガイドされたマニュアルを介して、重要かつ便利な、あるいは必須の
情報であることを示しています。 .

注意と警告

警告

 

注意

注意を払って慎重に行ってください、という意味です。マニュアルの指示に従わないと機器
や付属品が破損する恐れがあります。また、設置、操作、メンテナンス等に関する重要な
情報にもご注意ください。

警告

警告とは、不適切な操作により、重大な人的または機器の損傷、あるいは回復不能な機
器の損傷が起こる可能性があることを示しています。

感電

危険な内部電圧です。接触により感電や火傷の原因となります。 testo DiSCminiのカバー
を開けないでください。

ナノ粒子

ナノ粒子の危険です。吸気から取り込まれたナノ粒子は健康に悪影響を及ぼす可能性が
あります。

バッテリ充電器

火災の危険!  testo DiSCmini に付属のバッテリ充電器のみご使用ください。 
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注意事項

インパクターチューブ

シリコンまたは導電性チューブは、コロナワイヤの急速な汚染につながります。測定には、
付属のチューブのみご使用ください。 適正なチューブは、 Testo SE & Co. KGaA またはお
客様の最寄りの販売店でお求めください。

凝縮条件

機器を凝縮条件下で絶対に操作しないでください。例えば、燃焼排ガスを直接測定しない
でください。凝縮水により機器が破損する恐れがあります。

高粒子濃度

機器の早期摩耗を防ぐため、希釈していないタバコの煙など極端に高いエアロゾル濃度に
さらさないでください。

大型粒子

testo DiSCmini はナノ粒子測定用です。微粒子 (0.7 ミクロン以上) の測定に使用した場
合、誤った測定値が得られます。測定開始前に、インパクターは常に機器に直接、あるい
はサンプリング延長セットの末端に取り付けなければなりません。

SDカード インタフェース

SDカードインタフェースは、テストー社の供給するSDカードで作成され、テストされていま
す。機器に付属の SDカードのみご使用ください。
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製品概要
ナノ粒子分析装置testo DiSCmini は、1秒（1Hz)の時間分解能で粒子数濃度、平均粒子径、肺沈着表面積LDSA
を同時に測定できるハンドヘルド機器です。 測定原理は、エアロゾルに帯電させ測定する仕組みを採用していま
す。 testo DiSCmini は小型で、持ち歩いて測定するのに便利です。機器は8時間のバッテリ駆動で、データはメ
モリーカードに記録、USBケーブルを介して外部コンピュータに転送されます。

testo DiSCmini はコロナ放電により、エアロゾルに帯電させる仕組みとなっており、それにより発生した正の空
気イオンは、エアロゾルと混合されます。 荷電粒子は、電位計によって2段階に検出されます。 第一の拡散ステ
ージでは、スチールグリッドの積み重なりで、小さな粒子はその上に拡散によって堆積し、電流として検出されま
す。残りの粒子は、最終的に第二段階、すなわちフィルタステージに入り、同様に電流として検出されます。 これ
ら２つの電流値の割合により平均粒径が算出されます。粒子当たりの電荷は、粒子直径と相関があるため、これ
がわかると、粒子数濃度は機器の流量と検出される全電流から計算することができます。

機器に同梱されているもの
以下の梱包リストを使用して、機器の付属品がすべて揃っているか確認してください。

• ナノ粒子分析装置（本体）

• AC電源アダプタ (長期測定も可能) 　※電源ケーブル(型番：503020 4010)は別売

• 取扱説明書 

• クイックガイド

• SDカード

• ソフトウェア (testo DiSCmini データ解析ツール) はSDカードに納入されています

• SDカードリーダー

• キャリングバッグ

• キャリングケース

• インレットチューブコネクタ

• インパクター (取り付け)

• インパクター用チューブ

• 出荷検査書

不足したり破損したりしているものがあると思われる場合は、テストー社にご連絡ください。
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コントロール、インジケータおよび接続

すべての操作ボタンは testo DiSCminiの前面に配置され、USB接続とSDカードスロットは左側にあります。エアロ
ゾル入口は機器の底部にあります。操作ボタンの配置については、上記イメージを参照ください。

