
再加熱炉は、成形済みの金属を圧延、押出、又は鍛造に適した温度に加熱します。 品質を最
適化し、無駄を減らすためには金属全体の温度を均一にする必要があります。これには、正
確な温度監視が必要です。
また、適切な温度測定は金属の熱履歴を得るための重要な鍵であり、それにより大幅なエネ
ルギーコストの削減と、信頼性の高い冶金と表面スケーリングの最小化を実現します。
これらを実現するために最も効果的かつ正確な方法は、サーマルイメージングです。

金属再加熱炉における 
温度測定
アプリケーションノート



バッチ式再加熱炉は、一般的に鍛
造作業で使用されます。鍛造作業で
は、密度と強度を向上させるために
ハンマーで鋼材を叩きます。
もし、金属がある温度まで低下する
と、鍛造機械に損傷を与え、鍛造品
質に悪影響を及ぼす可能性が生じ
ます。この場合、鋼材を再度、バッチ
再加熱炉に戻して鍛造に必要な温
度に熱することが必要となります。 

鋼材は再加熱されるとすぐに、鍛
造工程に送られます。このような加
熱、鍛造、再加熱炉での加熱のプロ
セスは鍛造工程において何度か繰
り返されます。
鍛造工程を継続させるためには鋼
材全体の温度が正確になるような
一定した温度での加熱が必要です。

バッチ式再加熱炉
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ほとんどの製鉄所及び金属鍛造は
スラブまたはビレットを再加熱炉で
均一な温度に熱してから圧延機及
び鍛造プレスに送られます。
再加熱炉は大きく分けて二つの方
式があります。連続式とバッチ式で
す どちらの方式においても、さまざ

まな加熱方法がありますが、最も一
般的な加熱方法は、天然ガス/メタ
ン、又は天然ガスの酸素富化燃焼
のいずれかとなります。

再加熱炉



連続再加熱炉は、単純なプッシャー
炉（新しい材料が加熱炉に投入さ
れるたびに既に炉内にある材料が
順次外に押しだされる）から、より
高度なウォーキングビーム型加熱
炉に進化しました。
ウォーキングビーム型加熱炉は、よ
り安定した加熱温度を共有するこ
とで、最終製品の品質をさらに向上
させます。
通常、連続再加熱炉は熱間圧延機
で使用されます。スラブ又はビレッ
トは、炉の冷却端に装填され、予

熱、加熱、ソーキングゾーンを通過
した後、圧延のために排出されま
す。
このシステムでは、予熱ゾーンは材
料を温め、次に加熱ゾーンが材料
を加熱します。材料がソーキングゾ
ーンを経て、加熱炉から排出される
際には材料全体に均一な温度分布
が得られます。
このシステムの目的は材料が炉内
を通過する際の熱履歴を厳しく管
理することにあります。

燃料効率を最善にするため、材料
が加熱炉から排出される直前に材
料を最適な温度とする必要があり
ます。
しかし、多くの場合、特に余熱ゾー
ンにおいて鋼はすぐに加熱される
ため、燃料効率が非常に悪くなり、
結果、燃料コスト増加の原因となり
ます。また、鋼の冶金にも影響を与
え、表面スケーリングを増加させる
ことになります。

連続再加熱炉
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通常、鉄鋼の熱間圧延シス
テムの再加熱炉では、鋼の

温度を常温から1200 ℃に
上げる必要があります。

アプリケーション
ノート 
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通常、熱電対は温度を計測するため
に、炉の天井や壁に取り付けられて
いました。  炉内温度はこれらの測定
値により制御されていました。
しかし、熱電対は材料の温度（炉を
通過する金属の温度）は測定しませ
ん。代わりに炉内の空気とその周り
の温度を測定し、数学的な加熱モデ
ルを利用し材料温度を算出します。
この伝統的で “盲目的“な温度プロフ
ァイリング手法は鋼材が炉内で規則
的に流れると仮定した上で成り立っ
ており、それにより鋼材のおよその表
面温度とバルク温度を導き出します。
しかし、金属が炉内をスムーズに流
れない場合や、炉内の環境条件が変
化した場合、この手法では温度の予
測が非常に困難なものとなります。

