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TTC
ファミリー
グローバル・
ホットランナー
制御
ソリューション

温度制御の定義を一新
ホットランナー温度制御システムの進化における次のステップ。

現在販売されている最良の温度制御装置
は、以前にも増して、より柔軟性に富
み、コンパクトで、手頃な価格になって
います。新しい TTC の温度制御システ
ム製品ファミリーをご紹介します。実績
に富んだガンマフラックスの性能と価値
に革新的な新機能を組み合わせ、皆様の
プロセスを完璧にするお手伝いをいたし
ます。新規 TTC システムのすべてに、
Triangulated Control Technology® および業界
をリードする診断機能を始めとし、ガン
マフラックスを特徴付ける次のような拡
張機能が搭載されています。
優れた信頼性
ガンマフラックス製品は信頼性において
市場をリードしています。そして今、
TTC は、更にガンマフラックスが信頼
できる理由を提供します。例えば、選択
可能な新機能である「ホットスタート」
は、インプットパワーが一時的に失われ
た場合でも設定ポイントを保持します。

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® 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 0.1ºF (0.05ºC) 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、セット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。
3) 実現 – 位相制御アウトプットの使用により、0.24 VAC 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。
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。

使い易さ

• より優れた部品の質

世界各国どこで事業展開されている場合
でも、言語コンバージョン・オプション
の拡張、世界共通アイコン、世界各地の
電源対応の改善、オペレータが選択でき
るオプションと機能の多様性を拡大ある
いは制限するセキュリティ・レベルなど
を備える新規 TTC システム群は、どこ
でもご利用いただけます。

• 廃物の削減

セットアップは簡単です。設定ポイント
を入力し、電源を入れるだけです。ヒー
タ乾燥機能とスレーブ制御のパワーアッ
プ (選択可能) といった標準機能が自動的
に作動します。

• 部品重量の均一性向上
• 素材の節約
• 利益率の向上
Power Priority®
「小重量」またはきわめて小さな
ホットランナーノズルは、制御へ
のユニークな挑戦です。出力を平滑化する
ために、最終的に溶解加熱の歴史になるまで、Gammaflux は Power
Priority® を開発いたしました。Power Priority® は出力をそれぞれの
ゾーンに平滑化します。ユーザは Power Priority® の出力設定点を 1
(軽負荷) から 4 (重負荷) まで手動で適用する選択肢があり、もっと
も必要とされるところに、他に例を見ないコントロールされた出
力を提供いたします。
保護機能

USB ポート

閉ループ湿式ヒーター ベークアウト – 毎秒 120 回 (60 Hz にて)、TTC
モジュールによるヒーター短絡チェック、できるだけ短い時間で
電圧を設定点まで徐々に増加します。ヒーターに湿りや短絡が発生
した場合、出力を 8.3 ミリ秒以内に調整してヒーター、ケーブル、
コントローラを保護します。
保 証 期 間

5

年

TTC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。
*タッチスクリーンインターフェースは対象外 (タッチスクリーンインターフェース
は2年間保証)。

スムーズで正確な制御を実現する柔
軟性 – グローバルに
ほとんどのホット・ランニング温度制
御装置と異なり、TTC システムは、真
のグローバル・インプットパワーの柔
軟性を提供します。したがって、皆様
のオペレーションの場所が米国でも、
あるいは地球の裏側でも、この最高の
温度制御機を自信を持ってご利用いた
だけます。
TTC 2100-2 (左)
TTC 2100-1 (右)
双方とも 480 V～240 V デルタ結
線 3 相 2:1 45 kva ステップダウ
ン・トランスフォーマ (オプショ
ン) を搭載しています。内蔵トラ
ンスフォーマ・ポッドは 112 kva
まで可能。

TTC 2200-1 (パネルマウント)
どのようなモールド機器の制御パネ
ルにもスムースに一体化できます。

TTC 2100-1

拡張可能なアーキテクチャーがカスタ
ム構成を可能にします。
TTC の拡張可能なアーキテクチャー
は、皆様の特定オペレーションとアプ
リケーションに合わせてシステムをカ
スタマイズできるようにします。例
えば、TTC のカバー背面のプレート
は、皆様が指定なさるコネクタのほと
んどに対応することができます。幅広
いオプションがご利用いただけますの
で、ガンマフラックスにお電話あるい
は E メールをいただけば、詳しいリス
トをお送りします。

