SPOTal

アルミニウムの製造および加工ア
プリケーション高温計
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130～800 °C / 266～1472 °F

高 品 質 な カ ス タマ ー ソリュ ー ション

SPOTal

アルミニウムの製造および加工アプリケーション高温計

1947年以来、AMETEK LAND は精密計測装置を製造し続けて来ました。

弊社は、非接触式温度測定および燃焼モニタリングに特化しており、製鋼およびガラスの製造、発電、セメント
製造といった様々な産業への応用を提供しています。

2006年以来、AMETEKのプロセス分析機器部門の一部として、世界中に広がるAMETEKの販売およびサービスチームがお客様に製
品やサービスを提供しています。

SPOT ALは、
アルミニウムの生産および加工産業向けの単一セ
ンサーソリューションを提供する、高機能非接触赤外線高温計
です。

高精度で安定したデジタル高温計、SPOT ALは、AMETEK Landの
最先端のSPOTテクノロジーと独自の高度なデータ処理アルゴリ
ズムを採用しており、押出（E）、急冷（Q）、
ストリップ（S）、成形/鍛
造（ F）、高マグネシウム合金（F Mg）および液体（L）の成形/鍛造
におけるアルミニウム温度を測定します。

SPOT ALには2つのバージョンがあり、SPOT ALバージョンは
200℃（392°F）から800℃（1472°F）の測定範囲、6つの測定モード
（E、Q、S、F、F Mg、およびL）を提供します。
SPOT AL LT (低温度) - モード E、Q、Sでは150～700 ℃/302
～1292 °F、F Mgでは130～700 ℃/266～1292 °F。

専用のプリセットアルゴリズムは、低放射率および可変放射率の
アルミニウムにおける最も正確なデジタル温度測定値を提供し
ます。
これにより、最小限のスクラップで最適化されたプレス速
度と高品質の製品が保証されます。

SPOT ALは、制御システムと簡単に統合できるため、
プレスまた
はミルの最適化が可能になり、
データは測定器背面ディスプレイ
に即表示される、あるいはWebサーバーからすぐに利用できるよ
うになります。高温計内のビデオカメラ、焦点距離、およびその他
の機能にアクセスして、ローカルまたはリモートで構成できます。
SPOT ALは、
イーサネット、Modbus TCP、
ビデオ、
アナログ、および
アラームの出力を1つのデバイスに組み合わせて、
さまざまな処
理アプリケーションでアルミニウムの温度を測定するように特別
に設計されています。

カスタムアプリケーションの測定

専用のアルゴリズムは、実際のプラント環境での広範な試行に
より開発されました。完全にフォーカス可能な高品質の光学
系と高速15ms応答が組み合わさり、詳細な押出プロファイル
の測定を提供します。
強力なソフトウェアサポート

SPOTViewerソフトウェアは、小規模な設備にリモート監視とア
ルゴリズム調整の追加の利点を提供します。大規模な設備の
場合、SPOTProを使用して、最大40個の高温計とアクチュエー
ターの構成、表示、
データロギングを行い、加えて、新たに追加
されたアルミニウムグレードのアルゴリズムをカスタマイズす
ることをお勧めします。

ネットワークに接続されているすべてのSPOT高温計とアクチ
ュエータの完全な概要をユーザーに提供するSPOTProの使用
で、
データ保存への自動トリガーを使用して、各高温計へのデ
ータロギングを個別に構成できます。SPOTProはまた、
ライブデ
ータと記録済みのデータを履歴トレンドと比較して、
プロセス
の問題を診断することもできます。

SPOT ALは、
アルミニウムの製造業界および加工業界における非接触温度測定用
の、AMETEK LANDのスペシャリストソリューションです。
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仕様と設計

1：プリセットアルゴリズム
アルミニウム押出成形、急冷、
ストリップ、成形/鍛造、高濃度
マグネシウム合金、液体アル
ミニウム向けの複数の専用プ
リセットアルゴリズム
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2：TTL(THROUGH-THELENS)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

5：高品質の光学系
耐久性のあるサファイア保護
ウィンドウを備え、正確な照準
と品質測定を保証します

6：統合WEBサーバー
任意のWebブラウザを介した
リモート調整と読み取り、
お
よびイーサネット/ Modbusを
介したフルアクセスを可能に
します

7：背面ディスプレイとコント
ローラ
3：特許取得済みの明滅する
簡単なメニュー選択による
高輝度LED照準
対象物の表示、温度表示、
お
見やすいパターンを使用して、 よび設定。
他のソフトウェア
標的のサイズと位置の両方を は不要
示します。レーザーの安全要
件はありません
8：電源オプション
4：デュアル加工
Power overイーサネットまた
は24～30V DC複数のI/Oオプ
SPOTおよびModbusインター
デジタル/アナログイ
フェースには高速加工機能が ション、
ンターフェース
統合されています

一般的な用途

押出 - ビレットプロファイル、押出、急冷

7

ストリップミル - 熱間圧延

成形/鍛造 - 予熱および再加熱されたビレット、
スラブ、
および成形/鍛造製品
鋳造所/製錬所 - 液体金属

鋳造 - アルミニウム流し込み、液体アルミニウム加工

その他 - 誘導加熱/熱処理、取り付け/収縮加工、
コーティング前の予
熱、曲げ加工前の予熱

スポットアクチュエータによる
ターゲットアライメントの強化

特徴とメリット

SPOT アクチュエータは、産業用加工アプリケーション用のスポットパ
イロメータの遠隔制御ターゲットアライメントを提供し、SPOT AL 高温
計を使用したアルミニウムアプリケーションに最適です。

