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SDS
スラグ検出システム

高品質なカスタマーソリューション



AMETEK LANDは高精度な計測装置を1947年から製
造してきました。 
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ご提供してい
ます。

スラグ検出システム

AMETEK Landのスラグ検知システム（SDS）は、歩留ま
りを向上し、高品質な鉄鋼を提供し、コストのかかる下
流工程の処理を削減します。さらに、とりべ耐火物の摩
耗低減という利点もあります。

スラグと鉄鋼のレベルはタップの終わりで急激に逆転
します。とりべ内のスラグが過剰なレベルになることを
防ぐためには、アラームのトリガー後に、迅速にタップを
終了させる必要があります。SDSは高解像度の熱画像
カメラを使用して、鉄鋼とスラグのレベル遷移を検出し
ます。専用熱画像カメラは、過酷な動作環境への耐久性
を備えた設計と、特定の波長を利用することにより、フュ
ームや煙などにより生じる「ブラックアウト」を低減しま
す。オペレーターは、リアルタイムに表示されるデータを
使い、タッピング工程に関する情報に基づく意思決定や
アラーム通知の解除を行うことができます。

ステンレス鋼を含む二次精錬炉（EAF、BOFなど）のオ
ペレーターに適しています。ご要望により、銅、プラチナ
用のシステムもご用意いたします。システムは、必要に応
じてフリーボードの高さを示し、広い視野を提供するこ
ともできます。

製品の品質向上

SDSを使用すると、各タップ終了時のオペレーターの応
答時間と一貫性が向上することが実証されています。そ
の結果、従来のストリーム監視法と比較して、スラグの深
さは最大25%削減されます。

下流工程のコスト削減
下流工程に要する時間と材料のコストが増加すること
は、稼働中のプラントの大きな負担になる可能性があり
ます。スラグの混入を制御することにより、コストのかか
る下流工程を削減または排除し、プラントの処理能力と
操業のマージンを改善することができます。

全自動運転
タップを開始すると、ストリーム識別アルゴリズムを備え
たアプリケーション専用ソフトウェアがそれを記録し、
品質管理用にデータログとグラフを生成します。一般的
な設置環境における信頼性の高い動作を保証するため
に、ストリームトラッキングメカニズムが組み込まれてい
ます。スラグが発生し、オペレータが定義した量を超える
と、自動的にアラームがトリガーされます。このシステム
は装入量に関わらず、オペレーターの介入を必要とする
こともなく、鉄鋼/スラグを正確に確実に検知するように
設計されています。

主な特徴と利点

 • 生産歩留まりの向上 
 • スラグ含有量低減による鉄鋼品質向上 
 • BOF / EAF 炉のメンテナンス軽減
 • エネルギーコストの削減 
 •  自動ストリーム識別とトラッキングが ストリームを正

確な識別し、バックグラウンド干渉の影響を緩和 
 • オペレーターに送信されたアラーム通知の解除

 • システムによって生成されたアラームは 
  スラグが混入する前にタップを直接停止します
 • 全自動運転
 • 装入量に関わらず、正確に検知 
 • オペレーターに依存しない信頼できるアラーム
 • オープンデータインターフェースの使用による
  接続性の向上

SDS
スラグ検知システム



スラグ検知システムは、製鋼施設におけるスラグの混入
を監視、削減するAMETEK LANDの決定的なソリューシ
ョンです。スラグの混入を削減し、コストを節減し、オペレ
ーターの安全性を向上させることが証明されています。 
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スラグ検出システム

スラグの混入を防止する
パワフルな検出システム
この包括的かつ全機能を搭載したシステムは、鉄鋼プラ
ントのエンジニアとマネージャーを対象に、ある工程から
別工程への鉄鋼転送を開発、改善するツールを、提供する
目的で開発されました。 

