
 
ホットランナとコントローラ
世界で最も信頼されているホットランナとコントローラのサプライヤ 



2 ホットランナとコントローラ

ハスキーは、プラスチック射出業界の
製造ソリューションおよびサービスの
世界最大のサプライヤです。当社は、
成形機、金型、ホットランナ、補助装
置、統合システムなどの業界で最も包
括的な射出成形装置の設計、製造、お
よび統合を行っています。
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パーツ第一のアプローチ

当社は、最初の段階からお客様のビジネスと技術的な要件を
詳しく理解するよう心がけています。この手法は、お客様が
最高水準の品質を達成しながらパーツのコストを最小限に抑
えて、製品を迅速に市場に投入できるように支援し、各用途
向けに最適化された溶融供給ソリューションを提供するとい
う当社の目標を反映しています。当社の付加価値サービスに
は、些細な用途確認、樹脂テスト、フローシミュレーショ
ン、有限要素解析（FEA）、サービスとパーツおよびローカ
ルサービスへの24時間アクセスが含まれます。

完全なツーリングソリューションを提
供する当社のホットランナは、ホット
チップとバルブゲートの両方で利用可
能です。用途の要件によっては、マニ
ホールド、Ultraノズル、およびプレー
トで構成される完全なホットハーフと
して利用可能で、Altaniumコントロー
ラによってサポートされます。

当社の技術は、無駄を省き生産効率を
高めるために役立ちます。溶融供給シ
ステム全体を最適化することにより、
最良のゲート品質、キャビティ間のバ
ランス、迅速なカラーチェンジを実現
します。
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Ultra Helix™バルブゲート
まさに最高のゲート品質とゲート寿命

Ultra Helix™は、統合型ヒータの性能を
提供する新しいヒータ設計を取り入れ
ているため、ハスキーのリムーバブル
ヒータのメンテナンスのメリットを享
受できます。ヒータの一貫性と性能に
よって、ショートショットのバランス
が個々のノズルヒータの性能から切り
離されるため、ヒータを交換する際の
バランスの変化を心配する必要はあり
ません。この新しいレベルのヒータの
一貫性によって、金型の検証時間とコ
ストをかなり削減できます。

Ultra Helix™は、他のどのようなバルブ
ゲートにもまねのできない性能を、比
類のない最先端のホットランナ技術で
実現しています。Ultra Helix™バルブゲ
ートを使用することで、一度の投資で
数百万サイクルの間問題なく完全なパ
ーツを成形できます。

完璧でなければ許容できないパーツも
あります。そのようなパーツは、再現
可能な優れた品質で成形する必要があ
ります。当社の最新バルブゲート技術
であるUltra Helix™の導入により、ゲー
ト痕がほとんど測定不能なほどクリー
ンなダイレクトゲートパーツが可能に
なりました。このレベルのゲート品質
は、市販されている他のどのようなバ
ルブゲートより長い数百万サイクルの
耐久性があります。UltraSync–E™とと
もに使用することで、市場をリードす
るハスキーのサーボ駆動のバルブステ
ム作動は最良のバルブゲート品質と寿
命を達成できます。UltraSync–E™を使
用してバルブステム速度のプロファイ
ルを作成すると、ステムがゲートオリ
フィスに侵入する速度を遅くして、ゲ
ート品質を向上して摩耗を軽減できま
す。摩耗は、バルブステムがゲートに
高速で侵入することによるショックに
よって発生することがあります。

さらに、Ultra Helix™バルブゲートは、
交換可能ノズルチップの高精度ゲート
とアライメントジオメトリを統合する
ことによって、コールドハーフの機械
加工の要件を簡素化します。ハスキー
は、高精度アライメントを確実に達成
するためのすべての作業を行います。
ゲートオリフィスを元の状態に戻すの
は、ノズルチップの交換と同じ程度に
簡単で、金型の再加工は不要です。

Ultra Helix™のバルブゲートは、第一原
理計算によりゲートベスティゲーショ
ンの形成過程を正確に理解して設計さ
れており、新しい高度な製造技術を取
り入れてバルブゲートに次のような効
果を実現しています。

