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視野レンズのオプション

NIR-BORESCOPE

熱画像ソリューション

NIR-BORESCOPE
AMETEK LANDは高精度な計測装置を1947年から製造しています。 
当社は非接触の温度測定と燃焼モニタリングのスペシャリストです。当社の製品は、鋼やガラスの製造、発
電、セメント製造などの幅広い業界で使用されています。  
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。

短波長赤外画像カメラであるNIR-Borescope 
(NIR-B) は、 高解像度 (656 x 494 ピクセル) の熱画像を、画
像上の選択された点の正確な温度測定とともに提供します。  
このカメラは、600〜1800°C（1112〜3272°F）の温度範囲を測
定でき、幅広い炉内アプリケーションに適しています。

NIR-Borescopeでは、実証済みの NIR の熱画像技
術を利用して、壁に小さな開口部を設けるだけで、
炉全体の温度を正確にプロファイルできます。耐火
壁が内側に施されている炉、ボイラー、ガラス融液槽では、通
常工場のオペレーターは重要な部分が見えるように耐火壁に
大きな穴を開ける必要があります。そのため、熱が失われて大
きなエネルギーが無駄になり、穴から異物が入らないように
するのが困難な場合があります。NIR-Bは狭い開口部を介した
44°または90°の視野角によって、この点を打開しています。

NIR-Borescopeには、従来の炉内モニタリング方法
にはない大きな利点があります。NIR-B は継続的で人
手のかからないモニタリングが可能ですが、人手による目視検
査は完了までに数時間を要することもあり、継続的に行うこと
ができません。  ビジュアルカメラは、温度の読み取り値をNIR-
Borescopeのようには提供しません。  先端温度計によって、温
度が安全なレベルを上回るとNIR-Bがアラームを発します
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b 水平、垂直、単一ピクセルの瞬間
視野については、以下の表を参照



特徴とメリット

1: 高性能水冷システム
超高温炉でも低い冷却シ
ステムの水流要件で、維持
費を低減

2: さまざまな 
設置オプション
最も一般的な設置オプシ
ョンで設置を簡単に

3: NIR-B 先端の熱電対
最高温度を超えると、オペ
レーターに装置切断アラ
ームを発して損傷を回避

4: 視野角
44° または 90°の角度で完
全な炉内やタンク内の熱
画像を提供  656 x 494 分
解能で 324,000 個のデー
タ点が得られます

5: プローブ長
あらゆるシステムに最適
に適合する多種のプロ
ーブ長

6: 統合 
エアパージ
装置エアの消費を最小に
抑えながら、ダストフリー
の光学システムを維持す
るエアパージ設計

仕様と 
設計

WWW.AMETEK-LAND.COM  |  LAND.ENQUIRY@AMETEK.COM
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一般的な用途
再加熱炉 ガラス溶解炉 

改質管炉 セメントキルン 

石炭火力ボイラー バイオマスボイラー 

正確な高温測定 - 高精細
温度マップを使用してプ
ロセス制御を最適にします 

シンプルな取り付けと使い
やすさ - コストと複雑さを
最小限に抑えます

短波長センサー - 放射率
の変化への感受性が低
い；ガラスまたは石英の
ビューポートから使用で
きます

専用ソフトウェア - データ
ポイント、関心領域、自動ア
ラーム、長期データトレンド

24 時間365日のモニタリ
ング - シャッタレス稼動でデ
ッドタイムのない、正確で信
頼できるデータを保証

自由輸出 - すばやく、手間
なく配送します

再加熱炉のビレットビュー
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NIR-BORESCOPE
熱画像ソリューション  

仕様

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

測定範囲:  600〜1000  °C  / 1112〜1832  °F  
 800〜1400  °C  / 1472〜2552  °F 
 1000〜1800  °C  / 1832〜3272  °F

スペクトル感度:  0.78 〜 1.1 µm

フレームレート:  30 fps (ギガビットイーサネット)
画像ピクセル:  656 x 494

精度:  1%
防塵・防水規格:  IP 65 / NEMA 4

再現性:  1 oC

データ出力:  ギガビットイーサネットを介するデジタルデータ 

ソフトウェア:   Windows 用の完全な Land 画像処理ソフトウェア (LIPS: Land Image 
Processing Software) パッケージ

標準アクセサリ:  電源、ケーブル、ソフトウェア、クローズアップレンズ、水冷およびパージ 
 マウンティングおよびチューブ
視野 (水平 x 垂直):   44° x 33° または 90° x 67.5°

瞬間視野:  1.2  mrad (44o) / 2.4  mrad (90o)
焦点範囲:  1000mm〜 無限
プローブ長:  305、610 または 915  mm  (12”、24” または 36”)
プローブ径:  61 mm (2.4”)
取り付け具:   3 インチの ANSI 150 RF フランジ&ガスケット、または PN16 DN80 フラン

ジ&ガスケット（12 インチのスタンドパイプ付き）から選択できます
寸法:   254 x 560 x 810 mm*（*または 1120または1420 mm） 

10 x 22 x 32 インチ** （**または 44 インチまたは 56 インチ）
定格電力:  24 V dc, 3 ワット
重量:  15 kg （24 インチモデル）

MARCOM0390  NIR-B 全般 改訂4 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。 

   当社は以下によってこれを実現いたします。
• 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。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。

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。

Applies in the UsApplies in indiA

Certificate No. CC-2041

Applies in the UK

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

お問い合わせ


