SPOT
高精度高温計

SYSTEM 5ファミリー製品

i

50～1800 °C / 122～3272 °F

高 品 質 な カ ス タマ ー ソリュ ー ション

スポット
高精度高温計
AMETEK LANDは正確な計測装置を1947年から製造
しています。

当社は、非接触式温度測定および燃焼モニタリングを専門に扱う企業です。
製鋼
およびガラス製造、発電、セメント製造といった様々な産業への応用をご提供して
います。

2006年以来、AMETEKのプロセス分析機器部門の一部として、世界的なAMETEK
の販売およびサービスチームがお客様に製品やサービスをご提供しています。
非接触の温度測定の正確性、柔軟性、使い勝手の良さ
を実現するために、SPOTは最新テクノロジを使用して
います。

SPOTでは、1台の装置にイーサネット、Modbus TCP、画
像ストリーミング、
アナログ出力、
アラーム出力が組み込
まれており、
オペレータは、
それらすべてを簡単に利用で
きます。
高温計の表示や設定は、背面ディスプレイおよび
リモートのウェブブラウザまたはSPOTViewerソフトウェ
ア経由で行うことができます。
標準ボディモデルは、焦点
アシストを使用して、緑色の特許取得済み* LEDを点滅さ
せます。100モデルおよび160モデルは、測定スポットの
サイズおよび位置を確認するために、赤色LEDを使用す
る光ファイバのバリエーションを提供します。

SPOTは、高度な統合処理機能を持
つように設計された、革新的なスタ
ンドアロン高温計です。
機能

機器の設置場所で1人で設置

業界標準の4〜20mAの直線
温度アウトプット

アダプタを用いた柔軟な設計により、
簡単な設置および従
来の高温計の容易な置き換えができます。SPOTは、
既存
の固定式スポット高温計との互換性を保つように設計され
ています。

専用ソフトウェアによって、使い易さが向上します。
AMETEK Land SPOTServerソフトウェアは、
最大40台の異な
るSPOT高温計の設定、
表示、
データ記録が可能な価値の
高いオプションです。複数のユーザにおけるセキュリティ
を確保するために、多くのアクセスレベルを利用で
きます。
データの記録頻度、
ファイルサイズ、保
存場所やアーカイブ場所のすべてが
設定できます。
SPOTServerは、高
度なプロセス制御システム
のない、小規模運用に最適
な選択肢です。

利点
ローカルな表示および設定。制御室に2人目の作業者は不要です

また、以下も含みます。
0～20mA、4～20mA、CMD Out relay、
イーサネット
(TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)

ソフトウェア 	ウェブブラウザ、
ウェブサイトからの単一単位FOCのためのSPOTViewer、
およびSPOTServerは、複数のSPOT高温計のリモート表示およびデータ
ロギングを提供します。
パスワードアクセス	
無許可の変更を防止
Modbus TCP

丈夫なサファイヤ保護ウィンドウ

広く普及しているイーサネット上の産業用プロトコル

傷や溶媒に強く、柔らかい布で簡単に清掃可能 (標準ボディのみ)

単一センサソリューション	
お客様のPLCまたはDCSシステムでの使用に最適です。別途プロセッサ
を必要としません。小規模から大規模な組織まで、簡単に設置できます

測定場所の選択	
光ファイババリエーションは、
その小型光学ヘッドによって設置場所の選
択肢が広がります。 これらは、
アクセスできない場所、高レベルのRFIが
ある場所、または水冷が許可されない可能性がある高い周囲温度環境
に理想的です。
* 特許出願中

スポット 高温計
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スポット
高精度高温計

仕様および設計

単色高温計

M100、M160、
およびM210標準ボディ
Mシリーズ高温計の測定範囲は500〜1800°C / 932
〜3272°F、
250〜1600°C / 482〜2912°F、
50〜1100°C / 122
〜2012°Fです。
実績のある信頼性の高い電子機器および
精密な光学システムを組み合わせることで、
正確で再現
性のある温度測定を実現する高温計が実現します。

光ファイババリエーション

M100、M160、R100、
およびR160
MシリーズおよびRシリーズの光ファイババリエーション
は、同じ温度範囲および波長で測定します。柔軟な光フ
ァイバのライトガイドを使用することにより、光学ヘッド
を好ましくない環境に設置し、検出器および電子部品を
数m離れたそれほど過酷ではない環境に設置すること
ができます。
光ファイバのバリエーションの使用は、高いFRIを有する
領域または水冷方式が許容されないであろう高い周囲
温度環境において、
アクセスできない標的の測定を可能
にします。

