
鋳造部品の品質、空洞除外、およびその他の
特性は、鋳造時点の温度に著しく左右される
可能性があります。  そのため、金型に流し込
む液体金属の温度をモニタリングすることは、
製造プロセスに欠かせない重要な要素の一
つです。
高温で粉塵の多い、煙の充満する環境の影響
を受けることなく、液体金属の鋳込時の溶湯
の表面または液体金属槽表面に形成される
スラグやドロスの層の影響を受けずに、金属
の正確で信頼性の高い測定を提供するのは
困難です。
AMETEK Landは、各アプリケーションに最適
なパイロメーターとサーマルイメージング技
術に基づく非接触式システムを活用し、高精
度の液体金属測定を保証する、さまざまな専
門ソリューションを提供します。

液体金属
温度測定 

アプリケーションノート



液体金属の出湯は、非鉄金属、合金、鋼、鉄、アルミニウム、
銅、真鍮で使用するアプリケーションです。製品とプロセスの
品質を保証するためには、液体金属温度の正確な測定が必
要です。
これらを測定するために、取鍋内の液体金属に浸漬する熱
電対を使用することがよくあります。最終的な溶湯温度を得
るには、液体金属が金型に流し込まれる時点で温度を測定
する必要があります。熱電対を使用して、流し込まれる溶湯
を直接測定することはできませんが、非接触式パイロメータ
ーとサーマルイメージングを使用すれば、プロセスのこの時
点で金属温度を正確に読み取ることができます。

この時点と深度で熱電対を金属に浸すことで、液体金属の
平均温度をわずか数秒で取得できます。 
ただし、この測定法は、通常手作業で行うため、オペレータ
ーが高温で粉塵の多い、煙の充満する環境内で作業しなけ
ればならず、安全上の危険を伴います。
さらに、熱電対の読み取りは、整合性に欠ける場合がありま
す。熱電対測定を2、3回行った場合、2、3の異なる結果になる
ことが多く、精度に問題があります。
この技術のもう一つの欠点は、熱電対の浸漬する各先端部
を1、2回測定した後に交換しなければならないため、これら
の先端部が継続的な消費財となり、継続的なコストがかかる
ことです。

液体金属の出湯と鋳込
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液体金属の非接触式測定は、ハンドヘ
ルドポータブルパイロメーター、定置型
パイロメーター、またはサーマルイメ
ージャーを使用して行うことができま
す。これらの温度は、金属表面または出
湯/鋳込時の溶湯で測定します。
しかし、大気中に酸素が存在するため、
液体金属の表面に酸化物やケイ酸塩、
その他の不純物が生じ、スラグやドロ
スの層を形成します。これが金属の放
射率と温度に影響を及ぼすため、正確
な読み取りがより難しくなります。

さらに、スラグ層がより厚くなるほど、
液体金属の温度に比べ、表面温度がよ
り低くなります。
そのため、非接触温度測定では、金属
酸化物がほとんど含まれないか全く
含まれない金属表面を見ることのでき
る、液体金属アプリケーションをみつけ
ることが重要です。
液体金属を金型に流し込む際に、スラ
グやドロスを自動または手動でタップ
するプロセスは、このようなアプリケー
ションを提供します。サーマルイメージ
ャーまたはパイロメーターを使用して、 

通常、表面に薄い酸化物層 (酸化被膜) 
を持つ、溶湯の流れの温度を測定でき
ます。
これにより、液体金属が最終製品を製
造するための金型に流し込まれる際の
温度を確実に測定することができます。
これは硬化させる前の出湯/鋳込の鋳
造プロセスで液体金属の温度を測定
するための、最新の最も正確なポイン
トです。これは、文書化された追跡可能
な測定値を用いて、各出湯と部品ごと
に明確に割り当てられた、24時間7日
間の最も優れた品質評価と、金属製品
の冶金学的特性を提供します。

液体金属の非接触式測定
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このポータブル、ハンドヘルドパイロメーターは、1000
～2000℃ (1832～3632 oF) の液体の温度測定用に特別
設計されており、軽量かつ丈夫です。
使いやすく、簡単に位置を合わせて測定できます。ミリ秒
以内にデータを処理してリアルタイムの金属温度を提供
するメルトマスター モードも備えています。温度値は1秒
間に2回更新されます。
これは片手で操作できるため、ユーザーは安全レールに
つかまったまま、読み取りを行うことができます。トリガー
制御されたデータロギングにより、後で分析するために最
大9,999の読み取り値を内部保存することができます。
Cyclops C055Lは、BluetoothおよびUSB接続も可能で、デ
ータをコンピュータにダウンロードしたり、モバイルデバイ
スにライブストリームして分析と傾向評価を行うことがで
きます。Windows PCまたはAndroidモバイルデバイスで利
用可能なCyclops Loggerソフトウェアで補完されるこの製
品は、アプリケーションに関連するデータの保存と分析の
ためのルート管理を提供します。