SDSは、オンライン制御を目的とした多数の相互接続方法
を鉄鋼プラントに提供します。さらに重要な点は、タップデ
ータを3種類の形式で自動的に記録し、ポスト分析と将来
のプロセス改善に使用できるようにします。
さらに画像処理システムはプレインストールと構成が完
了しており、箱から取り出してすぐに機能します。最小限の
セットアップは必要です。システムハードウェアが鉄鋼プラ
ントに導入されると、システムの電源を入れた瞬間に、鉄
鋼プラントはスラグの混入を削減し始めます。現在利用可
能な他のサーマルスラグ検出システムに、これらの機能は
装備されていません。

必須タップ情報の観察
ユーザーは、パワフルな画像処理システムがプリインス
トールされたディスプレイで、ライブ熱画像、鉄鋼とスラ
グの割合、パーセントに対する時間のグラフ、アラームレ
ベル、アラームステータスといった不可欠なタップ情報
を観察することができます。 

タップ番号、センサー温度、通信ステータス、タップ時
間、鉄鋼/スラグ比、記録ステータスといった二次情報は
目立たず、タップ中にユーザーの妨げとなることはあり
ません。監視とキャプチャーを目的とした外部入力があ
ります。

プラント全体のタップ情報を 表示
リモートビューアーオプション (IMAGEPro-SDS 1.1 以上
が必要) を使用して、プラントネットワーク上の任意の場
所にあるライブタップの圧縮ビューを、複数のユーザー
がリモート表示できます。
後で分析できるよう、ビデオ、テキストデータ、グラフが、
タップの最後にタップ番号ごとに保存され、ユーザーが
定義した日数の経過後、自動的に削除することができ
ます。
鉄鋼プラントおよびスラグ検出システムからの入出力
は、デジタル出力、アナログ出力、イーサネットを含みま
す。これらはオープンデータインターフェースから制御さ
れます (Modbus TCPおよび I/Oオプション)。

仕様と設計

自動ストリームトラッキング
SDSのもう1つの新機能は、自動ストリームトラッキング
です。専用のスラグ検出画像処理ソフトウェアは、センサ
ーユニットの位置に関わらずストリームの幅と位置を追
跡するオプションを備えています。
ストリームを鋭角から見ると、その位置はタップそれぞ
れの段階で変わります。ソフトウェアは、注入時に発生す
る可能性のあるいかなる動作も正確に追跡し、ストリー
ムとして識別された領域からのみ測定します。視野内の
バックグラウンド熱源が原因となって引き起こされるエ
ラーがこれで減少します。

分かりやすい光ファイバー接続
画像処理システムをオープンデータインターフェース経由
でプラントネットワークに接続することによって、スラグ検
出システムとのライブデータ相互転送が可能になり、鉄鋼
転送プロセスが改善します。

SDSへのデータは、タップ番号やアラームレベルのほか
に、チャージ番号、ヒート番号、鉄鋼グレード、タップ温度な
どの鉄鋼プラントが指定した5つの固有変数を含みます。  
使用した場合は、これらのデータが保存されたテキストデ
ータファイルに記録されます。

システムからのデータ出力は、最大50フレーム/秒で送信
できます。  この情報は、鉄鋼スラグの割合、アラームステ
ータス、センサー温度、通信ステータスを含みます。

SDS電源ユニット(PSU) には、光ファイバー 1 GBイーサネッ

ト接続（光ファイバーオンデマンド）が装備され、既存の
プラントシステムに容易に取り付け、統合することが可
能です。

SDS
スラグ検知システム
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連続的な監視とクリアビュー

リモートビューアー
リモート接続により、ライブタップ情報をプラント
ネットワーク上の任意の場所で表示することがで
きます。

言語
本ソフトウェアが現地の言語をサポートします。

SDS
カメラユニット ODI

オープンデータインター
フェース

(プラント接続)

FCB
屋外用接続箱

IMAGEPro-SDS
ワークステーション:



スラグ混入の防止方法

IMAGEPro - SDS アプリケーションソフトウェア

次の一連の画面は、SDSがスラグの発生を追跡し、最終的にはア
ラームを作動させてタッピング工程を停止し、スラグの混入を防
止する方法を明確に図解しています。

アラームはまだ緑色を示しています。実際の鉄鋼レベルは88.6%
、11.4%でスラグレベル（全体の鉄鋼レベル99.5%、全体のスラグレベ
ル0.5%）

鉄鋼 / スラグ/ アラームレベル
鉄鋼、スラグアラームの割合、鉄鋼/スラグアラームのステ
ータスは、オープンデータインターフェースから利用できま
す。値を鉄鋼プラントからSDSへ転送することもできます。