マ ウ ント お よ び アク セ サ リ

AMETEK LANDは、SPOT高温計用のさ
まざまなマウントおよびアクセサリを提
供しています

SPOTは、既存の固定式スポット高温計との互換性を保つよ
うに設計されています。利用可能なすべてのマウントおよ
びアクセサリを見るために、当社のSPOT マウントおよびア
クセサリ パンフレットを見
てください。
特定の業界や設置に適し
たマウント、
ブラケット、ケー
ブル、その他のアクセサリ
の選択に関する具体的な
ご注
推奨事項については、
文前にAMETEK Landのセー
ルスマネージャーまたは担
当者にお問い合わせください。

スポット高温計

先進の高温計

SPOT R100、R160およびR210には、設定メニューから選
択可能な異なる動作モードがあります

1 :	比率 - 両方の検出器からの信号を組み合わせた比率信号
R100: 550～1800 oC / 1022～3272 oF
R160: 550～1600 oC / 1022～2912 oF
R210: 125～1100 oC / 257～2012 oF		

2 :	モノ 1 - 検出器1からの信号のみ

R100: 550～1800 oC / 1022～3272 oF
R160: 550～1600 oC / 1022～2912 oF
R210: 125～1100 oC / 257～2012 oF

3 : モノ 2 - 検出器2からの信号のみ
4:

R100: 400～1800 oC / 752～3272 oF
R160: 250～1600 oC / 482～2912 oF
R210: 125～1100 oC / 257～2012 oF
マルチ - 低温では単波長を、
高温では比率信号を使用して温度範囲を拡大します
R100: 400～1800 oC / 752～3272 oF
R160: 250～1600 oC / 482～2912 oF
R210: 125～1100 oC / 257～2012 oF

5 : デュオ - 低温では検出器2、高温では検出器1を使用し、

その間では両方を使用します
R100検出器1: 800～1800 oC / 1472～3272 oF
R100 移行:
700～800 oC / 1292～1472 oF
R100 検出器 2: 400～700 oC / 752～1292 oF
		R160 検出器1: 800～1600 oC / 1472～2912 oF
		R160 移行:
700～ 800 oC / 1292～1472 oF
		R160 検出器2: 250～700 oC / 482～1292 oF
		R210 検出器1: 300～1100 oC / 572～2012 oF
		R210 移行:
200～300 oC / 392～572 oF
		R210検出器2: 125～200 oC / 257～392 oF

S P O Tメ ニュー
ローカルユーザイン
タフェース

ローカル画像表示
(標準ボディのみ)

柔軟な設計により、SPOT R100、R160または210は多くの温
度測定シナリオに適用できます。

材料またはプロセスのパラメータが変わっても、同じ機器
を使用し続けることができます。
古いセンサからSPOTの型
式に柔軟かつ簡単に更新できます。既存のマウントおよび
アクセサリを使用することで、簡単に取り付けや設置ができ
ます。

1: TTL(THROUGH-THE-LENS)統合カメラ
低輝度および高輝度環境でのターゲット調整と確
認が容易(標準ボディのみ)
1
4

5

2

3: 信号処理
すべての処理機能をSPOTに統合。
他のプロセッサ
ーユニットは不要

3

6

2: 特許取得済み*の明滅する高輝度LED照準
視認しやすいパターンを用いた標的サイズおよび
位置の表示。
レーザーの安全性要件不要。
光ファ
イババリエーションでは手動焦点による赤色LED
サークルを使用

4: 高品質の光学系
丈夫なサファイアガラス製保護ウィンドウを備え、
正確な照準と高品質な測定を実現(光ファイバの
バリエーションでは使用不可)
5: 統合ウェブサーバ
任意のウェブブラウザからリモートで調整と読み
取りが可能

7

6: 背面ディスプレイとコントローラ
簡単なメニュー選択による対象物の表示、温度表
示、
および設定。
他のソフトウェアは不要
7: 電源オプション
Power over Ethernet または 24～30 V DC
8

8: 光ファイバのバリエーション
光ヘッドおよび柔軟性のある光ファイバ
(210モデルでは使用不可)

SPOTVIEWER

SPOTViewerは、SPOT高温計からのデータの接続、設
定、表示、
およびアクチュエータによるグラフのスキャン
を可能にする、PCベースのユーティリティです。
業界をリ
ードする最新のシングルポイント高温計とシームレスに
連携するよう、特別に開発されました。