1: 電源ボタン (電源オンは押し；　電源オフは長押し（2秒）-ビープ音が鳴るまで)

2:  メニューボタン (3秒以上押し、また詳細メニューを終了する)

3: 記録ボタン（記録開始時は押し；　記録停止時は長押し（2秒）-ビープ音が鳴るまで）

4:  メニューのオプションを選択する左右の矢印ボタン

5: ディプスレイ 

6: ステータス表示

7: バッテリ状態

機器の左側には、電源接続、 USB 接続、SDカード用スロットがあります。 SDカードは「上側を下」（接点が見える
側）に挿入してください。

エアロゾル入口
エアロゾル入口は機器の底部にあります。
インパクターは、測定結果に影響を及ぼす大型の粒子( 0.7 ミクロン以上)を除去するために使用されます。 
インパクターは常に測定開始前に、機器に直接、あるいはサンプリング延長セットの末端に取り付けなければな
りません。
エアロゾルサンプリングのポイントが testo DiSCmini の吸入口から遠く離れている場合は、付属の延長セットを
ご使用ください。 
インパクターはtesto DiSCmini のハウジングにねじ込みます。インパクターの底部にある「グリッドポット」に蓄積
したダストを除去する時は、ネジを緩める必要があります。

インパクターのメンテナンス

目詰まりを防ぐため、操作時間の8時間毎にインパクターを掃除することを推奨していま
す。 このため、インパクターを testo DiSCmini から取り外し、本体とグリッドポットのネジ
を緩めて分解してください。 本体側のネジ穴開口部をピン等で清掃してください。 インパク
タの円筒状表面はエタノールまたはイソプロピルを使って、柔らかい布で拭き取ってくださ
い。
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液晶表示画面
LCD 画面には、３つのメインメニュー画面と７つのサブメニューがあります。 前面パネルの矢印キーボタンを押す
と、メイン画面が循環します。「メニュー」ボタンを3秒間押すと、基本表示モードから詳細表示モード（すべての画
面が循環します）に切り替わります。「メニュー」を押すと、サブメニューを選択できます。

メイン画面 

N 6175 pt  H
Size 73 nm 74%

 
メイン画面には、現在の粒子数濃度と平均粒子径が表示されます。これらの数値の相対精度は、濃度レベルに
依存しますので、ご注意ください。 右上隅の４つのステータス記号は、 testo DiSCminiのステータスによって可視
または不可視になります。: 高圧用雷管、, 流量用  、 H 暖房用、記録中の点滅サークルなどです。 右下隅には
電池の残量が表示されますが、これはおおよその表示にすぎません。右矢印ボタン ( ) を押すと、生データ画面
が表示され、左矢印ボタン( ) を押すと、表面積画面が表示されます。

生データ画面 (メイン) 

+ 8.8 fA  H
+ 26.9 fA 74%

    

生データスクリーンは、測定された電流を fA 単位で電位計ステージに表示します。上側の値は拡散ステージ、下
側の値はフィルタステージです。これらの値はオフセット補正されず、すなわち実際の測定値ではなく、マイナスオ
フセット測定値です。
オフセットは始動プロセス中に補償されます。オフセットは1時間ごとに追加記録されます（詳細は13ページ、自動
オフセット測定を参照ください）。オフセットは、診断用の電位計関連の問題画面で、手動で設定できます（オフセ
ット補償の項を参照ください）。
左矢印ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。
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表面積画面（メイン）

SA [um2/cm3]  H
27.61 74%

 

表面積スクリーンは活性表面を表示します。数値は 「肺胞の肺沈着表面積」(A-LDSA: Alveolar-Lung Deposited 
Surface Area)として表記されます。この量は主に吸入対象の肺活動と同様に、粒子濃度および粒子空気力学的
移動度（例えばサイズ）によって影響をうけます。このパラメータは容易に一般化することができないので、IRCP
は粒子サイズおよび粒子濃度から平均のA-LDSAを推定するモデルを開発しました。校正中、このモデルは推定
されたA-LDSAを全電流信号と相関させる校正定数を計算するために使用されます。A-LDSAの推定結果がここ
に表示されます。