完全なモジュール設計でメンテナンスが容易
新しい TTC は、素早くコントロール・カード
を加えるか取り替えられるよう、モジュラー
デザインが採用されています。さらに、この
システムはトラブルシュートが電話で容易に
行え、ダウンタイムやメンテナンスのための
現場訪問を減らします。

TTC 2100-4

モールド ID
最高 63 個の異種のモールドを自動的
に識別可能。モールドにケーブルを
取り付けるか、ケース後部の HA10
コネクタに「モールド・キー」を差
し込みます。イーサーネット・ケー
ブル経由で当社のタッチスクリーン
インターフェースへワイヤリング・
パターン情報が転送され、ユーザー
がメニューを事前プログラムしま
す。モールド ID 機能はタッチスクリー
ン・インターフェースを利用して既
存のどの TTC にも追加できます。
HA10

イーサーネット

インタフェースの選択
タッチスクリーン・
インターフェース
(RPC 4、12.1 イン
チ画面 )

インターナショナル
インタフェース

•	Windows XP® オペ
レーティング・シス
テム
• フラッシュドライブ
タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

		

中核事項の提示

最大ゾーン
128
2 年保証
X
モジュラー・デザイン
X
自動/手動制御
X
適応 PID2 制御アルゴリズム
X
アルゴリズムは一秒に 20 回実行
X
チューニング範囲の拡大 (ファースト/スロー)
X
位相制御
X
ヒータ乾燥機能
X
手動モードでの電力補償
X
フルスケール以上 0.1 度 F の T/C 解像度
X
1/10 単位の設定ポイント		
ゾーン「オン」、「オフ」、「ロックオフ」
X
Delta/wye 変換オプション
X
F/C 度数
X
熱電対J/K
X

640
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

		

実際値

実際温度
X
% 出力
X
設定ポイントからの偏差
X
アンペア
X
ボルト		
ワット		
オーム		

X
X
X
X
X
X
X

タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

		

アラーム

高温 (調節可能)
X
低温 (調節可能)
X
ピンチ済の熱電対 (調節可能な時間)
X
オープンの熱電対 (記憶された % 出力)
X
熱電対の反転
X
オープンヒューズ
X
ショートしたヒーター
X
オープンのヒーター
X
無制御出力 (継電器パワーのカットオフ)
X
重大温度超過アラーム (調整済)
X
ヒーター抵抗のモニタリング (ヒーター故障の予測) 		
ヒーターのワット数のモニタリング (漏れの予測) 		
アラームの履歴		

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ゾーン別の選択が可能
インタフェースは交換可能です。タッチスクリーン・ソフト
ウェアが、国際インタフェースと共に無料で含まれていま
す。ユーザーは、ウインドウズ 98®、2000®、NT® あるいは XP®
オペレーティング・システムを備えたコンピュータならどれで
も、この無料ソフトウェアを載せることができます。
DME® は D-M-E 社の登録商標です。

タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

		

オペレーション機能

メニュー保存
10
プログラム可能なグループ
4
即時グループ分け
X
ブースト (選択可能な時間/数量)
X
トリム
X
スレーブのパワーアップ (有効/無効)
X
自動設定ポイント限度
X
手動設定ポイント限度
X
セキュリティー・レベル
X
パワーアップ「オン」または「オフ」で (「アースク」タッチスクリーンのみ)
X
自動取り込み手動の記憶された % 出力		
オペレーション識別		
リアルタイムのデータ・オーバーレイを伴うツール・グラフィクス		
熱電対「再配線」		
オンラインヘルプ		

1000
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

		

ソフトウエア機能

ガンマビジョン (SPC データ/グラフィング) 		
即時データ報告 (最高 24 時間) 		
データレポート保管 (最高 1 年) 		
モールド・ドクター (高度トラブルシューティング) 		
フィールド・キャリブレーター		
オンスクリーンまたは印刷コピー		
ネットワーキング		
リモート・トラブルシューティング		

X
X
X
X
X
X
X
X

タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

		

ケース/装置側での
ケーブル接続

HBE 16/24/48 または DME® 基準
カスタム・コネクタ

X
X

X
X

タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

		

インプット

スタンバイ (選択可能なグループ) (手動でも起動)
X
制御阻害 (起動のための電圧)
X
制御阻害 (解除のための電圧)
X
素材保護
X
シーケンス・パワーアップ (手動でも起動) 		
リモート・ブースト		
モールド ID (自動モールド識別)		

X
X
X
X
X
X
X

タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

		

