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GLC 2K 起動手順
1
2
3

個々のゾーンを「オフ」にしてください

4

エリアの変更。温度設定を選択、設定ポイントを入力、決定ボタン
を押してください。選択した全てのゾーンの設定が変更されます

5

ゾーンの選択。最初のゾーンを押して保持。次に最後のゾーンを
押して保持、離してください。点灯した全てのゾーンが選択され
ます

• 階層あたり最大12のゾーン

6

エリアの変更。自動・手動のいずれかを選択してください。自動
運転向けには「０」を入力し、決定ボタンを押してください

• 階層あたり電源用として1 HBE-24雌
コネクター (標準)

7
8

ゾーンパワースイッチを「オン」にしてください

GLC 2k
応用設定とトラブルシューティング

• ホットランナー温度コントローラー

• 階層あたり熱電対用として1 HBE-24雄
コネクター (標準)

メインブレーカを入れます
ゾーンの選択。最初のゾーンを押して保持。次に最後のゾーンを押
して保持、離してください。点灯した全てのゾーンが選択されます

ゾーンは低温アラームを読み込みます。緑の温度適温インジケータ
が点灯した場合、設定温度を保持しています

• リモート・マウント・アラーム・リレー
• 外部コミュニケーションRS232/RS485

選択

設定エリア

温度セット

決定

自動制御/
手動出力の選択

ゾーンの選択/状況エリア

選択

ゾーン選択表示インジケータ

温度適温インジケータ
低温アラームインジケータ
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点灯している場合は摂氏、
そうでない場合は華氏。
“I” = オン, “O” = オフ
パワースイッチゾーン 1

自動設定ポイント
からの偏差

選択されたゾーンの実際の
温度。グループを選択した
場合には、最も低いゾーンが
表示されます

選択

表示

実際の
温度

電流値
(%) 出力

温度設定、変更・表示。（ゾーンの選択 – 最初のゾーン
を押して保持、次に最後のゾーンを押して離してくだ
さい。設定温度を入力、決定ボタンを押してください）
+100

+10

+1

手動 % 設定、変更・表示。
（ゾーンの選択 – 最初のゾーンを押して保持、
次に最後のゾーンを押して離してください。% 設定を入力、決定ボタン
を押してください。点灯している全ゾーンの設定が変わります）

選択

設定エリア

ブースト – 選択したゾーンで一時的に温度を
増加します。温度と時間の増加幅は可変であり、
初期設定はそれぞれ 11°C/20°Fと1分です。
（ゾー
ンの選択 – 最初のゾーンを押し保持、次に最後
のゾーンを押して離してください。ブーストボ
タンを押し、ブースト変数を入力し、決定ボタ
ンを押してください。点灯している全ゾーンの
設定が変わります。
（キャンセルするには、ブ
ーストボタンを押してください）

-100

-10

-1

決定/確認変更

スタンドバイ – 全てのゾーンで自動設定温度を設
定温度（初期設定は104°C/220°F）に設定します。
手動の場合、%出力設定の半分の値となります。
(スタンドバイボタンを押し、決定ボタンを押し
てください。キャンセルするにはスタンドバイボ
タンを押してください)

自動・手動選択 (ゾーンの選択−最初のゾーンを押して保持、次に
最後のゾーンを押して離してください。0または1を入力し、決定
トリム – 選択したゾーンで恒久的な自動温度設定をおこないます。 ボタンを押してください)
（ゾーンの選択−最初のゾーンを押し保持、次に最後のゾーンを押 「0」= 自動または温度コントロール
し、離してください。変更量を入力、決定ボタンを押してくださ
「1」= 手動または%コントロール
い。点灯している全ゾーンの設定が変わります）
（最大 ±11°C/20°F）

アラーム

ゾーン選択ゾーン1
ゾーン選択ゾーン2
点灯すればゾーン選択済
点灯すればゾーンのアラーム。
ゾーンを選択してアラームを
チェック

高温
低温
熱電対オープン
熱電対が反転
熱電対ピンチ

高温アラーム (+11°C/20°F 初期値)
オープン・ヒューズ
温度保持設定ポイント

ヒーターがショート
オープン・ヒーター

低温アラーム (-11°C/20°F 初期値)

点灯すれば手動での%出力

ゾーン選択/状況

アラームをクリア
外部ライト/
アラムを切る

高レベル設定

GLC 2Kは特別な設定無しに基本的運転ができるように予め設定され、出荷されています。自動および手動での
設定ポイントが入力でき、ゾーン電源スイッチをオンにすることでゾーンのコントロールができます。お客様
それぞれのご使用状況を満たすために、下記基本設定の変更が可能です。このページでは、
「高レベル設定」
の基本を説明します。オペレーター／技術者で操作可能な範囲を設定できます。これをセキュリティーといい
ます。GLC 2Kにセキュリティーを設定するには、それぞれのセキュリティー番号を選択して下さい。
高レベル設定の方法

