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NIR-BORESCOPE
熱画像システムの概要

NIR-B-656 | NIR-B-2K

NIR-B サーマルイメージングファミリーには、炉の
寿命を延ばし、生産全体を最適化し、エネルギー
消費を削減し、ストック温度を改善する、さまざま
な炉用の24時間365日連続温度測定用短波長赤
外放射ボアスコープ画像カメラが含まれます。

画像ピクセル:  656 x 494 (656) / 1968 x 1472 (2K)

視野 (水平 x 垂直):  95° x 71° (2K/656) / 30° x 23° (656)

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

ガラス溶解槽モデル - NIR-B-2K-GLASS 1000～1800 °C / 1832～ 3272 °F 
（NIR-B-GLASS の取扱説明書を参照） 95° x 71°

単一のサーマルイメージャーから、幅広い温度測定範囲が必要
な、 
炉用の広いダイナミックレンジ画像技術。

NIR-B-640
画像ピクセル:  640 x 480

視野 (水平 x 垂直):  90° x 67.5° / 44° x 33°

測定範囲:    600～2000  °C  / 1112～3632 °F

ATEX、IECEx、およびCSAに準拠する危険区域単一のサーマルイ
メージャーから、 
幅広い温度測定範囲が必要な、炉用の広いダイナミックレンジ
画像技術。

NIR-B-640-EX
画像ピクセル:  640 x 480

視野 (水平 x 垂直):  90° x 67.5° / 44° x 33°

測定範囲:    600～1800  °C   / 1112～3272 °F

危険区域での使用認証: EX NIR-B WG1: Ex nA IIC T4 Gc Tamb=-20 °C ～ +55 °C 
EX（ATEX 認証:CML 15ATEX4086X / IECEx 認証: IECEx CML 15.0042X) EX NIR-B 
WG2: クラス I、区分 2、グループ A、B、C、D; T4 Tamb=-20 °C ～ +60 °C (米国とカナ
ダの CSA 認証：70080206）

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

一般的な用途
セメントキルン セメントサイクロン炉

再加熱炉 連続鋳造（ゾーン1）

熱処理炉 焼きなまし炉

一般的な用途
水素改質炉 アンモニア生産

エチレン分解炉 メタノール生産

合成ガス生産

656-標準解像度（656 x 494ピクセル）では、30万を超える
温度ポイントが得られます。
2K-高解像度（1968 x 1472ピクセル）は約300万の温度ポ
イントを提供します

NIR-BORESCOPE サーマルイメージングシステム

(以前は NIR-B-3XR)
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スタンド アロン システム
NIR-B-656    |    NIR-B-2K    |    NIR-B-640

本システムは、ボアスコープサーマルイメージングカメラ、 水冷および
エアパージハウジング、ターミナルボックス、電源、ケーブル（25または  
50 m）およびIMAGEPro ソフトウェア。
NIR-B-640-EX（以前は NIR-B-3XR)

本システム* はボアスコープ サーマルイメージングカメラ、水冷/エ
アパージハウジング、フィールド接続箱（ExHazloc）、制御室ユニット
（ExHazloc、関連機器）、接続箱（ExHazloc）、ケーブル（10、25または50 

m）およびIMAGEPro ソフトウェア。 
* システムの構成により異なります.

電動オートリトラクト（AR）機構

リトラクト機構

NIR-B-656   |   NIR-B-2K   |   NIR-B-640   |    
NIR-B-2K-GLASS 

このシステムは、ボアスコープサーマルイメージングカメラ、
水冷およびエアパージボアスコープチューブ、イメージャー
保護ハウジング、電動オートリトラクト機構（24V）、コントロ
ールボックス（IP65に準拠しPLC、UPS、顧客接続端子を含む）
、インターコネクト、IMAGEProソフトウェアで構成されていま
す。UPSは、停電が発生した場合にボアスコープを格納する
ための電力を供給します。UPS 内のエネルギーが特定レベ
ルに達しない場合、ボアスコープは自動的に格納します。

空圧オートリトラクト（PAR）機構
NIR-B-2K-GLASS 

本システムは、ボアスコープ画像カメラ、冷却水/エアパー
ジボアスコープチューブおよびイメージャ保護ハウジング、
空気圧式オートリトラクト機構、25m長高温ケーブルセット（
イメージャと制御ユニットを接続）、制御ユニットとメディア
コントロールボックス、ローカルコントロールボックス（サー
マルカメラオートリトラクト機構脇に設置）、ボールバルブ
6個付きローカルメディアバー、PTFEホース1セット（周辺温
度200 °C）（保護ハウジングからメディアバー）、エアフィルタ
ーセットおよびIMAGEProソフトウェアを含みます。

オートリトラクト機構は、水流、気圧、電源の喪失やボアスコープ先端の高温アラーム発生
時に、過熱による損傷からサーマルイメージングカメラを保護します。 
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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

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

熱画像ソリューション

サーマルイメージング
ソフトウェア

IMAGEVIEWER
IMAGEViewerは、NIRサーマルイメージングカメラでキ
ャプチャされた熱データを表示、分析、保存するための、
無料でダウンロードできるソフトウェアです。

IMAGEViewerはWindows PCを使用する熱画像処理用
の、無料の使いやすいソリューションを提供します。イン
ストールが完了したら、メニューまたはインストールウィ
ザードを使用して、カメラに簡単に接続できます。明瞭で
直感的なインターフェースで、異なるビューで画像デー
タを素早く表示・分析できます。 

IMAGEVIEWER は単一のサーマルイメー
ジャーに対応します 

IMAGEPRO
革新的なIMAGEProソフトウェアは、画像器のデータを制
御、モニタリング、分析およびキャプチャするための、高性
能画像処理ソフトウェアです。

IMAGEProは
画像器、ディスプレイプロパティ、および高性能温度分析
オプションの構成、複数の同時画像器のサポートを可能に
するWindows PCソフトウェアシステムです。広範な試験を
行うために、30日間の無料トライアルを利用できます。

最大16の画像器をモニターおよび制御できるIMAGEPro
は、サーマルイメージャー領域のリアルタイム分析を提供 
します。ユーザーに サーマルイメージング測定の非常にき
め細かい制御を提供し、IMAGEProは アプリケーション測
定を強化します。

IMAGEPROは最大16のサーマルイメージャー
に対応します*
 * ネットワーク容量とPCハードウェアによって異なります。


