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温 度 制 御 装 置

グローバル・ホットランナー温度制御ソリューション

完全装備のホットランナー温度制御装置...
...ご予算に応じたお手頃な価格でお届けします
Triangulated Control Technology®
ガンマフラックス・ホットランナー温度制御装置はす
べて独自のTriangulated Control Technology® (三角法制御
技術)を搭載しており、次の優れた機能を発揮します。
1) 検知 – 熱電対を毎秒20回正確に測定。
2) 制御 – 設定ポイントより0.1°F（0.05°C）の温度変更が発生する
とガンマフラックス独自仕様の自動最適化PID2制御アルゴリズム
が出力を調整します。PID2が実際の温度変更レートをモニターす
るため、設定ポイントに至る前にTTCモジュールがヒーターへの
出力を調整し、温度のオーバーシュートやアンダーシュートを最
小限に抑えます。
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• 素材の節約
• 利益率の向上
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6~12ゾーンLECエンクロージャはそれぞれ
予備配線され、オプションのネットワーク
モジュールの接続が可能です。LECをラッ
プトップまたはPCに接続し、セキュリティ
設定、リモート入力、およびガンマフラッ
クス独自のソフトウェアであるSPC データ/
グラフ分析用Gammavision (ガンマビジョ
ン)、高度モールド・トラブルシューティン
グ用Mold Doctor (モールドドクター)、並び
に Field Calibrator (フィールドカリブレータ)
などの高度機能を使用できます。さらに、
ネットワークモジュールを介して工場の監
視システムへもリンク可能です。

• 部品重量の均一性向上
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徹底した診断機能

• 廃物の削減
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小型ホットランナーシステムアプリケー
ション向けに設計されているLECは、2、
6、および12のエンクロージャの中からお
選びいただけます。ネットワークモジュー
ルにより、6または12ゾーンを2つリンクす
ることができるため、最高24ゾーンの制御
が得られ、モジュールデザインが制御カー
ドの取り外し、追加、または交換を容易に
します。

• より優れた部品の質
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最高24ゾーンの制御

ガンマフラックス制御装置を使用し処理過程に上記３つの機能を
適用することにより、さらに優れた温度制御を得、次のような成
果を得ることができます。

༂

ガンマフラックスから、優れた性能とブ
レークスルー技術を搭載した新規LEC温度
制御装置がお手頃価格で登場しました。最
高のホットランナー温度制御装置に高額を
かける必要がなくなっただけでなく、現場
で実証済みのガンマフラックスのパフォー
マンスと信頼性をお届けします。

3) 実現 – 位相制御アウトプットの使用により、0.24VAC単位でス
ムースに正確なパワーを各ヒーターに送り、究極の温度制御を
もたらします。

Power Priority®
｢低質量｣または極小のホッ
トランナーノズルの制御に
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は独特の課題があります。ガ
ンマフラックスの Power Priority®
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(パワープライオリティ)は、出力
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と、究極的には熱履歴を平坦にし、
個々のゾーンへの出力を平滑化します。Power
Priority® のセットポイント出力を1 (小)から4 (大) に手動
設定でき、類を見ないコントロールを可能にします。

保護
閉ループ・ウエットヒーター・ベークアウト – LEC モジュール
は設定ポイントまで最短時間で電圧を上昇させながら60Hzで毎
秒120回ヒーターにショートがないことを確認します。ヒーター
が湿気を帯びていたりショートしている場合には、8.3ミリ秒以
内に出力が調整され、ヒーター、ケーブル、および制御装置が
保護されます。

保 証 期 間

5

年

LEC制御装置はすべて5年間の完全保証つきで、弊社に対するお
客様の期待を満たす、業界をリードする世界的なサービスおよ
びサポートに支えられています。

高度モジュール設定
(0)		 Power Priority®
(1) * 高度設定をデフォルト値にリセット
(2)		 温度偏差アラーム設定ポイント
(3)		 制御アルゴリズム設定/調整
(4)		 アルゴリズム設定ポイント (閲覧のみ)
(5)		 スタンバイ設定ポイント
(6)		 熱電対ピンチの検知時間
(7) * 危機的過熱アラーム
(8) * 自動設定ポイント上限
熱電対オープン
熱電対ピンチ
熱電対が逆転

(9) * 手動設定ポイント上限
(10) * ブースト上限
(11) * ブースト設定ポイント初期値

摂氏
タイプK熱電対

表示画面

(12) * ブースト時間設定ポイント
(13) * 華氏または摂氏選択

無制御出力
実際の値

(14) * タイプ J または K 熱電対選択
†

(16) * スレーブ起動可

オープンヒューズ
ヒーターがショート
オープンヒーター

†

(17) * セキュリティコード・レベル1

アラームステータス

†

(18) * セキュリティコード・レベル2

(15) * 起動時のゾーン出力ステータス

設定値

設定エリア

実際の温度

(19)		 出力モジュール制御ソフトバージョン/改訂版

%出力

(20)		 温度制御ソフトバージョン/改訂版

電流値 (アンプ)

(21)		 LED テスト
†

(22)		 セキュリティレベルの表示/変更Security level indicated/change

自動/手動選択

ゾーンの
選択

設定出力%を手動入力

ゾーン別に設定
* ネットワークモジュール・ディ
ストリビューションまたは
値はモジュールの両ゾー
ンに適用されます。

自動設定ポイント
ゾーン
ステータス

選択
確定

ネットワークモジュール要

上昇

ゾーン ID

ネットワークモジュールの特長

下降
電源「オン」
選択ゾーン

電源「オフ」

1~2エンクロージャの情報を管理

アラーム

スレーブ起動 – 設定ポイントに全ゾーンを均等に加熱

高温アラーム
ゾーン「オン」
低温アラーム

スタンバイ
ブースト

	セキュリティレベル – スーパーバイザー、オペレータ、
およびロックアウト
リモート入力 – 抑止またはスタンバイのプログラム可能

手動モード

アラーム発生 – アラームが有効の場合
* Gammavision – SPC データ/グラフ分析
* Mold Doctor – 高度トラブルシューティング
* Field Calibrator – 熱電対の較正補正
工場の監視システムまたは機器とのリンク
* ラップトップ/パソコン要