出力
再設定可能なアラーム出力
再設定不可なアラーム出力
出力実行 OK

各種
このモジュール LED の発見
デイジー・チェーン・エンクロージャ

X
X
X

X
X
X

タッチ
インター スクリーン
ナショナル RPC 4

X
X

X
X

ガンマビジョン®
オンライン分析

バーグラフ
選択されたグループを再生
し、変数 1 つないし 2 つを
表示します。
線グラフ
選択されたゾーンを再生
し、変数 1 つないし 2 つを
表示します。

データの要約レポート
ゾーン単位による制御の統計
分析。
• 温度の平均
• 標準偏差
• 温度範囲
• 最低温度
• 最高温度
• 偏差アラーム
• 平均パーセント出力
• 平均電流 (アンプ)
• 平均ワット数
• 平均抵抗 (オーム)

ゾーンの設定ポイント・
レポート
重要なゾーン設定情報を表示
ゾーンの設定ポイント変更
レポート
ゾーンの変更をタイムスタ
ンプ付きで表示

アラームの要約レポート
ゾーン・アラームをタイム
スタンプ付きで表示
SPC レポート
15 分間隔で、ゾーン毎の平均
温度と標準偏差を表示

ガンマビジョン® チャート記録計と統計分析ソフトウェアにより、ユー
ザーはホットランナー・ツールの性能を記録できます。スクリーンに
表示して即時にレポートを見るか、当社の「再生」モードを使い、進
行状況を観察します。

モールド・モニター
予防診断
モールド・モニターは、素材保護、ヒーター抵抗、ヒーター・ワッ
ト数モニタリングという 3 つの予防診断ツールからなる一連の高度
のオンライン・ソフトウェア・ルーチンです。
素材保護 – 成形機とガンマフラックス TTC 制御装置との間で信号を
確立してください。信号が受け取られるたびに、タイマーがカウン
トダウンを開始します。このプログラム可能なタイマーのカウント
ダウンが 0 になると、このソフトウェアは TTC 制御装置をスタンバ
イにします。素材の劣化を妨げ、不必要な廃材を避けます。
ヒーター抵抗モニタリング – ヒータ抵抗モニターは、基準が確定さ
れた後に、1 時間に 2 度、ゾーンごとに、30 分前までのヒーター抵抗
の情報を集計します。最も新しいヒーター抵抗の情報が、記録され
ている基準と比較されます。ヒーター抵抗アラームは、ヒータの寿
命を観察し、ヒータが故障しそうな時をユーザーが前もって予測す
る助けとなります。ダウンタイムを予測し、予期しないヒーターの
故障を回避することによりプレスタイムを最大限にしてください。
ヒーターのワット数モニタリング – ゾーン毎にワット数アラームの
上限・下限を作り、モールドの内部を見る助けにしてください。
ヒーター・ワット数モニターは、ワット測定値が設定したワット
数の幅を 10 回継続して超えると警告を発します。
ヒータは、制御コストを節約するために、システム中で何度もグ
ループにまとめられます。これらのヒータを並列に配線すること
により、オープン・ヒーター診断で、ある一群のヒータの 1 つが故
障したとユーザが警告されるのを防ぎます。しかしながら、ワット数
の幅は、読み取られたワット数が一定の限界以下になった場合、
警報を発するように設定できます。診断が難しい処理問題 (プロセ
スにある欠陥部分が引き起こします) を予防してください。
素材がホットランナー・マニフォルド・システムに漏れ込んだことを
診断するのは、非常に困難で、多くの場合間に合わず、部品の中に質
の落ちた素材が発見されて分かります。ゾーン毎にワット数の消費を
モニターすることによってこの問題を防いでください。ワット数の消
費が上昇する場合、それは、マニフォルド・システムに漏れ込んだ素
材によって引き起こされている可能性があり、マニフォルド・システ
ムは熱を金型に伝達するか、あるいは、熱電対を囲っています。

