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温度管理のIoT化とネットワーク対応を提案
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IPF JAPAN 2020 Virtual（オフィシャル）
会期(チャット含む)︓2020年11⽉18⽇〜2020年11/20⽇
継続展⽰期間︓会期終了後〜2021年5/21⽇

http://www.ipfjapan.jp/registration

IPF JAPAN 2020 特集ページ
https://www.rkcinst.co.jp/company/exhibition/ipf2020-rkc-virtual/

温度管理のIoT化とネ
⾦型内の樹脂温度を
ダイレクト測定!!

射出成形機⾦型内温度センサ キャビサーモ(CAV-60)
射
温度

キャビサーモは、成形中（⾦型内）の樹脂温度を⾼速に測定し、
正常時プロファイルとの⽐較による良否の判定が成形時の段階で
可能です。⾼速充填成形でも、レスポンス良く成形中の樹脂温度
変化を測定できます。
検査作業⼯数削減、初期段階での不良発⾒につながります。

温度

0.3秒

正常時

時間

1ショット

時間

連続ショット時の⽐較
連続ショット時
温度

異常時 (温度波形異常)

温度

正常波形

異常時 (ピーク温度異常)
1ショット

温度低下

温度

異常時 (ショット間隔変化)
1ショット

ショット
間隔⻑

異常波形

樹脂充填不⾜・ショート発⽣による
成形品変形等の不良発⽣の可能性

時間

時間
樹脂充填不⾜等の不良発⽣の可能性

時間
樹脂送り遅れによる不良発⽣の可能性

正常時プロファイルとの⽐較による良否の判定が成形時の段階で可能。 →検査作業員の⼈員削減、初期段階での不良発⾒につながります。
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キャビサーモで測定した温度を4〜20mA、0〜10Vなどの伝送出⼒に変換し、
オシロスコープなどに接続して温度推移解析ができます。
イベント出⼒と通信機能を搭載し、外部シーケンスとの連携が可能です。
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キャビサーモの詳細についてはこちら
（ホームページ製品情報）

ネットワーク対応を提案
https://www.rkcinst.co.jp/contact/

温度を無線で⾶ばす!!

無線温度センサ変換器 NWS-Mini
回転するロールの温度監視システム
回転するロールの表⾯や内部温度を監視できます。
温度センサ
ST-50 等

温度センサ

受信器

表⾯貼付

Ƈ

PC

Ƈ
送信器
送信器

汎⽤の温度センサ（熱電対・測温抵抗体）を

USB通信変換器

接続し⼿軽に無線測定ができます。

有線では測定できなかった回転体の温度測定が可能となります。

RS-485

USB

無線変換器（受信器）1 台で無線式温度
センサ 6 台を接続可能です。

モジュール型調節計を
Ethernet接続!!
Ethernet通信変換器 COM-ME
上位ネットワーク機器

Ɏ

モジュール型調節計 SRZ

Ethernet通信変換器

COM-ME

SRZ

NWS-Mini の詳細についてはこちら
（ホームページ製品情報）

COM-ME

シリーズ

開発中

Ethernet

MODBUS/TCP
GOT2000

COM-ME の詳細についてはこちら
（ホームページ製品情報）

SRZ の詳細についてはこちら
（ホームページ製品情報）

SRZ

モジュール型調節計SRZシリーズは、
PLC、
表⽰器、パソコンなどで管理する調節計です。多点制御でも省配線、省スペース化を実現でき、
通信変換器COM-MEシリーズを接続することで、
各種Ethernetと接続できます。

⾼性能調節計 樹脂圧⼒制御にも対応（GZシリーズ）
デジタル指⽰調節計 GZシリーズ FZシリーズ

・測定精度︓表⽰値の±0.1%
・サンプリング周期︓0.01秒（FZは0.05秒） FZ/GZ の詳細についてはこちら
・11セグメント5桁LCD表⽰
（ホームページ製品情報）
・前⾯ローダ通信対応
・2⼊⼒機能
・プラグイン構造
・本体奥⾏65mm

GZ
GZ

GZ
GZ

0.13mmの薄型温度センサ
0.13mm
3mmの薄型
3m
型温
薄型温度センサ
度センサ ST-50シ
ST-50シリーズ
シ

・厚さ0.34mm/0.13mmのK熱電対センサ
・貼付タイプと剥き出しタイプを⽤意
・絶縁がとれる被覆タイプを⽤意
・応答が早くプロファイル収集にも最適
・Webショップ(Shop RKC)で購⼊可能

ST-50 の詳細についてはこちら
（ホームページ製品情報）

全機種U ・CEマー
全機種UL
CEマーク対応の電⼒調整器
C マー
電⼒調整器 THV-10シリ
THV-10シリーズ

・最⼤負荷容量︓AC20A〜100A
・制御⽅式︓位相制御、ゼロクロス制御
・ローダ通信対応
・シリアル通信対応
・伝送出⼒対応
・前⾯表⽰器と操作キーによる簡単設定
・UL、CEマーキング対応

THV-10 の詳細についてはこちら
（ホームページ製品情報）

https://www.rkcinst.co.jp/contact/
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理化⼯業 計測制御機器オンラインショップ
ョップ

Shop RKC

検索

"WBJMBCMFJO+BQBOPOMZ
●取扱品⽬

携帯⽤温度計・温度センサ
押出機⽤温度センサ

薄型温度センサ
無線温度センサ変換器

熱電対コネクタ
SSRユニット
記録計⽤補⽤品（記録紙・カートリッジ等） 温度調節計
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その他多種の温度測定機器
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