表示

応用設定へのアクセスには、両方の選択ボタンを同時に押してしばらく
してから離します。応用レベル設定モードでは、選択LEDの点灯が消え、
表示は共に「0」になります。

指示

設定エリア

表示エリアは設定番号を表示します。
設定エリアは現在値を表示します。
上にスクロール: 表示エリア選択キーを押してください。
下にスクロール: 変更エリア選択キーを押してください。
変更: + または - キーを押してください。
確定: 決定ボタンを押してください。
コントローラーの設定に関しては、応用設定ガイドを参照して
ください。

高レベル・設定のガイド - 変更のためのレベル２セキュリティー
#

限度 (初期値)

説明

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

0-4 (0)
0-4 (0)
+/- 100F または 50C (20F)
999秒 (60 秒)
932F または 500C (932F)
+/- 100F または 50C (20F)
600F または 315C (220F)
-1 ~ 27 (0)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

-1 ~ 2 (0)
0 ~ 1 (0)
0 ~ 1 (0)
0 ~ 1 (0)
0 ~ 1 (0)
0-99 (0)
0-3 (0)
----000 - 999 (なし)
000 - 999 (なし)
0-999 (カスタム)
0 (0)
0-6 (0)

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

------------000 - 999 (レベル 2)

モールドの設定を元に戻す – 設定にアクセス。0-表示エリア。モールドの設定1〜4を選択 – エリアの変更、決定
モールドの設定を保存 – 設定にアクセス。1-表示エリア。1〜4に保存 – エリアの変更、決定
温度設定ポイントのブースト。選択したゾーンでの、自動的に時間設定された一時的温度変更
時間設定ポイントのブースト。選択したゾーンでの一時的に変更される時間幅
自動設定ポイントの限度。オペレーターが自動入力できる最大設定ポイント
温度の偏差アラーム・設定ポイント。温度が設定値 (#) の +/-# になると温度アラームが作動
スタンバイ・設定ポイント。スタンドバイが選択されている場合、自動的にこの温度へ制御する
コントロール・アルゴリズム調節。0=自動選択 (1 = チップ・チューニング; 2=マニフォルド・チューニング)。手動選択：-1=ファースト・
コントロール (チップ); 10=チップ; 11〜17=チップで次第に間隔が増大。20=マニフォルド、21〜27=マニフォルドで次第に間隔を増大
熱電対ピンチの検出時間 。0 通常 = 100% 出力、5分で11°C/20°F。-1 高速 (チップ) 1-2 遅い (マニフォルド)
パワーアップを設定。設定ポイントになるまで20F内で互いに加熱するゾーンを選択。0 –「オフ」、1 –「オン」
摂氏または華氏の温度数。0 =「華氏度数」、1 =「摂氏度数」
JまたはK熱電対の選択を打ち込む。0 =「タイプJ」、1 =「タイプK」
ホストコンピュータープロトコル、0＝Gammafluxプロトコル (モールド・ドクター等)、1＝ユーロマップ17プロトコル
ネットワークポートドライブ番号。ユーロマップ17ネットワーク上にあるコントローラーのアドレス
ホスト通信速度 (Baud 単位) 0=9600、1=4800、2=2400、3=1200
なし
なし
セキュリティーコード・レベル1。変更するにはレベル2であること。リフレッシュ手続きが可能。ガンマフラックスにご連絡ください
セキュリティーコード・レベル2。変更するにはレベル2であること。リフレッシュ手続きが可能。ガンマフラックスにご連絡ください
ゾーン・ファインダー。起動するには999を入力、百の桁は1-3階層に於ける熱電対入力、10と1の桁は出力モジュールの数を表示
LEDテスト。起動するには、0を入力。トラブルシューティングには、全てのLEDを「オン」にします
エラー詳細。ゾーンを選択し、エラーを表示。0＝エラー無し、1＝コミュニケーション無し、2＝ゾーン位置を確定できない、
3＝出力コントローラーが温度信号を受信していない、4＝シンク無し、またはフェイズ損失、
5＝コミュニケーションエラー、またはチェックサム、6＝コミュニケーションエラー、または許容値を超過
出力・コントロール・ソフトウェアのバージョン番号 (表示のみ)、ゾーンを選択し、バージョンを表示
出力・コントロール・ソフトウェアの改訂番号 (表示のみ)、ゾーンを選択し、改訂を表示
温度・モジュール・ソフトウェアのバージョン番号 (表示のみ)、ゾーンを選択し、バージョンを表示
温度・モジュール・ソフトウェアの改訂番号 (表示のみ)、ゾーンを選択し、改訂を表示
オペレーターパネル・ソフトウェアのバージョン番号 (表示のみ)、ゾーンを選択し、バージョンを表示
オペレーターパネル・ソフトウェアの改訂番号 (表示のみ)、ゾーンを選択し、改訂を表示
セキュリティー・レベルの表示。0=ロック、1=オペレーター、2=スーパーバイザー、0 ―入力すると1レベル低下
自分で設定した番号を使い、セキュリティー・レベルを一回に1段上げます。入力を押す。