スタンバイ
入力

アラーム
出力

• エンクロージャのスタンバ
イスイッチ (6および12エン
クロージャのみ)
• 全ゾーンがスタンバイモー
ドとなる

第1ゾーン (ゾーン 1)
第2ゾーン (ゾーン 2)

ガンマフラックスは1966年より世界有数のホットランナー射出成形器向け温度制御
装置を製造しています。最先端の温度制御装置およびツール障害検知システムをご
提供するだけでなく、様々な予算に見合う、多様な温度制御装置をお届けします。

要旨
ガンマフラックス保証
の信頼性

LECの仕様

簡便性

性能
熱電対較正精度		 0.2ºF (0.1ºC)
制御精度 (定常状態)		 +/-0.1ºF (+/-0.05ºC)
ヒーターショート検知時間		 60 Hzで8.3ミリ秒または毎秒120回
PID2 アルゴリズム実行時間		 50ミリ秒または毎秒20回
チューニング		 自動、自己最適化、手動オーバーライド
手動モード		 電圧偏差に対する出力補正
華氏または摂氏		 現場で選択
動作範囲		 0 - 932ºF (0 - 500ºC)
出力範囲		 0-240 VAC、位相角制御、1000ステップ
スタンバイ温度		 ユーザーが選択。0 - 932ºF (0 - 500ºC)
リモート入力		 24 または 120 VAC/VDC
		 (ネットワークモジュール要)			 抑制またはスタンバイをプログラム可能
入力仕様
熱電対		 タイプJが定格、タイプKも選択可 (接地熱電対のみ)
冷接点補償		 エンクロージャに内蔵
外部抵抗		 10 Meg. Ohms
T/C時間による温度偏差 		 なし
電気的特性
入力電圧		 180 - 265 VAC Δ-Y
周波数範囲		 47 - 53 Hz、57 - 63 Hz
動作雰囲気温度		 32 - 115ºF (0 - 45ºC)
湿度範囲		 10 - 95% 結露なし
出力モジュールレーティング		 240 VAC、2 ゾーン – 15 アンプ/ゾーン、3600 ワット/ゾーン
通信用電気的規格		 RS-232 が定格、RS-485 も選択可能
接続
定格エンクロージャ (2ゾーン)		 HBE16 デュアルラッチ (出力と熱電対の組み合わせ)
定格エンクロージャ (6および12ゾーン)		 (2) HBE24 デュアルラッチ (出力1、熱電対1)
ケーブルの定格コネクタ		 HA4 (2 ゾーンのみ)、HBE10、HBE16、HBE24、DME®
				 (PIC/MTC5、8 および 12)、HBE48、またはフライングリード
熱電対ケーブル		 定格 (スタック・モールドまたは高負荷向け)
カスタムエンクロージャ		 DME® (HD25ふたつ)、6および12ゾーンエンクロージャのみ
ケーブルのカスタムコネクタ		 ガンマフラックスにお問い合わせください
その他のカスタム仕様
入力電源ケーブル		 定格12フィート (3.6m)。15、20、および30フィート(4.5、6.1、および 9.1m) も有り
モールド電源およびT/Cケーブルの長さ		 定格15 フィート (4.5m)。30 フィート (9.1m) も有り
ブレーカー		 要件に合わせて選択
性能基準
アメリカ、カナダ、および		 CE マーク、I.E.C. 801-1、801-2、801-3、801-4
国際規格		 * 安全規格UL-508、UL-873およびCSA

ガンマフラックス製の
制御機能
徹底した診断機能
時間節約機能
素材節約機能
セキュリティ
お手頃な価格

ユーザーカード
Version 2.1

*規格を満たすよう設計されています

物理的特性
			

高さ

幅

奥行き

*重量

(インチ/ミリメートル)

(インチ/ミリメートル)

(インチ/ミリメートル)

(ポンド/キログラム)

9/229
9/229
9/229
18/457

6/152
13/330
19/483
19/483

16/406
16/406
16/406
16/406

20/9
28/13
43/20
86/36

2ゾーンエンクロージャ
6ゾーンエンクロージャ
12ゾーンエンクロージャ
24ゾーンスタックエンクロージャ

*重量は最大限の出力モジュールを含む。ケーブルは除外
仕様は予告なしに変更になることがあります
DME®はD-M-E Companyの登録商標です

グローバル本社
* Gammaflux L. P.
		 113 Executive Drive
		 Sterling, VA 20166 , USA
) (800) 284-4477, or
) +1-(703) 471-5050
7 +1-(703) 689-2131
8 info@gammaflux.com
		 www.gammaflux.com

地域担当者
アジア・パシフィック本社
* ガンマフラックス・ジャパン
Bahnstrasse 9a
		山口県宇部市
D-65205 Wiesbaden-Erbenheim, )7 +81-(836) 54-4369
Germany
		Gammaflux Singapore
+49-(0)-611-973430
) +65-901-83710
+49-(0)-611-9734325
7 +65-656-65249
info@gammaflux.de
8 gammafluxjpn@gammaflux.com
www.gammaflux.de

ヨーロッパ本社

* Gammaflux Europe GmbH
		
		
		

)
7
8

		

操作手順を記載したユーザー
カードを多様な言語でご用意
していますのでお申し付けく
ださい。