詳細モードナビゲーション
下記のメニューにアクセスまたは終了するときは、「メニュー」ボタンを3秒押します。
「メニュー」を押すと、画面間でジャンプします。 

チャージャー画面 (詳細) 

3244V 9nA    H
OFF HIGHVOLT ON

チャージャー画面は、粒子を帯電するために使用されるコロナチャージャーに印加される電圧および帯電電流を
表示します。
画面下の左右の矢印ボタンを押すと、チャージャーをOFF/ONすることができます。チャージャーをオフにする
と、testo DiSCmini がエアロゾル電位計として動作し、2段階の電流を合計します。

フロー画面 (詳細)
フロー画面は、ポンプの状態を知らせます。フローは左上に表示されます。なお、0.99Lは工場校正流量１リット
ル／分に相当します。
OFF/ON表示の下にある左右の矢印ボタンを押すと、ポンプをオフまたはオンにすることができます。

0.99L FLOW H
OFF PUMP ON
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暖機画面（詳細）

33.4  7.94V H
OFF HEATING ON

暖機画面は、センサの温度調節に使用される暖機の状態を知らせます。測定温度を℃で表示し、機器の動作電
圧を表示します。 
画面下の左右の矢印ボタンを押すと、暖機の電源をOFF/ONすることができます。

オフセット補正画面（詳細） 

OFFSET: +08 +27
AUTO  ZEROING

オフセットは AUTO ZEROING (左右の矢印ボタンを押す)で補正できます。オフセット補正中は、機器を安定した
振動のないテーブルに置くことをお勧めします。

日付/時刻画面（詳細） 

SET DATE & TIME
2000/04/ 18:29

 

この画面では時刻と日付を設定できます。 
それぞれの要素 (年/月/日) が数秒間点滅します。それぞれの要素は、点滅している間、矢印ボタンを使って変
更することができます。修正が必要ない場合は、次の要素が点滅するのを待ちます。 この手順を、すべての値が
設定されるまで続けます。
YES の下にある右矢印キーを押すと、調整した日付と時刻が保存されます。

 

2000/04/09 18:52
Set Clock? YES

その他の画面（詳細）
 

FUEL GAUGE: 71%
OFF BACKLIGHT ON

 

このメニューでは、ディプスレイのバックライトをオンまたはオフにすることができます。さらに、バッテリ残量のお
およその値を表示します。

ステータス画面 (詳細) 
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STATS: 41 pC
C: 0 W: 0

 
このメニューはサービスにのみ使用されます。

メモリーカードの使用 

SDカード インタフェース

SDカード インタフェースはテストー社のSDカード用に設計され、テストされています。機器
に付属のSDカードのみをご使用ください。

testo DiSCmini は、測定値を SDカードに保存します。記録を開始するには、記録「REC」ボタンを押します。記録
中には、ディプスレイの右上隅にある記録シンボルが点滅します。 
記録を停止するには、「REC」ボタンを数秒間、ビープ音が鳴るまで押します。

記録 
記録が停止する前に機器の電源を切らないでください。電源を切った場合、測定値が保存さ
れません。

testo DiSCmini によって記録された測定データファイルは次のようになります:

ファイルヘッダーには、ファームウェア・バージョン、ファイル名、平均化期間、開始日時、校正データおよびゼロ
オフセットに関する情報が含まれます。
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列には時間（秒）、拡散ステージ電流 (fA)、フィルタステージ電流 (fA)、温度(℃)、帯電電流 (nA)、コロナ電圧 
(kV)、流量 (lpm)、バッテリ電圧 (V) およびステータス (-) が表示されます。
タブで区切られたテキストファイルは、すべての共通のデータ処理プログラムに簡単にインポートできます。 