ム - 低放射率および可変放射
率アルミニウムの正確なデジタ
ル温度測定値を与え、押出成形
の処理速度と品質の最適化を
可能にします。

インテリジェントな電動ユニットは、
以下を提供します：
•
•

機器の設置場所で1人で設置 ローカルな表示と設定。制御室
に別の作業者は不要。

ダイ交換後のプレスまたは急
冷出口位置での押出プロファ
イルで、SPOT AL の自動または
リモート手動アライメント
押出成形やさらなる金属加工
の前にビレット温度プロファイ
ルを測定するための温度スキ
ャン機能

WWW.AMETEK-LAND.COM

特殊アルミニウム用アルゴリズ

業界標準 4～20 mAの線形温度
出力 -複数の I/Oオプションアナ
ログ/デジタル入出力。

Modbus TCP - 広く普及してい
るイーサネット上の産業用プロ
トコル。
丈夫なサファイア保護ウィンド
ウ - 傷や溶媒に強く柔らかい布
で簡単に清掃可能

|

LAND.ENQUIRY@ AMETEK.COM

単一センサーソリューション
- 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
ロセッサーを必要としません。小
規模または大規模な組織での
実施が簡単で、同じ測定器をさ
まざまな工程に使用できます。

ソフトウェア - SPOTViewerは一
つのSPOTパイロメーターのリモ
ート表示やデータロギングを提
供し、SPOTProは複数の温度計
を提供します。どちらも、構成、デ
ータロギング、およびアルゴリズ
ムのカスタマイズを提供します。
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仕様

SPOT AL LT（低温）

SPOT AL
測定範囲 - モード：
測定精度:
繰り返し精度：
解像度:

ノイズ:

検出器タイプ:

防塵・防水規格:
応答時間:

インターフェース:
処理機能:
電源要件:

ディスプレイ:
ソフトウェア：
言語:

視野:

取り付け:

周辺温度範囲:
焦点範囲：
照準:
入力:
出力:
設定:
保証:

200～800 ℃ / 392～1472 °F - E、Q、S、F、F Mg、L

±5 ℃（200 ℃、±2 ℃時）または 0.25 % K（300 ℃以上時）
（押
出および急冷）
±5 ℃または±0.5 % K
（潤滑ストリップ、成形/鍛造および液体金属）

130～700 ℃ / 266～1292 °F - F、F Mg
150～700 ℃ / 302～1292 °F - E、Q、S

±5 ℃（150 ℃、±2 ℃時）または 0.25 % K（300 ℃以上時）
（
押出および急冷）
±5 ℃または±0.5 % K
（潤滑ストリップ、成形/鍛造）

±3 oC (200 oC時)、±1 oC (300 oC以上時)、(押出および急冷)、± 5 oC
（潤滑ストリップ、成形 / 鍛造）

±3 oC (150 oC時)、±1 oC (300 oC以上時)、(押出および急冷)、± 5
o
C（潤滑ストリップ、成形 / 鍛造）

±5 ℃（200 ℃時）、±0.5 ℃（300 ℃以上時）

±5 ℃（150 ℃時）、±0.5 ℃（300 ℃以上時）

0.1°C

アルミニウム温度測定の精度を最大限に高めるよう設計された、応用例-特定に選択された狭い波長領域
IP65

15ミリ秒～10秒で調整可能

2x 0/4～20 mA出力、4 - 20 mA入力、Digital CMD InおよびCMD Out、
イーサネット
（TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)

ピーク/谷ピッキング、
アベレージャー、ModeMaster、CMD In サンプリングまたは LED 制御、CMD Out アラーム、複射能出力
またはアクチュエータ制御
Power over Ethernet または 24～30 V DC

画像ストリーミング可能なローカル ディスプレイ

 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 ログ記録、
ライブおよび履歴データのトレンド表示、遠隔
画像キャプチャが可能な、無料でダウンロード可能な SPOTViewer ソフトウェア; 複数の SPOT 高温計で使用する場合は
SPOTPro ソフトウェアが利用可能

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
60 :1 ～ 90%

幅広い取付具やアクセサリが使用可能

5～60 ℃ / 41～140°F 指定、0～70 ℃ / 32～158°F
冷却前に操作する必要があります

30 :1

0～45 °C / 32～113 °F
冷却前に操作する必要があります

300 mm / 11.8 インチから無限大、
ローカルまたは遠隔調整

300mmフォーカスでのターゲットスポット公称直径10mm。
500mmフォーカスで17mm。
1mフォーカスで33mm。公称
ターゲットエリアの2倍が推奨されます。

統合ビデオ、
ローカル ディスプレイおよび遠隔画像キャプチャ付き。
特許取得パルス緑色 LED 焦点パターン確認

4～20 mA入力、24V DC CMD In、
イーサネット (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)

2x 0/4～20 mA、CMD Outリレー、
イーサネット (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)

サーモメーター インターフェイスをローカルに使用またはリモート (Web サーバー、SPOTViewer または SPOTPro 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、焦点と LED、言語および
ユーザー名
36か月

* 5～95%の範囲内の場合に測定値は仕様どおりになります。

お問い合わせ
www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com
MARCOM0641 SPOT AL 改訂 2 版
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