SPOT gs

鉄鋼アプリケーション用高温計
合金化溶解亜鉛めっきおよび亜鉛めっき鋼板用

SYSTEM 5ファミリー製品
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125～1000 °C / 257～1832 °F

高 品 質 な カ ス タマ ー ソリュ ー ション

SPOT gs
鉄鋼アプリケーション用高温計

鉄鋼業向けの非接触温度測定システムに関
するAMETEK LANDの幅広い経験をもとに
作り上げられた、SPOT GSは、亜鉛めっきお
よび合金化溶融亜鉛めっき鋼板の連続的か
つ正確な温度測定を提供するために特別に
開発されました。
AMETEK Landの最新の非接触型SPOTテクノロジーと特
別なソフトウェアアルゴリズムを組み合わせた、SPOT GS
は、亜鉛めっきおよび合金化溶融亜鉛めっき鋼板のための、
信頼性の高い温度読み取りを与える高精度デジタルパイ
ロメーターです。パイロメーターは被覆プロセスの綿密な
モニタリングに必要な、正確な温度測定を与え、製品品質
のより厳格な管理を可能にする、炉の自動管理を実現しま
す。SPOT GSを用いた連続的なオンライン温度測定により、
加工ライン制御システムが、異なる顧客注文間の生産切り替
え時の、鋼板の寸法やめっき量などの変化に素早く効率的に
対応することができます 。
はユニークな事前設定アルゴリズム - GS。
アルゴリズムは、
亜鉛めっきおよび合金化溶融亜鉛めっき表面専用です。GS+
アルゴリズムは、機能を拡張し、亜鉛製植木鉢の縁に見られ
るような、溶融亜鉛めっき表面にも適用されます。

取り付け具とアクセサリ

AMETEK LANDは高精度な計測装置を1947年か
ら製造しています。

弊社は、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。

コスト削減のための厳密な管理- SPOT GSが提供する自動管
理により、炉を最適化することで、加熱コストを削減し、処理能
力を最大限に高め、過剰反応を避けることができます。
これは
被覆不良を防ぎ、その後の成形作業中の問題を低減するのに
も役立ちます。

プロセスを最適化するための統合 - SPOT GSは炉の制
御、PLC、および制御用ソフトウェアを完全統合し、一連のデジ
タル出力とアナログ出力を組み合わせて、炉の性能を最適化
するのに必要な測定値を与えます。
このようにして、不良品を
最低限に抑えて質の高い製品を生産する、信頼性の高い繰り
返し可能なオペレーションを実現します。

力強いソフトウェアサポート - AMETEK LandのSPOTViewer
ソフトウェアを利用して、オペレーターはSPOT GSパイロメータ
ーに素早く接続し、データを保存および表示することができま
す。柔軟なユーザーインターフェースを使用して、表示と分析を
完全に設定することができます
S P O T メニュー

AMETEK LANDは、SPOT高温計用の幅
広い取り付け具とアクセサリを取り揃え
ております

リモートユーザーインターフェイス

特定産業または設置に適
する取付け具、
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
的な推奨については、
ご注
文の前にAMETEK Landセー
ルスマネージャーまたは代理店にお問い合わせください。

柔軟な設計により、SPOT GSは多くの鉄鋼用途のシナリ
オに適用できます。

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。使用可能なすべての取り付け
具とアクセサリを確認するには、
SPOTの 取り付け具とアク
セサリのカタログをご覧く
ださい。

SPOT gs

実際のSPOT画像ビュー

旧式のAMETEK LandセンサーからSPOTの型式に柔軟
かつ簡単に更新できます。既存の取り付け具とアクセ
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。

仕様と設計
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1: 独自のプリセットアルゴ
リズム
GSアルゴリズムは、完全合
金化溶解亜鉛めっきまた
は亜鉛めっき表面専用で
す。GS +アルゴリズムは機
能を拡大し、亜鉛ポットの
排出口に見られる液体表
面が含まれます。
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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。

3: 特許取得済み*の明滅
する高輝度LED照準
見やすいパターンでターゲ
ットのサイズと位置を示し
ます。
レーザー安全要件は
ありません。
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4: 電源オプション
Power over Ethernet また
は 24 V DC。
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5: 統合処理
別途プロセッサーは必要
ありません。
SPOT GSには
強力な処理機能が組み込
まれています。

6: 高品質の光学系
サファイア保護ウィンドウ
で、過酷な環境下でも正確
なターゲット設定と繰返し
測定を可能にします。

7: 統合WEBサーバー
任意のWebブラウザーから
リモートで調整と読み取り
が可能。

8: 背面ディスプレイと制御
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。
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一般的な用途
焼きなまし炉
灼熱ゾーン

ガルバニール炉

S P O T V i e w e r ソフトウェア
SPOTViewerは、SPOTパイロメーターからのデータやアクチュエー
ターによるスキャングラフの接続、設定、表示を可能にするPCベー
スのユーティリティです。業界をリードする単一ポイント高温計とシ
ームレスに連携するように特別に開発されました。SPOTViewerの簡
単なインストールは、オペレータがAMETEK Land SPOT高温計のデー
タをすばやく接続、設定、表示できることを意味しています。