機器のチェック
機器の電源を入れると、5分間暖機されます。その後、ゼロオフセットを自動的に測定し、ポンプをスタートさせま
す。
機器が冷えているときは5分間の暖機では不十分ですので、安定した温度になるまで、長くウォームアップしてく
ださい。
メニューボタンを1回押すと、生データ画面に切り替わります。各ステージの電流(数fA)が表示されます。これら
の電流値は適度に安定していなければなりません。 
ポンプ画面に移動し、ポンプの電源のオンオフを行い、ポンプが正常に動作しているかどうか、確認します。ポン
プがオフになったら、生データ画面に進み、すべてのステージの信号が 0fAに非常に近いこと、すなわちそれら
の絶対値がすべて 2fAより小さいことを確認します。ポンプが正しく機能していること、および機器が密閉されて
いることを確認するため、吸入口を指で1～２秒間塞ぎます。ポンプの速度が上がる音がするはずです。そうなっ
ていれば、機器は適正に作動することができます。 

バッテリ充電器の使用
機器に付属のACアダプタのみご使用ください。

ACアダプタ
火災の危険! testo DiSCminiには、絶対に純正以外のACアダプタを使用しないでください。 
機器に付属のACアダプタのみご使用ください。

その時のバッテリの状態によっては、充電には2～4時間を要します。充電器上のLEDは、充電中、または充電
が完了したことを示します。

測定
このアプリケーションメモは、testo DiSCmini によりできる限り精度の高いデータ収集を可能にするためのもので
す。
• 機器の電源を入れ、ウォームアップするまで待ちます (5分程度)。

• 正確なタイミングが重要な場合は、機器の日付/時刻を設定します。

• インパクター本体からキャップを取り外し (外し忘れがあります)、シリンダ上の表面を柔らかい紙で拭いて、蓄
積した汚れを取り除きます。 

• 充電器、ポンプおよびステージヒーターがオンになっていることを確認します (右上に7,  , H が表示されます）
。

• ウォームアップが終わると、機器は測定を開始しますが、この段階ではまだデータ収集を始めていません。オ
プションとして機器にHEPAフィルタ（製品型番98052）を接続し、ゼロチェックを行ってください。電流表示に切り
替え（右矢印ボタンを押す）、表示される電流が絶対値1fA以下であることを確認します。

• 記録ボタンを1回押すと、データの記録が開始します。警告：記録ボタンを3秒以上押し続けると、再度記録を停
止します。 右上に現れるサークルが点滅していれば、機器が記録中であることを示しています。 HEPAフィル
タを接続した状態で約1分間機器を作動させ、その後取り外し、測定を実行してください。

• 測定後、HEPA フィルタをもう1分間程度再接続してください。測定値をゼロデータで一括することは品質保証
上役に立ちます。

• 記録ボタンを約3秒間押し、ビープ音が鳴って記録が停止したことを確認します。

• Java データ分析ツールを実行し、保存したばかりのファイルをロードします。  
警告が表示されたら、ソフトウェアの警告のアプリケーションメモに従ってください。
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結露

常に機器内に結露が生じないようご注意ください。電位計は絶縁体に依存するため、絶縁
体が湿っていると、機器の精度は保証されません。

自動オフセット測定
電位計のオフセットは、温度によりずれが生じ、また絶縁体が汚れたり湿ったりしていてもずれを生じます。機器
を適正に稼働させ、小さなドリフトを補償するために、 testo DiSCmini は自動的に1時間毎に1分間ポンプをオフ
にし、データの記録を継続しますが、有効な値ではありません。代わりに testo DiSCmini ソフトウェアのオフライ
ンはこのポンプがオフにされた間隔を検出し、そこに記録された値を使用してゼロ調整を行います。 

ソフトウェア
testo DiSCmini データ変換ツールを使用して生データファイルを開き、解析データをエクスポートすることができ
ます。 ツールバーはファイル、計算、オプション、ステージ電流など異なるフィールドに分けられています。マウス
をツールバーボタンの上に置くと、ボタンの機能を説明するツールチップが表示されます。
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ファイルを開く/保存: testo DiSCmini データファイルを開く / 現在の設定を持つ現在のデ
ータセットをタブで区切られたテキストファイルにエクスポートします。エクスポートしたデー
タを保存するには、別のディレクトリを使用することをお勧めします。