自動ストリームトラッキング
サーマルシーン内のストリーム位置を自動的に識別、追跡
し、バックグラウンド干渉の影響を緩和します。

グラフ表示
棒グラフと折れ線グラフは、時間に対する鉄鋼とスラグの
割合を表示します。実際の、また全体の鉄鋼/スラグの割合
は、棒グラフと数値で表示されます。この画面はまた、アラ
ーム状態のステータスを表示し、アラームの色の変化を示
します。  この情報は、サーマルビデオおよび全テキストデ
ータとともに、タップが開始されると直ちに自動的に記録
されます。

SDS
スラグ検知システム

スラグ検出システム
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アラームはここで赤色を示します。鉄鋼含有量は17.7%（82.3%でスラ
グ）まで低下しています。アラームレベル（35%スラグで設定）がトリガ
ーされ、タップが停止しました。

SDSは、スラグ含有量が最大95%まで上昇していることを示すアラーム
のトリガー後も監視を継続します。

距離 4m 5m 7.5m 10m 15m

幅 高さ IFOV 幅 高さ IFOV 幅 高さ IFOV 幅 高さ IFOV 幅 高さ IFOV

12° x 9° 0.84m 0.63m 1.3mm 1.05m 0.78m 1.6mm 1.57m 1.18m 2.4mm 2.1m 1.57m 3.2mm 3.15m 2.36m 4.9mm

HFOV

V
FO

V

IFOV

視野



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
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SDSカメラユニット
測定範囲:  800～1800 °C / 1472～3272°F

画像解像度:  640 x 480 ピクセル

スペクトル感度:  3.9 µm (中央)

フレームレート:  50 フレーム/秒

検知器:  マイクロボロメータ-フォーカルプレーンアレイ（FPA）

光学特性:  標準 - 12°（水平）x 9°（垂直）

焦点範囲:  4 m / 13.1ft～無限大

保護ウィンドウ:  サファイア（交換部品あり）

精度:  測定値の ±2% 

温度解像度:  0.5 °C / 32.9 oF (800 °C / 1472 oF 黒体温度)

筐体:  熱保護シールド付き水冷/エアパージ式筐体

サイティングチューブ:  溶鋼/金属がフィールドに直接衝突するリスクを大幅に低減した設計  
(サファイア保護ウィンドウ付き)

寸法:  560 x 215 x 235 mm / 22 x 8.5 x 9.3 in.

重量:  10 kg / 22.05 lbs.

保護等級:  IP65

SDSカメラサプライ
接続:  カメラユニットと画像処理システム間のローカル接続インターフェース

サービス:  筐体の背面にある水、装置エア、電源入力

電源ユニット（PSU）
コンポーネント:  電源、イーサネット通信（スイッチ）

PSU - 保護等級:  NEMA Type 4

寸法:  380 x 380 x 211 mm / 15 x 15 x 8.3 in.

重量:  15kg / 33.07 lbs.

接続:  光ファイバーデータ接続（オプション）

画像処理ユニット
スラグ/鉄鋼検知:  定義したウィンドウ内で事前に設定した割合のスラグまたは鉄鋼/金属が検出された場合にアラームを有効化

ユーザー表示:  フロントページ情報表示とLocation（場所）識別子。  インターフェース経由で入力される外部データの表示。

自動機能:    自動タップ検知、ストリームトラッキング、鉄鋼/スラグ比、熱ビデオ/ビデオファイル記録、タップ番号を含むすべてのデータのログファ
イル、鉄鋼/スラグの割合表示（棒グラフ、数値、グラフ）の取り消し、アラーム色など）

ソフトウェア:  IMAGEPro-SDS - 高機能画像処理およびアプリケーションソフトウェア

インターフェース:  オープンデータインターフェース、Modbus TCP、Moxa I/Oユニット