基本的トラブルシューティング
アラーム

熱電対オープン – どこか熱電対の接続が
断絶。一般的トラブルシューティングに
従います
熱電対が反転 – 熱電対の接続が + と – が
逆に配線。接続を一つずつ目で見て検査し、
JタイプUSスタンダードでは、赤の線が (–)、
白の線が (+)。
オープン・ヒューズ – メインの断路器を
「オフ」にします。上のカバーを取り外し、
ゾーンモジュールを探し出し、2つの
ヒューズを共に点検してください。
ヒーターがショート – ヒーターがショート
したかコントロールの上限値を超えていま
す。一般的トラブルシューティングに
従ってください。
オープン・ヒーター – どこかヒーターの
接続が断線。一般的トラブルシューティング
に従ってください。
アラームをクリア。外部ライト/アラムを
切る

高温 – ゾーンの温度が事前設定の許容範囲を超過
(+11°C/20°F 初期値)

低温 – ゾーンの温度が事前設定の許容範囲より低下
(-11°C/20°F 初期値)

熱電対ピンチ – 熱電対が極度によじれ曲げられた場
合、またはコントローラーがそのように判断した場
合に対応します。
（初期値は出力100％で、5分以内に
+11°C/20°Fの上昇を検知する必要あり）検知時間は
応用設定で選択可能です。実際に熱電対が極度によ
じれた場合、熱電対は温度設定より遥かに離れた温
度を検知する。アラーム無しに、低い温度を読み込み、
コントローラーはパワーを加えつづけ加熱する。実際
には熱電対のよじれが無くても、コントローラーがそ
のように判断した場合は、ヒーターがゾーンを加熱
するのに小さ過ぎるか、熱電対が遠く離れすぎてい
ます。ヒーターを変更するか、熱電対を動かすか、
アラームを調整してください。

一般的トラブルシューティング – メインの断路器を「オフ」にします
1

ホットランナーにおいてそれぞれの抵抗をチェック。熱電対はおおよそ3〜5Ωの数値が出なければなりません。ヒーターは 16Ω 以上必要です。連続性がない
(ラインがオープン) = 接続が切れている場合、ヒーターあるいは熱電対が切れています。

2

ホットランナーにおいてそれぞれヒーターとグラウンド間の抵抗をチェックします。ヒータのみ – 連続性がない (ラインがオープン) = 良好。導通がある場合、
ヒーターのショートです。

3

ケーブルを再度ホットランナーに取り付け、ケーブルをコントローラーから外します。ケーブルに関しピンとピンとの間の抵抗をチェック。連続性がない
(ラインがオープン) = 接続が切れている場合、ケーブル・セットで接続が切れているか、コネクタ/ピンが抜けている。

4

ケーブルを再度モールドに取り付け、ケーブルをコントローラーから外します。ケーブルに関しピンからグラウンドまでの抵抗をチェック。ヒータのみ –
連続性がない (ラインがオープン) = 良好。どこかで抵抗が不良な場合、ヒーターがショートしています。線はケーブル・セットがショートしているか、
コネクタからアースする間でショートしています。

5

この時点で上記テストの全てに問題が無い場合、問題はコントローラーにあります。(1) 上部カバーを取り除き、(2) 出力モジュール上にあるヒューズを点
検してください。(3) 問題がある出力モジュールを動作が確認されているスロットに入れてください。カバーを戻し、ゾーンをテストしてください。同じ
問題がある場合、モジュールに問題があります。問題が再現されなかった場合には、モジュールをスロットに戻し、カバーを戻してください。設定コード
#21、応用設定ページ上にある説明を参照してください。

6

ここで説明されていない問題や、予備の部品が必要な場合、Gammafluxにご連絡ください：電話 +1-(703) 471-5050, +49-(0)-611-973430 または
+81-(836) 54-4369。

モジュール電源コネクタ
コミュニケーションバス
（下に電兼コネクタ）
熱電対入力・モジュール

出力スイッチ (オペレータサイド)
ヒューズ
出力モジュール
パワーサプライ

熱電対入力 (ゾーン1-12)
CPUボード (パワーサプライの下)
電源出力 (ゾーン1-12)
入力電源ケーブル

RS 232 / RS 485 コミニュケーション

接地つまみ

リセット可能なアラーム出力、リモー
トスタンドバイ、コントロール停止

メインブレーカ

ファン