•  バルブステムからゲートオリフィス
のアライメントを確保し、これらの
部品の機械的な摩耗を実質的に除去
•  極めて一貫した温度プロファイル、
優れたキャビティバランス性能、非
常に広いプロセスウィンドウを提供
•  金型の統合の機械加工を簡素化し、
金型メーカーの時間と資金を節約
し、成形機の検証時間を短縮
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Ultra SideGate™ 
簡単にダイレクトサイドゲート

Ultra SideGate™ホットランナは、ゲー
トが側壁にあり、さまざまな樹脂で高
品質のパーツを製造する必要がある成
形機向けに設計されています。 

•  別の方法ではコールドランナのゲー
ティングが必要になるパーツのダイ
レクトゲートができる
•  広い操作ウィンドウで優れたゲート
品質を実現する

優れたパーツ品質
•  ゲート痕を最小限に抑える必要があ
る医療業界にとっては、比類のない
ゲート品質が特に重要です。Ultra 
SideGate™ホットランナは、完成パ
ーツのゲート痕を最小限に抑えるこ
とができます（ゲート痕0.05mm未
満）。

最小のフットプリントで最大の生
産性
•  Ultra SideGate™ホットランナは、チ
ップ間の間隔を18mmまで縮めて最
適化できます。
•  ノズルのフットプリントは、金型の
整合性を最大化するように最適化さ
れています。これにより、金型ベー
スのキャビティの数を最大化できま
す。

簡単な設置とメンテナンス
•  Ultra SideGate™は、簡単に使用でき
てメンテナンスが容易です。ノズル
チップは、キャビティインサートに
直接マウントされます。この手法に
より、スプリットキャビティが不要
になり、金型を分解せずに個々のチ
ップに直接アクセスできるため、金
型のメンテナンスを低減できます。

UltraSeal™による漏出なしの動作
•  当社の特許取得済みのUltraSeal®技
術は、すべてのUltra SideGate™ノズ
ルに組み込まれており、3年間一貫
した漏出なしの動作が保証されま
す。Ultra SideGate™のチップからハ
ウジングへのインターフェイスは、
スプリングを使用してプリロードさ
れるため、広い温度範囲で高い性能
を発揮できます。

フレキシブルチップ構成
•  Ultra SideGate™は、1ノズルあたり1
、2、または4つのチップをサポート
できるため、さまざまな用途や成形
のニーズに適合する柔軟性がありま
す。Ultra SideGate™は、ポリカーボ
ネートなどの成形が困難な樹脂を含
むさまざまな樹脂に対応できるよう
に設計されています。

•  UltraSpring™技術によって、簡単で確
実に漏出なしの始動ができる
•  ユニークな設計により、お客様の金
型に妥協なしで容易に統合できる
•  ピペット、注射筒、およびその他の
小さなパーツなどの深絞りパーツに
最適なソリューション
•  マルチチップ、アングル、およびイ
ンラインの構成に使用できる

新しいUltra SideGate Inlineの概要
パーツ間隔が18mmしかない場合に
は、新しいUltra SideGate Inlineが最適
です。当社標準のUltra SideGate™ホッ
トランナのすべてのメリットに加え
て、業界をリードするバランス性能
を提供する個別温度チップ制御機能
を搭載するインライン構成を使用で
きます。
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UltraSync–E™技術
100%のバルブステム同期

高精密部品を製造する成形機には、最
小限のばらつきで高品質のパーツを製
造できる信頼されたホットランナが必
要です。UltraSync–E™技術は、ステム
の正確な閉動作によってショット間と
パーツ間の整合性を維持し、クリーン
ルーム用途に最適です。

UltraSync–E™の優れた精度は、サー
ボモータで作動するバルブステムの
100%の同期能力によって達成されま
す。このシステムは、優れたゲート品
質を達成するための正しいステム力を
供給するように構成されています。

•  医療、技術、高精度、小さなパーツ
に最適なソリューション
•  バルブステムの速度プロファイリン
グは、ゲートの摩耗を減らし、バル
ブステムとゲートオリフィスの寿命
を延ばすことが判明している
•  最短ノズル間隔18mm（0.71インチ）
•  UltraSync–E™技術は、Ultra 350、Ultra 