 
ディレクトリの前/後のファイルを読み込みます。この２つのボタンを合わせると、同じディレ
クトリにあるtesto DiSCmini ファイルのセットを素早く閲覧できます。

数値濃度: 粒子数濃度の経時変化のグラフ表示

直径: 粒子径平均の経時変化のグラフ表示

LDSA: 肺沈着表面積の経時変化のグラフ表示

誘導補正: 拡散ステージに電流を誘導する際に、機器内部で急速な電荷濃度の変化が生
じます。これは、数値や濃度測定の誤差につながります。誘導電流は、フィルタステージ信
号の時間導関数から差し引くことができます。誘導補正をオンにすると、この計算された誘
導電流が拡散ステージ信号から減算されます。誘導補正は拡散ステージで高いノイズレベ
ルを生じるので、必要な場合にのみご使用ください。
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平均化: このボタンを繰り返し押して、1秒（平均化なし）、10秒、1分、10分あるいは1時間の
平均を切り替えることができます。 平均化はステージ電流に対して実行されますが、演算
値（粒子数濃度、平均粒径、LDSA)に対しては実行されませんのでご注意ください。演算は
非線形のため、演算値の平均化とイコールにはならないためです。ちょうど<x2> が <x>2と
等しくないのと同様、計算値の平均化と同じではないためです。

すべてを表示: デフォルトでは、データ分析ツールは、毎時1分間のオフセット測定中に測
定された値を表示しませんが、このボタンを押すとそれらの値も表示できます。

ズームアウト: グラフからズームアウトして、データセット全体を表示します。グラフ上でズー
ムインするには、グラフ上の領域をマウスで選択します。

フィルタ: フィルタステージ電流を経時的にグラフ表示

拡散: 拡散ステージ電流を経時的にグラフ表示

コロナ電圧: コロナ電圧を経時的にグラフ表示。再度ボタンを押すと、帯電電流を掲示的に
グラフ表示します。

ゼロオフセット: ゼロオフセットを経時的にグラフ表示。ゼロオフセットが安定しているか、ま
たはファイルの読み込み時に不安定なゼロオフセットに関する警告が表示されているか確
認してください。

温度: 機器の温度を経時的にグラフ表示

流量: 機器内の流量を経時的にグラフ表示。これは実際の流量l/minではなく、流量センサ
からの信号ですのでご注意ください。

ソフトウェアオプションによるデータ調整
• エアロゾル濃度を急速に変化させると、誘導補正の結果は改善されます。平均粒径表示に切り替え、誘導補

正ありの場合となしの場合でデータの違いを確認します。 急速な過渡現象中のオーバーシュートおよびアンダ
ーシュートが誘導補正によって低減される場合、これを使用し、また拡散ステージ信号にいくらかのノイズを発
生させるため、使用しない、という選択もあります。

• 必要に応じ、平均化オプションを使用して、データポイントの数を減らします。

• ソフトウェアオプションメニューの「use time since midnight」を使用し、もし有用であれば（複数のラン/機器の
データを整列させるため）、始動からの秒ではなく、深夜からの秒を取得します。 

• 有用であれば、「平均値の整列」オプションを使用して、平均値を整列させます。このオプションでは、例えば1
時間ごとの値については最初の3600秒の平均値ではなく、1時間ごとの平均値を表示できます。この場合、最
初の1時間未満のデータが失われることにご注意ください（即ち、10:30に測定を開始すると、最初のデータポイ
ントは11:00から12:00の間の時間になります）

• データをお好きなプログラム(Excel, Igor, Origin など)にエクスポートして、さらに分析します。
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エラーメッセージ