長期データが図式ビューと表形式ビューの両方で表示されるため
分析が簡単です。傾向とパターンをはっきりと強調することで、
プロ
セスに伴う温度をより理解することができます。遠隔地からのパイロ
メーターとアクチュエーターの設定を簡単にすることにより、機器
の近くにいなくてもプロセスの温度測定を完全に制御することがで
きます。
SPOTViewerによって、SPOTアクチュエータと
その設定をリモートで制御し、
さらにスキャン
グラフを表示することができます。

特徴とメリット

合金化溶解亜鉛めっきおよ
び亜鉛めっきアルゴリズム
に特化 - ライブでのプロセ
ス制御を可能にする GSまた
はGS+アルゴリズムからの、
正確なデジタル温度読取り
を実現します。

業界標準の4～20 mAリニ
ア温度出力 - その他の出力
も可能。

Modbus TCP - 広く使われ普
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
単一センサーソリューショ
ン- お客様のPLCまたはDCS ィンドウ - 傷や溶媒に強く
システムでの使用に最適で 柔らかい布で簡単に清掃
す。別のプロセッサーは必要 可能。
ありません。小規模または
ソフトウェア - SPOTViewer
大規模な組織で簡単に設置 によりSPOT高温計のリモー
できます。
ト表示やデータ・ロギング
を提供。
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。
* 特許出願中

LAND.ENQUIRY@AMETEK.COM

|

WWW.AMETEK-LAND.COM

SPOT gs

鉄鋼アプリケーション用高温計
合金化溶解亜鉛めっきおよび亜鉛めっき鋼板用

仕様

200 -1000 oC / 392-1832 oF（高反射液/亜鉛めっき表面）
125 -1000 oC / 257-1832 oF（高放射率の合金化溶解亜鉛めっき表面 (ε >0.5)

測定範囲:

± 5 oC（ 200 oC未満）、± 2 oC または 0.25 % K（ 300 oC以上）

測定精度*:

±3 oC（200 oC未満）、±2 oCまたは0.25 % K（ 300 oC以上）

繰り返し精度*:
解像度:

0.1 oC

検出器タイプ:
れた狭い波長領域

合金化溶解亜鉛めっきおよび亜鉛めっき鋼板の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

応答時間:

15 ミリ秒～ 10 秒で調整可能

ノイズ*:

防塵・防水規格:

5 oC（ 200 oC未満）、1.5 oC（250 oC）、0.5 oC未満（300 oC 以上）

IP65

インターフェイス: 	
0～20mA DC または 4～20mA DC、
デジタルまたはアナログ (0 または 4～20mA) コマンド入力 および コマンド出
力、Ethernet (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)

処理機能: 	
ピーク/谷ピッキング、
アベレージャー、ModeMaster、
コマンド入力サンプリングまたは LED 制御、
コマンド出力アラーム、
複射能出力またはアクチュエーター制御
電源要件:

Power over Ethernetまたは24 V DC

画像ストリーミング可能なローカル ディスプレイ

ディスプレイ:

ソフトウェア:

任意のWebブラウザーでのライブ構成および温度表示。
オプションでデータ・ロギング、
ライブおよび過去データのトレンデ
ィング、遠隔操作画像キャプチャ機能付き SPOTViewer ソフトウェアをご用意

視野:

60 :1 ～ 90%

周辺温度範囲:

5 - 60 oC / 41 - 140 oF 特定、0-70 oC / 32 - 158 oF 冷却を要する前の稼働時

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

言語:

幅広い取付具やアクセサリが使用可能

取り付け:

300 mm / 11.8 in から無限大、
ローカルまたは遠隔調整

焦点範囲:

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

照準:

24 V DC、
コマンド入力、Ethernet (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)

入力:

0～20mA、4～20mA、
コマンド出力、Ethernet (TCP-IP、Modbus TCP、DHCP、http、udp、ICMP)

出力:

高温計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、焦点と LED、言語およびユーザー名

設定:

保証: 	
詳しい保証内容については、弊社Webサイトをご覧ください：www.ametek-land.com

* アプリケーション内 ** 特許出願中

AMETEK LandのAMECare パフォーマンスサー
ビスはお客様の機器の製品寿命中において最高
の性能と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
ォーマンスと価値を得ていただくことをお約束い
たします。
弊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。

弊社は下記によって上記を提供いたします。
• 積極的にお客様の機器の保守を行い可
用性を最大化。
• ソリューションを最適化し、
お客様特有の
機器応用に対応。
• 製品およびアプリケーションの専門家へ
のアクセスを提供することによりユーザ
ーのスキルを向上。

SPOTの取り付け具とアクセサリ、
およびSPOTViewerソフトウェアについて他のパンフレットをご覧ください。
SPOT

HIGH PRECISION PYROMETERS
A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY
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50 to 1800 °C / 122 to 3272 °F

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

SPOTファミリーの
高温計

SPOTViewer
ソフトウェア

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
WWW.AMETEK-LAND.COM

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

証明書番号 CC-2041

インドで適用

英国で適用

米国で適用

MARCOM0482 SPOT GS Rev 4 Copyright © 2008-18 LAND Instruments International.弊社では継続的に製品開発を行っているため、事前の予告なしで製品の詳細を変更する場合があります。