500、およびUltra 750のバルブゲー
トのホットランナノズルと互換性が
ある
•  ユニークなプレート作動メカニズム
では、すべての動作部品がローラー
ベアリングで動作するため、メンテ
ナンスの必要性が軽減される

UltraSync–E™ホットランナには、ゲー
ト品質に直接影響を与える技術を提供
します。
 
•  単一の画面から簡単にセットアップ
できる
•  ホットランナがセットポイント温度
まで上昇していない場合に作動を抑
止する安全始動プログラムが含まれ
ている
•  オペレータのミスによって発生する
可能性があるシステムへの損傷を排
除する

電気的に作動するUltraSync–E™ホット
ランナに加えて、油圧式と空圧式のオ
プションもあります。
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UNIFY™組み立て済みマニホールドシステム  

箱からすぐに金型へ、そして迅速に生産へ

ハスキーのホットランナのイノベーシ
ョンの歴史の上に構築された当社の
新しいUNIFY™マニホールドシステム
は、システムを予熱する必要がなく、
ホットランナのマニホールドを簡単な
ワンステップで設置でき、設置時間を
最大70%短縮できる柔軟なシステムで
す。成形機に簡単迅速に設置するため
の油圧式バルブゲート作動装置が事前
に組み立て配線されているUNIFY™マ
ニホールドシステムは、設置に必要な
時間と労力を節約しながらハスキーの
すべてのホットランナと同等の漏出防
止性能を提供します。

•  簡単迅速で信頼できるワンステップ
設置が可能で、金型はすぐに生産開
始可能
•  金型からのワンステップ取り外しに
よってメンテナンスが容易になり、
時間とメンテナンスコストを節約
•  市場最高の形状柔軟性によってカス
タム剛性フレームがマニホールドと
金型のレイアウトにマッチ。また、
金型への影響を最小化
•  ハスキー標準ノズルによる定評ある
性能
•  設置中のチップの損害のリスクを
軽減

UltraSeal®漏出防止技術
UltraSeal®技術は、ホットランナが操
作ウィンドウ内にない場合も含めて始
動時の漏出を防止し、3年間の漏出防
止保証を提供しています。この設計に
よって、ノズルの設置中に、ねじこ
み式のノズルの漏出防止性能を維持
しながらマニホールドを基準にスライ
ドしてゲートに揃えることができま
す。UltraSeal®設計では、低温状態でも
動作温度でも、またその間でも、ノズ
ルは金型ゲートに合った状態をキープ
できます。



8 ホットランナとコントローラ

LUCENT™アングルマニホールドシス
テム
光学、美的デザイン、自動車照明の用途に最適

当社の新しいLUCENT™ホットランナ
は、光学的または高度な美的要件の
必要なパーツを成形するためのアン
グルマニホールド構成に完璧な技術で
す。自動車照明の用途にも最適です。
世界中のほとんどすべてのプラスチッ
ク用途のためのホットランナで50年
以上の経験があるハスキーは、最新の
LUCENT™を提供します。

この熱均一性と溶融供給において最先
端の性能を発揮する製品は、ハスキー
のすべての経験を使用して開発されて
います。

ホットランナ全体は独自のスチールで
制作され、一部のパーツにはポリカー
ボネートの劣化を回避するための特別
なコーティングが使用されています。

これにより、レンズ、ウィンドウパネ
ルなどの高い透明度が要求される用途
における黒いスポットのリスクを防止
できます。

4つの異なる素材で構築されるノズル
チップには優れた断熱性能があり、金
型への熱放散は最小に抑えられます。
これにより、ゲート痕を最小限に抑え
ることができます。

Lucent™には、3年間の漏出防止が保証
されるUltraSeal®技術が含まれます。



9	 ホットランナとコントローラ

Altanium Delta5™コントローラ  — 
優れた性能を128ゾーンまで手頃な価
格で提供

Altanium Matrix5™コントローラ — 
大きなユーザーインターフェイスで
255ゾーンまでハイエンド機能を提供 
 
業界で最も包括的な金型コントロー
ラの保証
ハスキーのAltanium™金型コントロー
ラは、非常に正確な温度と金型の制御
機能を提供し、現在の業界で最良の保
証も提供します。Altanium™ Hシリー
ズのすべてのコントローラは、インタ
ーフェイス、Hシリーズのコントロー
ルカード、メインフレームを含む5年
間保証の対象になりました。 