また、異なるサイズや放射率の材料
が混ざった場合でも同様に温度予測
が困難になります。
よって、これらの課題を解決するため
には高度な温度算出モデルが必要
となります。
また、熱電対による温度測定にはこ
れ以外の問題もあります。熱電対は
定期的にチェックし、性能が求めら
れる仕様を満たさなくなった場合や
熱電対自体が破損した場合には交
換が必要になります。あるいは熱電
対の周りの保護シースが熱電対の膨
張、収縮により破壊されるため、熱電
対は頻繁に交換を必要とします。
さらに、高温環境での長期間利用に
より、熱電対の先端が変化し、測定精
度が低下します。これは熱電対の先

端の合金がお互いに融合することで
発生します。
一部のオペレーターは、金属を通常
よりも高く加熱し、またソーキングゾ
ーンに通常よりも長く浸すことで、こ
の測定精度劣化の問題を相殺させよ
うとすることがあります。
これは金属を炉で再度加熱するより
も理想的な方法だと考えられてい
ます。
しかし、この方法は燃料の無駄を発
生させると同時に製品の冶金特性に
も影響します。また、表面スケーリン
グ増加の原因にもなります。

従来の温度測定手法
サーモカップル（熱電対)



炉内測温用放射温度計 (FTS)
2つのセンサーを使用することを前提に設計された炉内測温用放
射温度計(FTS)は、再加熱炉内の鋼材の正確な温度測を継続的に
提供し、大幅な運用コスト削減を可能にします。 
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従来の温度測定手法

典型的な連続再加熱炉 – 断面図

赤外線パイロメーターとも呼ばれる非
接触放射温度計は、材料の温度を直
接測定するために長年使用されてき
ました。

放射温度計で計測される値は、鋼材自
体からの放射エネルギーと、鋼材に反
射した炉壁からの放射エネルギー(背
光)の合計値です。正しい鋼材の温度
を決定するには、炉の背光温度を測定
し、その影響を放射温度計の測定値か
ら差し引く必要があります。

熱電対は背光温度を測定するために
利用されます。AMETEK LANDの炉内
測温向け放射温度計(FTS)は二次入力
機能を標準で備えたSPOT温度計と同
様に、この測定を提供します。

一度、正しい放射温度計システムが選
択されれば、材料の正確な温度測定が
可能となり、それは製品の品質向上と
燃料コストを削減するために有効な炉
内監視モデルの構築を可能とします。

この方法の欠点は、放射温度計が単一
のスポットしか測定しないことです。

そのため、測定スポットが既知の位置
にある場合での利用に制限されます。
また、金属表面の小さな範囲内で計測
が可能です。表面全体の温度画像は得
られません。

製品は予熱、加熱、ソーキングゾーンを通過してから、圧延工程に排
出されます。

投入口

バーナー

ソーキングゾーン

スラブ,
インゴット,

ビレット,
チューブ 

予熱ゾーン 加熱ゾーン

排出口

放射温度計は1つのスポットの
みを測定しますが、NIR-B炉内
監視システムは324,000のラ
イブデータポイントの任意の
場所を測定可能です。

放射温度計

アプリケーションノ
ート 

炉内測温用放射温度計（FTS）は再加熱炉の用途に特別に設計されており、ガス燃焼炉と石油燃焼炉に適してい
ます。FTSはAMETEK ランドの最先端の赤外線測定技術により、鋼材と背光温度の両方を測定します

高度なLandmark Graphic MKIIシグナルプロセッサと連動することで、炉内の高温の二酸化炭素(CO2)及び水
蒸気(H2O)の影響を回避しながら、正確な火炉負荷温度を高精度で提供します。
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サーマルイメージング
製品品質の要求の高まりに伴い、企業
は材料全体の温度測定を可能とする熱
画像システムの導入を進めています。 
製品品質をより高めるために必要なの
は、単一のスポット温度を測定するので
はなく、製品全体の温度が均一である
かどうかを知ることです。
これらのシステムは非常に詳細な熱画
像により、材料の正確な温度を視覚的
に提供します。
測定ポイント、関心領域、及びプロファ
イルを構成して、映像内の複数のターゲ
ット上の複数の領域を測定できます。 
このようにして、熱画像カメラは、量、サ

イズ、および炉内の位置が異なる鋼材
の測定を可能にします。
熱画像カメラは再加熱炉から製品が排
出される時点で製品全体を測定し、測
定に異常がないかを特定します。また、
ライブ画像も取得でき、これは他の温度
管理手法に比べて大きなアドバンテー
ジとなります。
例えば、ビレットを再加熱する場合、加
熱は正常でも炉内のビレットの移動を
妨げる可能性のある曲がった端部（フッ
ク付きビレットとして知られている）が
発生するケースがあります。
ライブ画像により、オペレーターはこの