AMETEK LANDの測定ソリューション
当社は、ポータブルまたは定置型のパイロメーターシステムとサーマルイ
メージングで、液体金属温度測定のための、最も幅広いソリューションを
提供します。

CYCLOPS C055L
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AUTO POUR パイロメーターシステム

プロセス AUTO POURシステム オプションのアクセサリ

注入シグナル (CMD)

注入温度

仕組み
出湯ごとの各温度は、次の出湯が完
了するまでの出口温度を与えます。

標準型の赤外線パイロメーターは、そ
れ自体では液体金属の流れの温度を
正確に読み取るには不十分です。安定
した正確な、信頼性の高い測定を保証
するには、専門の信号処理も必要です。
液体金属および鋳込時の溶湯の温
度を測定するための、パイロメーター
を用いた定置型温度測定装置、Auto 
Pourがこれを実現し、運用コストを削
減すると同時に、プロセスを改善しま
す。

このシステムの直接型非接触式連続
測定は、鋳造プロセスを妨げることな
く、溶湯が金型に流し込まれる時点で
の、最も正確な温度を提供し、モニタリ
ングと記録が可能になります。
その特別設計されたパイロメーター
は、変化する放射率と溶湯の流れの中
での温度読み取りの精度を高め、調整
可能なフォーカスとレンズ照準による
シンプルなアライメントを提供します。

アナログ、デジタル、およびアラーム出
力によるプロセス制御と、範囲外の金
属温度の自動通知、さらにグラフィック
表示と数値表示による温度のモニタリ
ングを提供します。
過酷な鋳造環境に耐えるよう設計され
た、 Auto Pourは、溶融金属の正確な24
時間7日間の連続モニタリングを提供
します。

高炉の出口
溶鉄は、混銑車または取鍋に移し、鋼に変換するプロセスに
輸送する前の、溶鉱炉を出る時点で温度を測定することが
重要です。  これは、上述のように、パイロメーターまたはサー
マルイメージングソリューションを使用して行うことが可能
です。

パイロメーターはポータブルまたは定置で使用可能で、特殊
なサーマルイメージャーがより広い視野を提供します。
どちらも、高温で煙の充満する粉塵の多い環境から影響を受
けないよう設計されており、連続24時間7日間の温度測定を
提供します。
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AMETEK Landのスラグ検出システム 
(SDS-640) は、スラグのキャリーオーバ
ーを正確に素早く検出するための実証
済みのソリューションです。これを使用
することで、工場は製品の品質を高め、
スラグのキャリーオーバーを減らし、オ
ペレーターの安全を改善することがで
きます。
困難な圧延環境にも耐えるよう特別
に設計された、このシステムは、煙や粉
塵、蒸気の中でも見通せる、3.9μmの波
長を用いて液体金属からスラグへの移
行を検出する、高解像度のサーマルイ
メージングカメラを備えています。
取鍋内のスラグが過剰なレベルになる
のを防ぐには、アラームがトリガーされ
た後、すぐに出湯を完了する必要があ
ります。　

IMAGEPro-SDS アプリケーションソフト
ウェアは、オペレーターにデータをリア
ルタイムで表示し、出湯プロセスに関
する情報に基づく決定を下し、取鍋か
ら一定量のスラグが流出し始めた場合
に、自動的に出湯プロセスを制御また
は停止できるようにします。
SDS-640を使用することで、各出湯終了
時のオペレーターの応答時間と一貫
性が改善されることが示されています。
　 その結果、従来のストリーム監視法
と比較して、スラグの深さは最大25%
削減されます。

出湯が開始すると、ストリーム識別アル
ゴリズムを備えたアプリケーション専
用ソフトウェアがそれを記録し、品質管
理用にデータログとグラフを生成しま
す。過酷な典型的設置環境における信
頼性の高い動作を保証するために、ス
トリームトラッキングメカニズムが組み
込まれています。
オペレータが定義した量を超えるスラ
グが発生すると、自動的にアラームが
トリガーされます。このシステムは装入
量に関わらず、オペレーターの介入を
必要とすることもなく、鉄鋼/スラグを
正確に確実に検知するように設計され
ています。

スラグ検出システム (SDS-640)

SDS - スラグ検知システム
高品質の金属と鋼の製造は、取鍋から
次の工程に移る出湯中、スラグのキャ
リーオーバーのレベルをいかに最低限
に抑えられるかにかかっています。スラ
グを低減することで、容器内の耐火物
の損耗を減らし、スラグを除去するため
の高価な添加剤の使用量を大幅に削
減することができます。 
従来の方法では、オペレーターが目の
損傷を防ぐために、汚れたマスクを着
用して、出湯を目視でモニタリングしま
す。しかし、この手法は、オペレーター
のスラグを素早くみつけて対応する技
能と経験に依存し、作業するオペレー
ターが異なる場合は、異なる結果にな
る可能性があります。同じオペレータ
ーが担当する場合でも、疲労、あるいは
蒸気や煙で視界が遮られるなどの因
子によって結果が左右される可能性が
あります。 

