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ASPS
AMETEK LANDは高精度な計測装置を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アプリケーション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。

AMETEK Land アルミニウムストリップ & 冷間圧延ストリ
ップ加工システムは独自LIPS ASPSソフトウェアを搭載
し、表面や合金のタイプに依存しない2次元温度プロフ
ァイリングを導入することで、金属およびアルミニウムス
トリップ業界の製品品質とプロセス制御に革命をもた
らすことを目指します。
AMETEK Land LIPS ASPS ソフトウェアは、アルミニウムお
よび金属ストリップの巻取りまたは圧延業界でのサーマ
ルイメージャー使用に際し、複雑なセットアップや構成
要件が不要です。  主要パラメーターを2つ構成するだけ
で、ソフトウェアがウェッジコイルの形成時にそれを検出
し、巻取りおよび圧延プロセスを通してその位置を追跡
します。  次にコイルを分析し、製品の品質追跡やプロセ
ス制御の温度データを生成できます。

システムのメリット
品質管理  - 発送前に製品品質に関する問題を検
出；製品のトレーサビリティを向上
プロセス制御 - 臨界厚さゲージの正確な温度補
償；巻取りおよび圧延温度に基づく速度制御
プラントの安全性 - 正確な温度モニタリングによっ
て潤滑剤を原因とする発火を防止

AMETEK Land アルミニウム & 冷間圧延ストリップ加工
システムは、世界のトップアルミニウム生産業者との広
範な協議により、直感的で使いやすいインターフェース
で最大限の情報を提供する設計となっています。

2番目のソリューションは、コイルのスプールギャップで
の温度測定です



特徴とメリット

1: 熱画像
リアルタイムライブ熱画像

2: リアルタイムの最大/平
均/最小値が、定義された
ROI内に表示されます

3: 温度/時間トレンド

4: ストリップ/ウェッジプロ
ファイル温度と連続マップ

5: 制御ゾーン
最大10のユーザー定義制
御ゾーン - アラーム付き

仕様と設計

WWW.AMETEK-LAND.COM  |  LAND.ENQUIRY@AMETEK.COM

プラグ & プレイ設定 - 
最適な測定位置を自動
検出、追跡。 

プロセス制御変数 - 複
数の構成可能な制御パ
ラメータを介する製品
品質の向上。 

データ交換 - 処理され
たデータは、単純なク
ロスプラットフォーム 
TCP/IP プロトコルまた
はオプションの OPC サ
ーバーを介して転送で
きます。 いずれも構成
可能です。

製品のトレーサビリティ 
- 後続の分析を目的と
した各コイルからの温
度データを自動保存。 

完全構成可能なアラー
ム -ストリップのどの部
分が安全な圧延温度
を超えてもトリガーしま
す。これで、潤滑剤によ
る発火のリスクを最小
限に抑えます。  個別ゾ
ーンアラーム、またはセ
ンター対エッジ温度ア
ラームは、製品品質の
問題についてオペレー
ターにすみやかにアラ
ートを発するように構
成することができます。
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アプリケーション

ARCイメージャー
 プロセスエンクロー

ジャ

イーサネット

PSU
電源ユニット

ワークステーション-PC
 LIPS ASPSソフトウェア

インターフェース
I/O オプション

電源

電源AC
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仕様

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

0 to 1000 °C / 32 to 1832 °Fi

 
ARC IMAGER
RADIOMETRIC THERMAL  
PROCESS IMAGING 

その他の文書は「プロセス画像ソリューション：

幅広い非接触式の温度測定製品および燃
焼・放出関連製品から、お客様のプロセス
に合ったソリューションをご紹介いたします 

WWW.AMETEK-LAND.COM

COLD ROLLING MILL 
STRIP TEMPERATURE 
MEASUREMENTS

Accurate temperature measurement across the strip during cold rolling mill operations is an 
important indicator of quality of uniformity, thickness and shape.

Non-contact temperature measurement directly on the cold rolled metal surface can be challenging. 
There may be relatively low temperatures and variable emissivity involved, and the background 
environment may create reflections which disturb the measurement conditions.

Taking temperature measurements at the wedge created between the coil or roll and the metal strip 
eliminate many of these challenges by using the wedge multi-reflection effect. AMETEK Land provides 
a range of solutions for this measurement point, delivering accurate, reliable and repeatable readings.

MARCOM0559  ASPS 改訂2版  Copyright © 2008-20 LAND Instruments International.当社は継続的に製品開発を行っており、事前の予告なしに製品の詳細を変更する場合があります。 

米国で適用インドで適用
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

カメラ
測定範囲 0～500 °C / 32～ 932 °F   または  100～1000 °C / 212～1832 °F

スペクトル感度 8～14 μm

フレームレート LF 7.5 Hz / HF 30 Hz

画像ピクセル 384 x 288

精度 ± 2 % または ± 2 oC

ケース規格 IP 65 / NEMA 4X;、エンクロージャのオプション有
ソフトウェア LIPS ASPS アプリケーションソフトウェア
HFOV (水平視野) 11°、22°、44°、 60°

焦点範囲 0.3 m > 無限 (22°, 44° または 60°) / 0.5 m > 無限 (11°)
寸法 85 x 85 x 276 mm / 3.5 x 3.5 x 11 in (レンズを含む）
重量 1.8 kg / 4 lbs

周囲温度範囲 -20～60 oC / -4～140 oF

動作湿度 5 % ～95 % (非結露)
接続 & インターフェース M12 イーサネット接続、24V DC 電源接続
電源 9～30 Vdc

EMC EN 61326

カメラ工業用エンクロージャ
寸法（幅 x 高さ x 奥行） 168 x 176 x 498 mm / 6.6 x 6.9 x 19.6 in

周囲温度 最高 60 °C / 140 °F

ケース規格 IP65 / NEMA4

接続 出力 M12、イーサネットプラス、キャノピーエアパージ
電源ユニット - PSU
電源 85～264 Vac; < 200W

周囲温度 5～45 °C / 40～110 °F

寸法（幅 x 高さ x 奥行） 380 x 380 x 210 mm / 15 x 15 x 8 in

重量 15 kg / 33 lb

ケース規格 IP65 / NEMA4

入出力 (モジュール)
デジタル入力 1つのモジュールを介した最大8チャネル
デジタル出力 2つのモジュールを介した最大16チャネルのリレー出力
アナログ入力 1つのモジュールを介した最大8チャネル
アナログ出力 モジュールごとに1チャネルの電流出力；モジュールごとに4チャネルの電圧出力；

最大2つのアナログ出力モジュールを取り付けることが可能（モジュールは両方とも、電流または電
圧いずれか同じ種類
である必要があります）

ARCイメージャー製品
カタログ」をご覧くだ
さい。

冷間圧延ミルストリッ
プ温度測定アプリケー
ションノート


