EHG® SL10 PROCESS CONTROLLER AND SAFETY LIMIT

温度、パワー、
セーフティリミット・
コントローラを一体化

EHG SL10 は、ヒータ、調節式セットポイント温度コン
トローラ、ハイ／ロー温度警報、パワースイッチング装置、高
温セーフティリミットを一体化した強力なシステムの中枢
部品です。認証規格に準拠したこのコントローラ・セーフテ
ィリミットは、UL® 1998 および CE 60730 の規格条件
に適合しています。オプションのディスプレイ／通信モジュ
ールは、現場で簡単にアップグレード・追加することが可能
で、デジタル・ディスプレイ表示機能やセットポイント調節
機能、RS485 Modbus™通信機能、その他のヒューマン・
マシーン・インターフェース（HMI）機能を実現します。この
システムでは、ユーザーはアプリケーションに必要なものだ
けをご購入できます。

特長と利点

設置が簡単、コンパクトなデザイン、固有の信頼性、内蔵リ
ミット機能などの特長を備えたこのコントローラは、極めて
大きな価値をもたらします。また、EHG SL10 はワトロー
のヒータと簡単に統合できるよう設計されており、エンジニ
アリング設計を単純化し、新設機器の部品数を低減し、経費
を軽減できます。OEM メーカにとっては、CE、Semi-S2 規
格のコンプライアンスや UL® 認証を取得している本製品
を用いれば、世界各国の機関認証試験と検証に費やす時間と
経費を節約できます。

●

アプリケーション
食品サービス機器
● 加温・配膳機器
● 食品保温キャビネット
ライフサイエンス
● 実験室用機器
●
医療機器
パッケージング
ヒートシーリング・バー
● 熱接着装置

プロセスコントローラとセーフティリミットをワンパッケ
ージに
● UL® 1998 および CE 60730 規格条件に適合します。
● ヒータへの熱ヒューズ取付が不要です。
● ヒューズ故障時のヒータ交換が不要です。
ディスプレイ／通信モジュール（オプション）
ベースユニットに簡単に追加、アップグレードできます。
● 低コストで現場アップグレードが可能です。
● 簡単なスナップオン方式の取付です。
●

精確で、融通性に富んだ温度プロセスコントローラ
問題の多いバイメタル式サーモスタットに代わり、精確な
電子温度プロセスコントローラを使用しています。
● プロセスパラメータを簡単に変更できます。
周囲使用温度域：0〜70℃
過酷な温度環境またはヒータ近傍に設置する場合の信頼
性が向上します。

●

統合ハイ／ロー温度警報信号リレー
● 外部アラームまたはプロセス機能を作動させるため、ドラ
イ・コンタクト出力を提供します。
● 3 個の内蔵 LED で制御ステータス信号を発信します。
●
プロセス温度がレンジ限界を外れている場合、最高 2A
30V
（ac/dc）
、Form A の信号を発信します。
ヘルスチェック診断
● ヒータプロセス最高温度、最高周囲温度および熱電対の動
作をモニターします。
● ヘルスチェック信号を発して、オペレーターにプロセスが
正常に動いていることを知らせます。

●

半導体製造
ガス供給ライン

●

特許出願中
UL®およびC-UL®は、Underwriter’s Laboratories,Inc.の登録商標です。
Modbus™は、Schneider Automation Incorporatedの商標です。
Watlow®およびEHG®SL10は、Watlow Electric Manufacturing Companyの登録商
標です。
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特長と利点（続き）
ユニバーサル電源
●
入力：85〜264V(ac)、
50 ／ 60Hz
●
コントローラおよびセーフティリミットの両方で 10A ス
イッチング、最大 2400W を安全に制御します。
オンオフと PID アルゴリズムからスイッチング可能
● 製品寿命を延ばします
（オンオフ制御がデフォルト）。
● 選択可能 PID 制御を提供し、
より厳しい温度均一性を実現
します。
ユニバーサル 1/8 回転マウンティングブラケット
● ほとんどあらゆる表面に取付可能です。
● 縦位置でも横位置でも自在に取付可能です。