モールド・ドクター®
モールドのトラブルシューティング
モールド・ドクター® は配線分析、フォールト分析、熱力学分析、およ
びモールドのパフォーマンスという 4 つの診断テストからなるオフライ
ン (ツール・ルーム) の高度なトラブルシューティング・ツールです。
配線分析 – ツールの配線をチェックします。このソフトウェアは配
線が間違っているゾーンおよびその修正方法を、ユーザーにはっき
りと指摘します。
フォールト分析 – 次の問題を速やかに確認します。熱電対がオープ
ン、熱電対が反転、ピンチ済みの熱電対、オープン・ヒューズ、ヒー
ターがオープン、ヒーターに湿気、およびヒーターのショート。
熱力学分析 – このテストは、選択された全てのゾーンを、自動的
に、200ºF (93ºC) まで熱し、次に 400ºF (204ºC) まで加熱し、最後
に、300ºF (149ºC)まで冷却します。加熱・冷却プロセスの間、モール
ド・ドクターは重要な情報を記録し、ユーザーに報告します。似
通ったゾーンを互いに比較すれば、4 つの重要分野 (抵抗、電力
消費、加熱速度、冷却速度) における主な違いが、ソルーションへ
の方向性を示すでしょう。ツールに問題が無ければ、確認された
「良好な部品」の基準として、熱力学分析の結果を保存して下さ
い。モールドの性能実績ツールを使って、将来の問題分析が容易に
なります。
モールドの性能実績記録 – ユーザが既知の「良好な」熱力学分析
の基準と現行「容疑者」の熱力学分析結果とを容易に比較できる
ようにします。確かなデータを使って、直観的に、モールドのト
ラブルシュートを行ってください。

フィールド・キャリブレーター
ガンマフラックス制御装置のキャリブレーションが御社内で行えます。
QS ないし ISO の監査ですか。大丈夫です。素速く、容易に、専門
家に頼むことなく、御社内で制御装置のキャリブレーションを
行ってください。
エンジニア・レベルでのセキュリティーを保ちながら、診断タブに
あるフィールド・キャリブレーターのボタンの位置を確認します。
•	キ ャリブレーションを実施するゾーンの一時的グループ
を作成します。
• 自分たちの社内記録用に、ジョブ情報を入力します。
• ゾーンに相当する熱電対ソースを確立します。
• キャリブレーションの目標温度を入力します。
• キャリブレート・グループのボタンを押します。
ソフトウェアが、ゾーンの読み取り数値修正に必要なキャ
リブレーション・オフセットの変更を自動的に決定しま
す。フィールド・キャリブレーターには、± 0.2ºF あるいは
± 0.1ºC の精度があります。

機能
ブースト – 起動時に、コールドスラブを取り除くために、
ゾーンあるいはゾーン・グループの温度 (通常、先端部分)
を一時的に高めます。リモート・インプットで自動あるい
はユーザーの選択可能。
スタンバイ – プロセスが行われていない間、ゾーン・グルー
プをスタンバイの温度に下げます。リモート・インプットで
自動あるいはユーザーの選択可能。
トリム – 選択されたゾーン (複数可) のための永久的
な自動設定ポイント変更。異なるレベルにセットさ
れた様々な温度は、同じ数値だけ変わります。
オペレーターの識別
個別のユーザー・コードを使う許可済みユーザー・
リストを作成できます。ユーザは、制御システムへ
の変更を行う前に、自分のオペレーター識別番号を
入力しなければなりません。オペレーターによる表
示/印刷の変更は、オンデマンドで。
セキュリティー・レベル/オペレーション限度
TTC の制御装置には、モニター (図示)、オペレー
ター、スーパーバイザーおよびエンジニアという 4
つのセキュリティー・レベルがあります。分かりやすくするた
めに、各レベルで許可された機能のみが表示されています。
ゾーン・グループを設定し、オペレーション限度を確定して、
各自のシステムをカスタマイズしてください。
言語
日本語 (日本語)、中国語 (中文)、
チェコ語 (Čeština)、デンマーク語 (Dansk)、
オランダ語 (Netherlands)、英語 (English)、
フランス語 (Français)、ドイツ語 (Deutsch)、
イタリア語 (Italiano)、ポーランド語 (Polski)、
ロシア語 (Русский)、スペイン語 (Español)、
スウェーデン語 (Svenska)
Windows XP ® オペレーティング・システムベースの
言語翻訳プログラムとキャラクターセットを使う
ことで他の言語も容易に利用可能です。
Windows 98®、2000®、NT®、および XP® は Microsoft 社の登録商標です。

1966 年以来、ガンマフラックス (GAMMAFLUX) は、ホットランナー射出成形
用温度制御システムのトップメーカーです。市場の最先端を行く温度制御と
ツール障害検出システムの製造に加えて、ガンマフラックスの技術は各種温
度制御装置に利用されており、どのような予算にも対応できます。

TTC 2100 および 2200
機能仕様
熱電対キャリブレーション精度：
制御精度 (定常状態)：
パワーレスポンス時間：
プロセス・サンプリング：
制御アルゴリズム