一般的な用途
標準

光ファイバ

熱間圧延機

ポリシリコン

熱処理

セメント

鉄および鋼
金属鍛造
浸炭

プラズマ窒化

連続亜鉛メッキライン
* 特許出願中
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熱処理
鍛造
鋼

誘導加熱

スポット
高精度高温計

仕様

測定範囲:

視野
(エネルギーの
90%):
検出器タイプ:

ディスプレイ:
設定:
照準画像:
焦点範囲:
LEDターゲティング:
マウント:
不確実性:
再現性:
解像度:
ノイズ:
防塵・防水規格:
応答時間:

インタフェース:
処理
機能:
電源要件:

ソフトウェア:
言語:
周囲温度範囲:
入力:
出力:
保証:

R100

R100 F.O.

200:1

100:1、利用可能な3
つの長さのライトガ
イド

550～1800 oC /1022～3272 oF (比率)
400～1800 oC /752～3272 oF (総体)

R160

R160 F.O.

200:1

100:1、利用可能な3
つの長さのライトガ
イド

550～1600 oC /1022～2912 oF (比率)
250～1600 oC /482～2912 oF (全体)

R210

125～1100 oC /
257～2012 oF
60:1

中波長比率、
検知器 1: 2.1 µm、
検知器 2: 2.4 µm
ローカルおよび
ローカルディスプ
ローカルおよび
ローカルディスプ
ローカルおよび
画像ストリーミング
レイ
画像ストリーミング
レイ
画像ストリーミング
高温計インタフェースを使用してローカルまたはリモート(ウェブサーバまたはSPOTViewerを使用)で設定。
放射率、
モ
ード、電流出力範囲、
アラームロジックによる出力としきい値、
ネットワーク設定、焦点およびLED、言語およびユーザ
名(焦点およびLEDは標準ボディのみ)
ローカルディスプレ
ローカルディスプレ
ローカルディスプレ
イおよびリモートキ
利用不可
イおよびリモートキ
利用不可
イおよびリモートキ
ャプチャ
ャプチャ
ャプチャ
300 mm～
300 mm～無限大、
ロ
300 mm～無限大、
ロ
100 mm～500 mmの手
100 mm～500 mmの手
無限遠、
ローカルま
ーカルまたはリモー
ーカルまたはリモー
動調整
動調整
たはリモート調整
ト調整可能
ト調整可能
特許取得済*パルス
特許取得済*パルス
特許取得済*パルス
赤色サークルLED
赤色サークルLED
緑色LED焦点パターン
緑色LED焦点パターン
緑色LED焦点パターン
幅広いマウントおよびアクセサリが利用可能 - 取り付け具およびアクセサリのパンフレットまたは当社ウェブサイト
をご覧ください
モノおよびデュオ:
モノおよびデュオ:
モノおよびデュオ:
モノおよびデュオ:
モノおよびデュオ:
±0.25%Kまたは2K**
±0.25%Kまたは2K**
±0.25%Kまたは2K**
±0.25%Kまたは2K**
±0.25%Kまたは2K**
比率またはマルチ:
比率またはマルチ:
比率またはマルチ:
比率またはマルチ:
比率またはマルチ:
±0.5%Kまたは5K**
±0.5%Kまたは5K**
±0.5%Kまたは5K**
±0.5%Kまたは5K**
±0.5%Kまたは5K**
o
<1 C
0.1 oC
<0.5 oC RMS**
IP65
15ミリ秒～10秒で調
1ミリ秒～10秒で調整可能
整可能
0～20mA DCまたは4～20mA DC、Digital CMD InおよびCMD Out、
イーサネット (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、TCMP)
短波長比率、
検知器 1: 1.0 µm、検出器 2: 1.2µm