問題を特定し、炉内からビレットを取り
除くことで、二次的な問題の発生を防止
することが可能となります。また、製品
の品質に影響を与える表面特性の問題
の検出もサポートしています。
従来型の熱画像カメラは、カメラ視野を
確保するために炉壁に大きな穴を空け
る必要があります。その結果、その大き
な穴から熱が無駄に炉外に逃げてしま
い、燃料コストの増加につながるほか、
その熱がカメラ本体にも損傷を与える
可能性もあります。その上、カメラの頻
繁なクリーニングとメンテナンスが必要
で、システムエラーの原因にもなります。

排出口に近づくビレット 排出口に近づくビレットの側面
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正確な高温度測定
短波長センサー
専用ソフトウェアパッケージ
高い水冷性能
優れたエアパージ
2年間の製品保証

最適なプロセス制御
使いやすく、設置が簡単
放射率の変化に対しても安定した測温
高い温度測定環境においても低いランニングコスト
ほこりの影響を受けにくい光学システム、最小の計器用空
気の消費
高信頼性

特色 利点

次世代の炉内監視システム: NIRボアスコープ
AMETEK Land の炉内監視システム (NIRボアスコープ)は、炉
内の広角ビューを可能とする炉壁貫通型ボアスコープ光学
系を備えています。これにより、炉壁には非常に小さな挿入
口を開けるだけで装置の設置、利用が可能となり、熱損失が
大幅に削減され装置の損傷も防ぎます。
炉内監視システム NIRボアスコープ (NIR-B)は、炉内温度
1600 oCの条件でも耐えることができ、炉の背光放射に対す
る二次温度入力も備えています。これにより、システムは背光
の反射の影響を相殺することができ、正確な材料の表面温

度測定を実現します。
炉内監視システム NIRボアスコープ (NIR-B)は、インストール
されると、24時間継続的に監視を行います。システムからの
監視情報は制御システムに出力され、オペレーターはライブ
画像から再加熱処理を監視できます。
炉内監視システム NIRボアスコープ (NIR-B)はリアルタイム
の正確なプロセスコントロールを自動ファイルアーカイブと
温度データ保存機能により提供します。これにより、品質管理
とプロセス改善の両方をサポートします。

• エネルギー節約による燃料使用量の削減 

• スループット向上により、ダウンタイムを削減

• 歩留りを改善し、炉の温度を下げることで炉の長寿命
化に貢献

• 下限温度を満たさない材料による後工程の機械の損
傷を保護。

炉内監視システム NIRボアスコープ (NIR-B)から得られる情報により、製品の予熱、加熱、ソーキ
ングを正確かつ適切な時間で行うことができます。

炉内監視システム NIRボアスコープ(NIR-B)の設置例

NIR BORESCOPE



NIRボアスコープに関する文献のダウンロードはこちらからWWW.AMETEK-LAND.COM

AMETEK LAND の金属再加熱炉向けソリューション:

放射温度計 SPOT
非接触式で高性能な固定スポ
ット赤外線放射温度計

FTS - 炉内測温用放射温度計

NIR ボアスコープ (NIR-B)

まとめ
炉内監視システム NIRボアスコープ（NIR-B）は金属再加熱炉に利用されている従来の
放射温度計に比べて、さまざまな利点があります。
NIRボアスコープ :

これにより、NIRボアスコープ(NIR-B)は、従来の単一のポイントを測定する放射温度計や熱電対に
よる温度測定よりも遥かに大きな利点を提供します。 

NIRボアスコープ (NIR-B)の熱画像カメラは、金属材料全体の温度を極めて正確に測定することに
より、コスト削減と製品の品質向上に大きなメリットをもたらします。

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

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °Fi

NIR 
BORESCOPE
THERMAL IMAGING SOLUTIONS 

再加熱炉の負荷温度を継続
的に測定するために設計さ
れた2センサー温度監視シス
テム。

炉内の温度プロファイルを測
定するために設計された、短
波長放射赤外線ボアスコープ
イメージングカメラ。

異なる環境にある複数の対象物の同時測定が可能 

金属材料全体の温度プロファイルを測定

炉の熱損失を最小化 – 炉壁の小さな穴からカメラの挿入が可能

24時間365日稼働の制御、監視システムに簡単に構築可能
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