Altaniumサーボ制御
金型のすべての動作に使いやすいサー
ボ作動機能を提供

業界が油圧と空圧から離れていくに
従って、サーボが急速に金型の作動
の新しい標準になっています。当社
のAltaniumサーボ制御技術は、成形業
界向けに特化してきました。この信
頼できる柔軟な手法は、金型の多く
の異なる側面を制御する信頼できるソ
リューションを提供します。Altanium 

Altanium™コントローラ
射出成形業界で最も精密で使いやすいプロセスコントローラ

ハスキーのAltanium™コントローラ
は、非常に正確な温度制御機能、使い
やすいサーボとバルブゲートの制御機
能、および業界最高レベルの障害回復
ソリューションを提供します。フルカ
ラー画面で使いやすいナビゲーション
機能もあり、あらゆる射出成形環境に
実装できるさまざまな構成が利用可
能です。

すべてのAltanium™コントローラは、
自己推論技術（ART）を使用してお
り、ショット間およびキャビティ間の
一貫性と再現性の向上のために最適化
された制御を提供します。ARTは、ク
ラス最高レベルの電力供給、完全に独
立した熱電対入力、および温度読み取
りの整合性を確保する業界をリードす
る熱電対サンプルレートによって、ば
らつきを最小限に抑えながら制御を厳
密化できます。

すべてのAltanium™コントローラに
は、インテリジェントコントロール
カード（ICC3）が標準装備されていま
す。このカードは製品ライン全体で完
全に互換性があり、2年間の完全保証
が付いています。

Altanium Neo5™コントローラ — 
費用対効果が高く、2～48ゾーンでコ
ントローラを簡単に使用できる

Matrix5™プラットフォームに基づく
Altaniumサーボ制御は、市場で初めて
の完全統合型サーボ、バルブゲート、
および温度制御機能で、始動から製
造までグローバルにサポートされて
います。

Altaniumサーボ制御は、非常に信頼性
が高く、以下のような優れた高精度の
制御機能を提供します。
•  6軸までのリニアとロータリーの作動
の任意の組み合わせ
•  255ゾーンまでの統合温度制御機能
（オプション）
•  単一のインターフェイスに

UltraSync–E™サーボ制御を提供
•  Altanium Matrix5™、19インチのフル
カラーの使いやすいタッチ画面イン
ターフェイス
•  グローバルの現場始動サポート
•  Baumueller、Exlarなどを含むモータ
と作動装置の一連のブランドとの互
換性
•  多段階動作のプロファイリングと絶
対位置のフィードバックを提供する
高精度動作制御
•  油圧オイルがないことは、クリーン
な動作と汚染のリスクがないことを
意味する
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Ultraの特長
高速サイクルでより良いパーツ

を製造する先進技術 
UltraSeal®
UltraSeal®技術により、ホットランナが
操作ウィンドウ内にない場合にも始動
時の漏出を防止し、3年間の漏出防止
保証が付いています。
•  ノズルはマニホールドにプリロード
されるため、低温状態において漏出
なしで動作
•  動作温度の上下の幅広い温度で漏出
を防止（+/-100℃）
•  プレートの歪みを最小限に抑えて金
型の摩耗を軽減しながら封止力を最
大化するように最適化されたスプリ
ング力

信頼できるハイパフォーマンスホット
ランナは、射出成形システムの重要
な要素です。当社のホットランナの
Ultraファミリーは、高出力、バラン
スの向上、迅速な色替え、優れたパー
ツ品質、ばらつきの低減の達成に向け
たお客様のシステムの最適化を支援で
きます。 

当社のホットランナのUltraファミリー
は以下を提供します。
•  処理の柔軟性を最大限に高めるため
の広い操作ウィンドウ
•  簡単なメンテナンスとパーツ交換
•  摩耗性の素材を含む広範なゲートソ
リューション
•  3年間の漏出防止保証