短波長比率、
検知器 1: 1.0 µm、検出器 2: 1.5 µm

最大値/最小値検出、
アベレージャ、
モードマスタ、
コマンド入力サンプリング、
コマンド出力アラーム

Power overイーサネットまたは24～30V DC
任意のウェブブラウザ上でのライブ構成および温度表示。データロギング、
リアルタイムデータおよび履歴データ
の傾向分析、
さらにリモート画像キャプチャ、複数の機器の制御を備えたオプションのSPOTViewerソフトウェア(画像キ
ャプチャは光ファイバのバリエーションでは利用できません)。
複数のSPOT高温計で使用できるSPOTServerソフトウェア。
複数言語選択機能を内蔵: 英語、
ドイツ語、
フランス語、
イタリア語、
スペイン語、
ポルトガル語(ブラジル)、日本語、中国語(簡体字)、韓国語、
ロシア語、ポーランド語
5～60 oC指定、0～70 oC
光学ヘッドまで
光学ヘッドまで
5～60 oC指定、0～70 oC
5～60 oC指定、0～70 oC
冷却が必要になる前 200 oC / 392 oF 冷却が必 冷却が必要になる前 200 oC / 392 oF 冷却が必 冷却が必要になる前
の操作
の操作
の操作
要になる前
要になる前
24V DC CMD In、
イーサネット (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)
0～20 mA、4～20 mA、CMD Outリレー、
イーサネット (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)
36か月

*特許出願中**5〜95％の範囲で仕様内の測定

スポット 高温計

仕様
M100

測定範囲:

視野
(エネルギーの
90%):
検出器タイプ:

ディスプレイ:
設定:
照準画像:
焦点範囲:

LEDターゲティング:
マウント:

不確実性:
再現性:
解像度:
ノイズ:
防塵・防水規格:
応答時間:

インタフェース:
処理
機能:
電源要件:

ソフトウェア:
言語:
周囲温度範囲:

入力:
出力:
保証:

500～1800 C /
932～3272 oF
o

200:1

M100 F.O.

500～1800 C /
932～3272 oF
o

100:1、利用可能な3
つの長さのライトガ
イド

M160

M160 F.O.

250～1600 oC /482～2912 oF
200:1

100:1、利用可能な3
つの長さのライトガ
イド

M210

50～1100 oC /
122～2012 oF
60:1

単波長1.0µm検出器
単波長1.6µm検出器
単波長2.3µm検出器
ローカルおよび
ローカルディスプ
ローカルおよび
ローカルディスプ
ローカルおよび
画像ストリーミング
レイ
画像ストリーミング
レイ
画像ストリーミング
高温計インタフェースを使用してローカルまたはリモート(ウェブサーバまたはSPOTViewerを使用)で設定。
放射率、
モ
ード、電流出力範囲、
アラームロジックによる出力としきい値、
ネットワーク設定、焦点およびLED、言語およびユーザ
名(焦点およびLEDは標準ボディのみ)
ローカルディスプレ
ローカルディスプレ
ローカルディスプレ
イおよびリモートキ
利用不可
イおよびリモートキ
利用不可
イおよびリモートキャ
ャプチャ
ャプチャ
プチャ
300 mm～
300 mm～
300 mm～
100 mm～500 mmの手
100 mm～500 mmの手
無限遠、
ローカルま
無限遠、
ローカルま
無限遠、
ローカルま
動調整
動調整
たはリモート調整
たはリモート調整
たはリモート調整
特許取得済*パルス
特許取得済*パルス
特許取得済*パルス
赤色サークルLED
赤色サークルLED
緑色LED焦点パターン
緑色LED焦点パターン
緑色LED焦点パターン
幅広いマウントおよびアクセサリが利用可能 - 取り付け具およびアクセサリのパンフレットまたは当社ウェブサイト
をご覧ください
±0.25%Kまたは2K**
±0.25%Kまたは2K**
±0.25%Kまたは2K**
±0.25%Kまたは2K**
±0.25%Kまたは2K**
<1 oC
0.1 oC
<0.5 oC RMS**
IP65
10ミリ秒～10秒で調
1ミリ秒～10秒で調整可能
整可能
0～20mA DCまたは4～20mA DC、Digital CMD InおよびCMD Out、
イーサネット (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、TCMP)
最大値/最小値検出、
アベレージャ、
モードマスタ、
コマンド入力サンプリング、
コマンド出力アラーム