より新しいソリューションには、出湯口
の周りに誘導コイルを取り付けるもの
があります。スラグがキャリーオーバー
され始めると、流れの組成に従って誘
導場が変化し、コイル信号を用いてい
つ反転を開始すべきかを決定します。
効果的ではあるものの、コイルの寿命
は容器の寿命よりも遥かに短く、コイ
ルが故障した場合は、追加のダウンタ
イムが生じるか、手作業でのスラグ検
出に戻ることになります。 
最新のコイル設計は、よりモジュール
型で、より簡単に素早く交換できます
が、それでもコイルの故障から交換ま
での時間が生じ、関連する機器と作業
のコストが伴います。
ビジュアルまたはサーマルイメージン
グカメラがより信頼性の高いスラグ検
出手法を提供します。これらは非接触

式のため、磨耗することがなく、消耗品
のコストがかかりません。
光学検出器と赤外線検出器では、オ
ペレーターの目視よりも、信頼性と再
現性の高い結果を得ることができます
が、光学検出器は、蒸気や煙によって妨
げられる場合があります。
ただし、高度な中波長赤外線スペクト
ル フィルターサーマルイメージャーは、
大きな利点を提供し、このイメージャー
を使用することで、オペレーターは出
湯プロセス中に生じる煙と粉塵の中で
も、溶湯の流れを見ることができます。 
波長帯域が短いため、サファイア保護
ウィンドウなど、非常に耐久性のある光
学部品を使用することも可能です。
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NIR-656やNIR-2Kなどのサーマルイメー
ジャーは、液体金属の温度を測定する
ための、非常に効果的なソリューション
を提供します。
パイロメーターは測定値のピークピッ
キングとデータ処理を頼りに、真の温
度を決定しますが、サーマルイメージ
ャーは、多数のピクセルと、追加のデー
タ処理時間機能およびアルゴリズムを
使用して、鋳込時の溶湯の流れを測定
します。
鋳込時の溶湯の流れは、定置型のシス
テムで測定できる同じ位置に常にある
とは限らないため、この場合はサーマ
ルイメージャーがより効果的です。
NIR -656 およびNIR-2K は高解像度の
完全な放射赤外線イメージングカメラ
です。1 µmの波長で、最大300万ピクセ
ルのピクセル解像度により、リアルタイ
ムで連続したブ高解像度の熱画像を
生成するように設計されています。 
これらは600～1800℃ (1112～3272 °F) 
の範囲での温度測定が可能で、高温で
煙の充満する環境の影響を受けること
なく、高解像度の画像と温度読み取り
を提供します。 

NIR-656を使用することで、オペレー
ターは324,064個のピクセルのいず
れからでも測定でき、一方、NIR-2Kは
2,896,896-ピクセルの画像を提供しま
す。 
ギガビットのイーサネット接続を通じた
24時間7日間対応と、自動アラーム出
力で、液体金属の出湯温度の効果的な
連続モニタリングが可能です。
高度なIMAGEProソフトウェアは、包括
的なプロセスモニタリング、連続測定、
分析とデータ取得を提供します。プロ
セス制御システムと工場ネットワーク
へのアナログおよびデジタルの双方向
接続が可能です。

鋳込み温度の測定
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ここからカタログをダウンロードしてください: WWW.AMETEK-LAND.COM

200 to 3000 °c / 392 to  5432 °fi

CYCLOPS L
A FAMILY OF HIGH PRECISION PORTABLE  
NON-CONTACT PYROMETERS

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

800 to 1800 oC / 1472 to 3272 oFi

SDS
SLAG DETECTION SYSTEM

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

AUTO POUR
PYROMETER SYSTEM FOR
LIQUID METALS IN THE FOUNDRY 

600 to 1600 oC / 1112 to 2912 oFi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

当社グローバルサービスセンターは、お客様のシステムから最高のパフォーマンス
を確実に引き出すアフターサービスを提供します。これには、技術サポート、認定、
校正、試運転、修理、サービス、予防メンテナンス、およびトレーニングが含まれま
す。当社の熟練技術者/エンジニアがお客様の現場に立ち会い、予定されたメンテ
ナンススケジュールを実施したり、緊急故障を修理したりします。

当社の液体金属温度測定用ソリューション
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インドで適用
証明書番号 CC-2041

英国で適用

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

お問い合わせ

SDS AUTO POUR

プロセスイメー
ジング 定置型SPOTサーモメーター  

CYCLOPS L NIR-656 & NIR-2K

ポータブル プロセスイメー
ジング

米国で適用