仕様
動作
● 2 つの K タイプ熱電対入力 ̶プロセス温度制御とセーフ
ティリミット
●
プロセス温度出力−10A ノーアーク リレー
● セーフティリミットアラーム−10A リレー
● ハイ／ロー温度警報−2A 30V(ac/dc)、Form A
（単極、
常時開接点）
●
オンオフ温度コントローラ・アルゴリズム、通信を介して
PID アルゴリズムにアップグレード ( 最低サイクル時間：
30 秒 )

フレキシブルヒータに
取付けたディスプレイ・
通信モジュール

ノーアーク リレー
●
10A スイッチング
●
450万サイクル
環境
周囲動作温度域：0〜70℃

Molex 製標準電源コネクタ
● ワトローは、
コントローラとヒータを一体で供給します。

●

電源
● 非接地方式ユニバーサル電源85〜264V(ac)、
50/60Hz
● 最大 2400 ワット、
10A スイッチング

●

認証規格
UL® 1998／C-UL®
● CE 60730
● Semi-S2

スイッチング装置比較表
T-Stat

ソリッドステートリレー

ワトロー ノーアーク リレー

25℃でのアンペア数

10A

10A

10A

70℃でのアンペア数

10A

大幅に低下、ヒートシンクと
エアクーリングを追加

10A

10A での出力装置寿命

70℃で定格 100,000

25℃で 1000 万サイクル以上

70℃で 450 万サイクル以上

寸法

EHG SL10 とサーモスタットの比較
（一般的用途での比較）
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経過時間
サーモスタット

1.582 in.
(40.18 mm)

2.161 in.
(54.89 mm)

オプションモジュールなし

オプションモジュール付き

3℃ヒステリシスでの
EHG SL10

システムの複雑さとコストを低減

EHG SL10 ソフトウエア
EHG SL10 は、オプション通信モジュールを追加すればソ
フトウエアを介して管理、監視、操作できるようになります。
セットポイントの変更、装置のラベル付け、チューニングパ
ラメータの変更、装置の健康状態チェックなど多くの機能
を、キーをクリックするだけで実行できます。ソフトウエア
は、www.watlow.com からダウンロード、あるいは電話で
申し込めば CD を無料で入手できます。

1/16 プロセス
コントローラ

ソリッドステートリレー

セーフティリミット

ヒートシンク

コントロール
コンソール

ベースステーション

ソフトウエア

アップグレードモジュールオプション
オプションのアップグレードモジュールは、ベースユニットの再構成、再配線、再注文の必要がないため設置が簡単です。
また設置に技術者の手を借りる必要もないので、アップグレード可能でシームレスなコスト効率の高いシステムを構築できます。

診断メモリー
コントロール
パラメータ

ベース
ユニット

ディスプレイ
モジュール
( オプション )

通信モジュール
( オプション )

ディスプレイ
通信モジュール
( オプション )

3桁
温度
現場調節可能 7 セグメント
パラメータ
セットポイント
LED
変更機能
ディスプレイ

診断 LED

ユーザー
インターフェース
ソフトウエア

Modbus™
RTU 通信

RS 485

型式選定
コントローラのベースユニットは、ヒータアセンブリの一部
としてのみご購入いただけます。
ご購入の際には、下記の情報に従って右側のモデル番号をご記入ください。

EHG2 - ____ - ____
コントローラ

CNTL = ベースユニット (EHG2 - CNTL - 0000)
MODU = モジュール
モジュール
モジュールはアップグレード可能で、簡単に交換できます

DISP
= ディスプレイモジュール付き
COMS = 通信モジュール付き
DCSM = ディスプレイ通信モジュール付き

3.496 in.
(88.80 mm)

ガスラインなどのアセンブリ内でパラレルにヒータ回路を配線
( デイジーチェーン方式 ) する場合の別売ケーブル

2.196 in.
(55.78 mm)

4800-0012
4800-0022
4800-0011
4800-0021

-

ロングケーブル
ロング終端ケーブル
ショートケーブル
ショート終端ケーブル

在庫状況

ベースユニット

EHG SL10 は、
在庫から納入可能です。

EHG SL10 は、ガスライン
その他のアセンブリーにデ
イジーチェーン方式で接続
できます。
通信モジュール

マウンティングブラケット

ディスプレイモジュール

EHG SL10 マウンティングブラケ
ットは、コントローラを 4 つの角度
のどの角度でも取付けられます。

ディスプレイ通信モジュール ( オプション )
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