範囲外のコロナ電圧
単極コロナチャージャーの電圧が通常範囲よりも高い、または低い状態です。これは必ずしも、機器が適正に作
動していない、ということではありません。この警告が表示された場合、詳細メニューのコロナ電圧をチェックする
必要があります。
コロナ電圧が5kV以上か同等で、一定であるなら、コロナワイヤを洗浄します。コロナ電圧が2～3kVであれば、こ
れは低い周囲圧力での通常の作動となります（即ち高山の現場か空中測定）。コロナ電圧が2-3kVで、海面かそ
れに近い高度にある場合は、チャージャーの対向電極が汚れている可能性があります。
どちらの場合も、チャージャーをオン、またはオフにした状態で、帯電電流の表示を確認してください。チャージャ
ーオフ時は0nA、チャージャーオン時は10±1nAとします。チャージャーがオフの状態で0nAでない場合、対向電
極に汚れがあるか、または機器を凝縮条件（相対湿度RHが高過ぎる）で作動していること、および対向電極の
絶縁体に水の膜が形成されていることが考えられます。RHが高過ぎると思われる場合、チャージャーの電源を
切ったまま、相対湿度の低い環境で機器を作動させ続けてください。そうすると帯電電流は0に戻ります。そうで
なければ、対向電極を洗浄する可能性があります。 
チャージャーがオンの状態で充電電流が9nA未満であり、コロナ電圧が5kV以上である場合、コロナワイヤの清
掃が必要です。テクニカルサポートにお問い合わせの上、サービスに機器を送付してください。

対向電極の汚れ
この警告はコロナチャージャーがオフなのに帯電電流がゼロでない場合に現れます。上記の「範囲外のコロナ
電圧」を参照ください。

SDカードが挿入されていない、もしくは異常です
この警告は、SDカードが機器に挿入されていないとき、またはSDカードが正しくフォーマットされていないときに、
記録を開始しようとした場合、表示されます。機器内にSDカードが挿入されているにもかかわらず、この警告が
表示された場合は、SDカードを再フォーマットする必要があります。

ファイル・システムのエラー
この警告が表示された場合は、SDカードを再フォーマットする必要があります。

カードが一杯です
このエラーは、SDカードにデータを書き込むスペースがない場合に表示されます。データを移動し、そのデータを
すべて保存してから、再フォーマットする必要があります。

一般的なエラー
機器メーカーにお問い合わせください。 Email: info@testo.co.jp

フィルタ (または拡散)ステージ電流が最大値（オーバーレンジ）に達しました
非常に高い粒子濃度 (100万個/cm3以上)では、testo DiSCmini 電位計増幅器は最大レベルに達する可能性が
あります。この場合、すべての演算値 (粒子数濃度、平均粒径、 LDSA) はもはや正確ではありません。ソフトウ
ェアのツールバーのフィルタまたは拡散ステージボタンを押して、これが短期間の偶発的なものか、また測定全
体が信頼できないか、すばやく調べることができます。
いずれにしろ、testo DiSCmini がその最大電位計電流に達する原因となる粒子レベルは避けるべきです。その
ような極端な粒子レベルでは、非常に頻繁に機器を点検しなければなりません。高い粒子レベルで測定を行う
予定がある場合は、外付希釈システム等を使用する必要があります。

拡散ステージで過剰な汚れがあるため、サービスが必要です
testo DiSCmini は両方の測定ステージで粒子を収集し、最終的には汚れて目詰まりします。拡散ステージにお
ける堆積特性は汚れの蓄積と共に変化し、機器の読み取り値は信頼できなくなります。信頼性が低下した機器
の使用を防ぐため、この警告は拡散ステージに蓄積された積分電流が一定値に達したときに表示され、機器の
サービスを推奨します。この警告が表示された場合でも、機器を使用し続けることはできますが、その場合信頼
性があるのはLDSA値のみで、粒子数や粒子径は精度を期すことができなくなります。