Power overイーサネットまたは24～30V DC
任意のウェブブラウザ上でのライブ構成および温度表示。データロギング、
リアルタイムデータおよび履歴データ
の傾向分析、
さらにリモート画像キャプチャ、複数の機器の制御を備えたオプションのSPOTViewerソフトウェア(画像キ
ャプチャは光ファイバのバリエーションでは利用できません)。
複数のSPOT高温計で使用できるSPOTServerソフトウェア。
複数言語選択機能を内蔵: 英語、
ドイツ語、
フランス語、
イタリア語、
スペイン語、
ポルトガル語(ブラジル)、日本語、中国語(簡体字)、韓国語、
ロシア語、ポーランド語
5～60 oC指定、0～70 oC
光学ヘッドまで
光学ヘッドまで
5～60 oC指定、0～70 oC
5～60 oC指定、0～70 oC
o
o
o
o
冷却が必要になる前 200 C / 392 F 冷却が必 冷却が必要になる前 200 C / 392 F 冷却が必 冷却が必要になる前
の操作
の操作
の操作
要になる前
要になる前
24V DC CMD In、
イーサネット (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)
0～20 mA、4～20 mA、CMD Outリレー、
イーサネット (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)
36か月

*特許出願中**5〜95％の範囲で仕様内の測定
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SPOT

高精度高温計

SPOTSERVER

業界をリードする最新のシングルポイント高温計と
シームレスに連携するよう、特別に開発されました。
SPOTServerの簡単な設置とは、
オペレータがAMETEK
LandのSPOT範囲のどの高温計のデータも、迅速に接
続、設定、確認できることを意味します。

AMETEK Land SPOTServerソフトウェアは、SPOT Viewer
の機能に基づいて構築されており、複数のSPOT高温計
からのデータの保存および分析が可能です。

柔軟なユーザインタフェースは、最大40個の高温計から
のデータを、
ユーザが同時に表示し分析することを可能
にします。ユーザは、適時にSPOT内蔵カメラの画像に
アクセスできます。

各高温計は、以下のそれぞれの保管間隔を自由に定義
し、別々に設定できます。
1: 		 目標温度
2: 検出器1の温度
3: 検出器2の温度*
4: 周囲温度
5: 放射率 / 曖昧さ*

保管トリガを使用すると、重要なイベントを記録し、
デー
タを保存する方法および時期を管理するためのカスタ
ム基準を定義できます。
データは、Microsoft SQL、XMLテ
キストファイル、
または.csvファイルに保存できます。
Microsoft SQLは、複雑なデータクエリおよびプラントデ
ータの統合とレポート作成の可能性をサポートするデ
ータベースアーカイブを提供します。

* R100、R100F.O.、R160、R160 F.O、
およびR210モデルでのみ使用可能です。

当社は次のようにこれを提供いたします。
• お客様の機器のメンテナンスを積極的に
行い、可用性の最大化。
• お客様特有のご希望のために、
ソリューシ
ョンを最適化。
• 製品およびアプリケーションの専門家へ
のアクセスを提供し、ユーザのスキルを
向上。

AMETEK LandのAMECareパフォーマンスサービ
スは、
お客様の機器の耐用期間内において最高
の性能および投資に対する、最大限のリターンを
お約束します。

AMETEK Landのグローバルサービスネットワーク
はほかにはないアフターセールスサービスを提供
し、
お客様の AMETEK Land製品から最高のパフォ
ーマンスおよび価値を得ていただくことをお約束
いたします。
当社の専門サービスセンターチームお
よびオンサイト(現場内)技術者は試運転、
メンテナ
ンスおよびアフターセールスサポートの最高基準
を提供できるように、研修を受けています。

ALUMINUM APPLICATIONSについては、SPOTおよびSPOT AL EQSに関する他の文献を参照してください。
SPOTal eqs

ALUMINIUM APPLICATIONS PYROMETER
FOR EXTRUDERS AND ROLLING MILLS

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

i

SPOT用マウント
およびアクセサリ

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

SPOT AL EQS
アルミニウム
アプリケーション

世界のLand Instruments
Stubley Lane, Dronfield
S18 1DJ
United Kingdom

AMETEK Land - 米国
150 Freeport Road,
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238
United States of America

AMETEK Land China Service
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1
No. 526 Fute 3rd Road East,
Pilot Free Trade Zone 200131
Shanghai, China

AMETEK Land インドサービス
Divyasree N R Enclave,Block A,
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area
Whitefield, Bangalore- 560066
Karnataka, India

電話:

www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

200 to 700 °C / 392 to 1292 °F

電話:

+44 (0) 1246 417691

+86 21 5868 5111 内線 122

電話:

電話:

幅広い非接触式の温度測定製品および
燃焼・放出関連製品がいかにして、
お客様
のプロセスに合ったソリューションを提供
できるかについてご覧ください

+1 (412) 826 4444

+91 - 80 67823240

海外オフィスの完全なリストについては、当社ウェブサイトをご覧ください。
www.landinst.com
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