0.2°F (0.1°C)
± 0.1°F (± 0.05°C)
60 Hz で 1/2 ラインサイクルまたは 8.3 msec.
毎秒 20 回または 50 msec.
独自仕様 PID2 (追加の自動チューニング
機能付)
フィールド選択可能
0-999°F (0-500°C)
0-240 VAC、位相角制御、1000 ステップ
ユーザー選択可能 (0-999°F、0-500°C)
22 - 132 VAC/VDC インプットで起動

華氏温度または摂氏温度：
作動範囲：
出力電圧：
スタンバイ温度：
インターロック機能：

インプット仕様
熱電対：

J タイプ (標準)、K タイプ (選択可能)
アースされた熱電対のみ
ケースに内蔵
10 メガオーム
なし

冷接点補償：
外部抵抗：
T/C の長さによる温度の変動：

電気
入力電圧：
周波数：
周辺温度の範囲：
湿度の範囲：
出力モジュールの定格：

160-265 VAC Delta、160-265 VAC Wye
47-53 Hz、57-63 Hz
32-115°F (0-45°C)
10-95% 非結露
240V：4 ゾーン - 3 アンペア/ゾーン 720 ワット/ゾーン
2 ゾーン - 15 アンペア/ゾーン 3600 ワット/ゾーン
1 ゾーン - 30 アンペア/ゾーン 7200 ワット/ゾーン
RS-485、ネットワーク可能

通信電気規格：

性能基準
米国、カナダおよび国際：

CE マーク
I.E.C. 801-1、801-2、801-3、801-4
*安全性 UL-508、UL-873 および CSA

*適合デザイン

物理的仕様
単一放熱板
複式放熱板
四重放熱板
パネル取り付け式単一放熱板

高さ

幅

奥行き

重さ

(インチ/ミリメーター)

(インチ/ミリメーター)

(インチ/ミリメーター)

(ポンド/キログラム)

35
40
54
32

889
1016
1372
813

9.3
19
30
19

237
483
762
482

20
20
30
7

508
508
762
178

85
150
200
75

39
68
91
34

*単一型はコースターを除いたもの。全てスクリーンは除いています。
仕様は予告なしに変わることがあります

TTC 2100 ハイライト
信頼性
グローバル・インプットパワーの柔軟
性が向上
オプションの「ホットスタート」機能で、
	一時的にインプットパワーが失われ
ても、セットポイントを保持
使いやすさ
アジア言語セットを含み言語変換の
幅が拡大
一般に広く認められたアイコンをより
多く使用
セキュリティ・レベルによってオペレー
ターのオプションと複雑さを増加
または減少 (モニター、オペレー
ター、スーパーバイザーおよび
エンジニアの各レベル)。
制御
Triangulated Control Technology®
Power Priority®
1/10 単位の設定ポイント
各種機能
拡張可能なアーキテクチャ
柔軟性のあるパッケージング (制御
内蔵パネルマウント・デザイン)
暴走ゾーンなどを防ぐための継電器の
電源切断
ソフトウェア機能の拡大
オンスクリーン印刷
総括報告と長期報告の格納を含む、
		最高 24 時間前までのデータを即
時収集。
グループ・タブの作成 - 全てのゾーンま
		たは各グループ内のゾーンを表示
即時グループ形成
リアルタイム・ゾーンデータのオー
	バーレイを持つツールグラフィックス
「モジュール発見」LED
増大したインプットおよび出力オプション
インプット
		 マシンサイクル/素材保護
		 マシンから安全に操作
		 シーケンス・パワーアップ
		 自動ブースト
		 モールド ID
設定
		 コントローラーから安全に操作
標準電流測定
数値
より小さな設置面積
低価格

グローバル本部

ヨーロッパ本部

アジア・パシフィック本社

ガンマフラックス有限会社
〒20166 米国バージニア州
スターリングエグゼクティブ・
ドライブ 113 番地
フリーダイヤル：(800) 284-4477
電話：+1-(703) 471-5050
ファックス：+1-(703) 689-2131
Eメール：info@gammaflux.com
www.gammaflux.com

ガンマフラックス・ヨーロッパ株式会社
ドイツ、ヴィースバーデン・
エルベンハイム
D-65205 バーンシュトラッセ 9a
Germany
電話：+49-(0)-611-973430
ファックス：+49-(0)-611-9734325
Eメール：info@gammaflux.de
www.gammaflux.de

ガンマフラックス・ジャパン
山口県宇部市
電話・ファックス：+81-(836) 54-4369
ガンマフラックス・シンガポール
電話：+65-901-83710
ファックス：+65-686 -10950
Eメール： gammafluxjpn@
gammaflux.com

お近くの地域代理店