機器内の流量が許容範囲外です
この警告は内部センサで測定した流量が 0.95リットル/分未満の場合に表示されます。この場合、ツールバーの
フローボタンを押して流量を確認してください。流量が低すぎる原因としては様々なケースが考えられます。
(1) ポンプの故障は、testo DiSCmini の吸入口に真空状態がないことで容易に検出され、その流量は約 0.3lpm 
と表示されます。
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(2) チューブ入口を使用する時のチューブの外部詰まり、または 
(3) インパクター開口部の詰まり、 
(2)または (3)のいずれの場合でも、チューブ入口継手のみで Testo DiSCmini を動作させた時に、流れが正常か
どうかを確認します。 testo DiSCmini がインパクター入口で公称流量に達しない場合は、インパクターをクリーニ
ングする必要があります。 
(4) フィルタステージのフィルタ内部の目詰まり – これは機器のサービスが必要だという警告があった場合にの
み起こります。

トラブルシューティング

問題 解決方法

対向電極の汚れやチャー
ジャー内の高電圧はありま
せんが、電源が入っていま
せん。

チャージャーが過剰な粗い汚れにさらされると、小さな導電性汚れが電極とチ
ャージャーハウジングとの間に短絡を生じることがあります。この場合、testo 
DiSCminiは短絡回路を通る大きな拡散電流を測定し、コロナ電圧を0Vに調整し
ます。 
ファームウェアはこのエラーを検出し「対向電極の汚れ」を報告します。
チャージャーはユーザーによるサービスが不可なので、サービスについてはテス
トー社または最寄りの販売店にご相談ください。

ノイズレベルが高過ぎる。 testo DiSCmini をフィルタにかけ、乾燥した空気内で数時間運転し、高湿度条件
で形成される絶縁体上の水の膜を除去します。
問題が解決しない場合は、テストー社または最寄りの販売店にご連絡ください。

ゼロから離れすぎたゼロオ
フセット

大きい、あるいは不安定なゼロオフセットは、絶縁体が汚れている証拠で
す。testo DiSCmini をフィルタにかけ、乾燥した空気内で数時間運転し、問題が
解決するかどうか確認します。問題が解決しない場合は、テストー社または最寄
りの販売店にご連絡ください。

既知の問題
testo DiSCminiに関する既知の問題を列挙します。
• testo DiSCminiの測定原理により、流入するエアロゾルが非常に正に帯電している場合、機器は誤った測定

結果をもたらすことがあります。粒子が testo DiSCmini チャージャーで得られるより高い正の電荷を有する場
合、電位計ステージの電流は予想よりも高くなり、testo DiSCmini は実際の値より高い濃度を報告します。

• 機器は、与えられた形状を有するサイズ分布について校正されます (幾何標準偏差 1.9の対数正規)。 

サービスとメンテナンス
testo DiSCmini のサービスと校正は、年1回行う必要があります。長時間連続測定に使用する場合は、より頻繁
にメンテナンスと校正を行うことをお勧めします。
サービスとメンテナンス、校正には、機器を製造者（Testo SE & Co. KGaA）または現地の販売店に送る必要があ
ります。

感電

内部は危険電圧です。感電または火傷の恐れがありますので、 testo DiSCminiのカバー
を開けないでください。

ナノ粒子

testo DiSCminiを開けないでください。破損する恐れがあります。ケースが開封され、保証
シールが破損した場合、製品保証は無効になります。
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付録: 仕様とテクニカル・データ

平均粒子径: 10～300nm (モード径)

粒子数: 10～700nm

粒子濃度: 検出可能な粒子濃度は粒子径および平均時間に依存
典型的な数値は以下の通り：
20nm: 2E3～1E6 pt/ccm
100nm: 5E2～5E5 pt/ccm

精度:: 粒子径および粒子数は ±30% が典型的

流量: 1.0 L/min ± 0.1 L/min

動作条件:

圧力: 800～1100 mbar （雰囲気絶対圧）
吸引口圧力(Δp) : ± 20mbar

温度: +10～+30°C
相対湿度:  90%未満

時間分解能: 1 秒

機器サイズ: 180 x 90 x 42,5 mm

質量: 0.7 kg

電源: バッテリ充電器は 100～120 V または 200～240 V に対応
50/60 Hz AC コンセント

バッテリ寿命: 8 時間（一般的だが周囲温度により異なる）
充電時間 2～4 時間（充電器およびバッテリの状態により異なる）

適合: EMC 指令 2014/30/EU に準拠
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