UltraGuide®
UltraGuide®技術により、ゲート領域に
入る前にバルブステムが整列されるた
め、優れたゲート品質が得られます。
•  動作温度全体で優れたゲート品質を
維持するための円筒型シャットオフ
•  簡単な始動と広いプロセスウィンド
ウのための熱伝導性チップ部品
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ホットランナのサービス
あらゆる段階でホットランナの寿命を延ばすサポート

ホットランナの整備
当社のホットランナ整備プログラム
は、生産性と稼働時間を確実に改善で
きる費用対効果の高いソリューション
です。整備サービスは、メルトチャネ
ルの清掃からプレート交換を含めた完
全なシステム調整まで多岐にわたりま
す。すべての部品の摩耗を点検し、
本来の仕様を満たさない部品は交換
します。
•  新しいホットランナシステムの費用
に対して最大40%を節約
•  すべての交換部品の保証が更新さ
れる
•  迅速なターンアラウンドタイム
•  整備は、経験豊富なホットランナ技
術者によって実施される

ハスキーには、ツールの寿命の延長を
サポートするサービスがあります。当
社はパーツと金型の設計から製造とメ
ンテナンスに至るまでお客様と協力し
て、市場投入までの期間を短縮し、生
産性を改善し、パーツばらつきを最小
限に抑えて、ホットランナの寿命を最
大限に延ばします。 

ハスキーのホットランナサービスに
は、以下が含まれます。
•  最良のホットランナ技術を識別する
ためのアプリケーションレビュー
•  フローシミュレーションと樹脂のテ
スト
•  有限要素解析
•  ホットランナの整備
•  スペアパーツとローカルサービスの
サポートを年中無休、24時間体制で
利用可能

フローシミュレーション解析（FEA）
当社のフローシミュレーション専門家
が、高品質のパーツを迅速に市場に投
入できるように支援します。フローシ
ミュレーションは、ホットランナと金
型のキャビティを通過するポリマーを
モデル化し（充填、パッキング、冷却
解析）、さらに最終パーツの解析にも
使用できます（反り解析）。

当社のフローシミュレーションセンタ
ーは、射出成形プロセスの以下のすべ
ての主要局面を考慮します。
•  パーツと金型の設計
•  ゲートの数、ゲートの位置、ゲート
のサイズ、ウエルドラインの位置、
ファイバーの方向、および射出圧力
•  最適な射出時間の定義
•  連続バルブゲートの順序の決定
•  冷却の最適化
•  エアートラップの位置の決定

当社のホットランナ整備プログラムは、生産
性と稼働時間を確実に改善できる費用対効果
の高いソリューションです。
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® HUSKY、ALTANIUM、ALTANIUM MATRIX 2、ALTANIUM DELTA 3、	
LUCENT、ULTRASEAL、ULTRAGUIDE、ULTRA–SYNCE、ULTRA–
HELIX、ULTRASIDE–Gate、およびUNIFYは、米国およびその他の国にお
けるHusky Injection Molding Systems Ltd.の登録商標であり、ライセンス
に基づいて特定の関連会社によって使用される場合があります。これ
らの資料で言及されているその他のHUSKYの製品、サービス名、また
はロゴは、Husky Injection Molding Systems Ltd.の商標であり、ライセン
スに基づいて特定の関連会社によって使用される場合があります。 
© 2016 Husky Injection Molding Systems Ltd. All rights are reserved.

免責事項：本チラシに掲載されている情報は「現状のまま」で提供さ
れており、当該情報の品質（目的への適合性、第三者の権利を侵害し
ていないこと、正確性、完全性、正しさを含むがこれに限定されな
い）については、いかなる保証も行われず、いかなる種類の責任も負
いません。ハスキーの書面による保証に記載されている場合を除き、
ハスキーは明示的、暗黙的または制定法上であるかを問わず、いかな
る追加の保証も行いません。特定の条件が適用される場合がありま
す。詳細については、ハスキーの書面による保証と標準利用規約のコ
ピーをリクエストしてください。


