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〒５４１-００４６
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　　　　　  （KS司町ビル3Ｆ）

VCG

VCN
5桁7segLCD

TypeVCN TypeVCG

VCG-300T VCG-300ST VCG-500T VCG-500ST

時間管理機能

消費電力

－ ○ － ○ － ○ － ○

通常仕様 時間管理機能仕様

PUMPバルブ

LEAKバルブ

PUMPバルブ

WORKバルブ

LEAKバルブ

WORKバルブ

内蔵電磁弁制御（PUMP、LEAKの2カ所）

有り（WORK、PUMP、LEAKの3カ所）

カラータッチパネルLCD表示

カラータッチパネルLCD表示

タッチパネルLCD

タッチパネルLCD

通常仕様

時間管理機能仕様

ControllerVacuum
typeVCN/VCG真空一定装置

外部に制御機器不要!
真空ポンプ・容器に応じた微調整可能!
リーク機構によりガス圧制御にも最適!

VCG型はカラー液晶に!
時間管理機能仕様も仲間入り!

真空（ガス圧）をガッチリ制御！！



バキュームコントローラ｠VCN/VCGシリーズは、圧力センサ・制御用電磁弁・調整用バルブを一体化した汎用型の真空（ガス圧）一定装置です。
コントロールに必要な基本機能を備えたVCNシリーズと、操作性・機能性を追求したタッチパネルタイプのVCGシリーズの2種類があります。
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制御方法はモード切替SWにより2通りの制御方法が選択できます。
MODE Aはロータリーエバポレーターや真空（ガス圧）制御に適しています。
MODE Bは制御時間に幅をもたせています。たえずリークしている容器の真空制御に適しています。

�M�O�D�E�	�	A ……｠下図のような制御方法になります �M�O�D�E�	�	�	B ……｠下図のような制御方法になります
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PUMPバルブ、LEAKバルブ
を調節（流量を絞る）する

下図のように、WORKポートと減圧容器、PUMPポートと真空ポ
ンプを排気ゴム管等で接続します。LEAKポートは大気開放ある
いは置換ガスを接続します。
フロー図に基づき適正な減圧条件、または一定圧力のガス置換条
件において実験や作業が行えます。

小さな容器のコントロールに最適！

減圧容器の中の真空度（ガス圧）をコントロールする場合

コントロールする真空度（ガス圧）を決定する

真空ポンプで容器内を排気する

設定上限圧力に達するとPUMP弁を閉じる

設定下限圧力よりも低くなるとLEAK弁を開放し大気（ガス）を導入する

設定上限圧力よりも高くなるとPUMP弁を開放し容器内を排気する
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トラップ減圧容器
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大気開放
あるいは置換ガス接続
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一般使用例

特　長

●センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。
●リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。
●調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。
●大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。
●センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。

PUMP弁閉

用　途

真空蒸留 真空乾燥 真空濃縮 真空含浸 真空成型 真空置換 ガス圧制御

測定画面に切り換わります

5秒毎のサンプリング時間
（固定）になります

環境設定画面で設定した
グラフ表示最大値が表示されます

過去20分間の測定データを折れ線グラフで表示します

ポップアップキーボードにより、設定値の入力が容易です。 トレンドグラフ表示機能により、真空（ガス圧）制御状況の確認が出来ます。

ヒステリシス機能により、制御の安定性が増します。

接点出力を利用することで、大きな容器のコントロールにも応用できます。22

44

11 33

圧力測定ー値を表示します
環境設定画面で設定した、グラフ表示最大値が表示されます

数値部分にタッチするとテン
キーが表示されます
上限/下限設定値の入力を
行います

数値部分にタッチするとテン
キーが表示されます
上限/下限設定値の入力を
行います

環境設定画面で選択された制
御モード（A/B）が表示されます

コントロールON/OFFの
切り換えを行います

トレンドグラフ画面に切り換わります

置換画面に切り換わります

環境設定画面に切り換わります
メッセージを表示します

測定値のアナログバーグラフを表示します

VCGタイプの機能

圧力測定値を表示します
圧力一定制御の残時間を表示します

設定値登録画面で登録された
設定値_1/設定値_2の
選択を行います

制御「START/STOP」を行います
メッセージを表示します

設定値登録画面に切り換わります
数値部にタッチするとテンキーが表示されます
圧力一定制御を行う時間を入力します

メッセージ 排気中 制御中

圧力一定制御 ガス導入 時間拝気

HI設定値

大気圧
圧力

置換ガス圧

自動リーク中

時間管理機能仕様のみ

時間管理機能仕様  測定画面通常仕様  測定画面 トレンドグラフ表示画面 圧力の時間管理（イメージ）VCG VCG-T
■設定したい圧力値において時間管理制御が可能です　■制御できる圧力を2パターン設定できます時間管理機能仕様の特長
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