
アルミニウム製造加工業界における
温度測定

AMETEK Landは複雑なアルミニウム温度測定向けのソリ
ューションを数種類にわたって提供しています。弊社製品
は最高基準の品質と信頼性を満たし、工場動作環境のも
とでの正確な性能をお約束します。
弊社の先進的ソリューションによって弊社はアルミニウム製造
加工業界における世界の大手メーカーからご愛顧いただき、
必要な正確で再現性のある温度測定を提供しています。長年
に渡りアルミニウム業界に携わって培った弊社の経験と専門
知識を使い、私たちは市場をリードする製品を開発しており、ア
ルミニウムへの幅広いアプリケーション全体において温度を監
視し不可欠な測定値をそれらの製品によって提供しています。

Landアルミニウムアプリケーション温度計が最初に発売され
たのは1990年代初期の頃でした。1990年代後半には、第2世代
のLandアプリケーション高温計が発売されました。

今回、 SPOT ALスマートアプリケーション高温計シリーズが改
善されてそれまでの能力が拡張され、インダストリー4.0統合/
運用に適合できるようになっています。

アプリケーションノート



AMETEK Land は、特殊用途を含めアルミニウム業界に向けた温度測定ソリューションの提供において経験が豊富です。

本アプリケーションノートでは、これらのソリューションが対応できるアルミニウムアプリケーションの範囲について概要を
紹介し、各アプリケーションに対する推奨製品および特殊な測定モードにスポットライトを当てていきます。

これらの非常に正確なソリューションは、主要なアプリケーションが直面する課題に取り組んでおり、より高い品質および
生産性をサポートし、同時に経営者のためにコスト削減を実現します。

はじめに
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SPOT ALは先進的な、非接触式の赤外
線アプリケーション高温計で、アルミニ
ウムの温度測定アプリケーション 
向けの単一センサソリューションを提
供するために特別に考案されたもの
です。

本製品はAMETEK Landのスマート 
SPOT技術に固有のデータ処理 
アルゴリズムを融合させて、各種の測
定モードをひとつのデバイスで提供し
ます。

これらのプリセットアルゴリズムは、押
出機のプレス出口（E）、急冷（Q）、ストリ
ップミル（S）、熱間鍛造 (F)、高マグネシ
ウム含有合金を使用した鍛造（F Mg）
、および液体アルミニウム/タッピング 
(L).での測定用に特別に考案されてい
ます。

このアルゴリズムはこれらの特定のア
プリケーションに限られているわけで
はなく、効果的な温度測定ソリューショ
ンを各種の合金および表面に対して提
供します – 例えば「F」モードおよび「F 
Mg」モードでは押出プレス成形入口で
のビレット温度測定にも適しています。

この高温計は低放射率および可変放
射率アルミニウムの正確なデジタル温
度測定値を提供し、確かな最適加工速
度、加工効率および高品質製品をもた
らし、また屑が出るのを最小限に抑え
ます。

SPOT ALは200～800 OC (392～1472 OF) 
の範囲の測定を提供し、コントロール
システムと一体化して加工時、 
プレス成形時またはミル時のアルミニ
ウムスループットを最適化します。SPOT 
AL Low Temp (LT) は、表面放射率に応

じて 130 °C (266 °F) までの低温測定値
を提供し、市場をリードします。例えば、
低温再加熱アプリケーションで使用す
ることができます。

データは、統合された背面ディスプレ
イ、ウェブサーバーおよび複数のイン
ターフェースオプション、ならびに過
程における温度の監視、分析、キャプ
チャおよび制御のためのSPOTViewer/
SPOTPro の高度な高温計ソフトウェア
を介し即座に利用可能になります。高
温計に内蔵のリアルタイムビデオカメ
ラおよびすべての機能に対するリモー
トアクセスにより、ユーザーはその場
でまたは離れたところから高温計の確
認、設定および焦点調節を行えます。

また SPOT ALは Modbus TCPデジタル
およびアナログ入出力を単一のデバイ
スに一体化させています。

SPOT AL 

追加測定モードは要望に従って追加されます。

固定式SPOT 
サーモメーター

アルゴリズム モード説明 放射率 SPOT AL SPOT AL LT

E 押し出し 低 ✔
200～800 ℃ / 392～1472 °F

✔
150～700 °C / 302～1292 °F

Q 急冷 低～
中速

✔
200～800 ℃ / 392～1472 °F

✔
150～700 °C / 302～1292 °F

S ストリップ 低～
中速

✔
200～800 ℃ / 392～1472 °F

✔
150～700 °C / 302～1292 °F

F 成形/鍛造 中速 ✔
200～800 ℃ / 392～1472 °F

✔
130～700 °C / 266～1292 °F

F Mg 高マグネシウム合金 中速 ✔
200～800 ℃ / 392～1472 °F

✔
130～700 °C / 266～1292 °F

L 液体 低 ✔
200～800 ℃ / 392～1472 °F ✘



SPOTアクチュエーター
SPOT高温計を使用するアルミニウムアプリケーションのために特別に考案されたSPOTアクチュエーターはスマートな電動ユニッ
トで、すべてのSPOT高温計に対する遠隔操作されたターゲットとホットスポットとのアライメント、プロファイルトラッキングおよび
ビレット/プロファイルスキャンを提供します。

コンパクトで、迅速、なおかつ統合されたウェブサーバー経由で、またはSPOTViewer/SPOTProソフトウェアを使用して簡単に設定
できるこの製品は、自動モードまたはオペレータ制御モードで操作が行え、個々のアルミニウム工場のニーズに合わせられます。
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SPOTアクチュエーターSPOT AL / SPOT AL LT SPOT 高温計およびアクチュエーターアセンブリ

SPOT ALおよびアクチュエーター 
プレス成形部に到達した途端にビレットに沿ってプロファイルをスキャン

組み込まれたウェブサーバーからのスクリーンショット

SPOT、 
アクチュエーターユ
ニットおよび冷却筐

体を装備

ビレットに沿ってプ
ロファイルを測定

アルミニウムビレ
ット



アルミニウム工場要件の例
アルミニウムビレットが温度プロファイルを用いて予熱され、必ず最善のプレス成形動作温度になるようにします。  
プレス成形へとビレットを通す前に、温度プロファイルを確認する必要があります。

アルミニウム押出加工において、異なるプロファイル形状が製造され、多数個取り金型がよく数種のプロファイルを
一度に押し出すために使用されます。金型が変更されるたび、またはプロファイルが移動するたびに、アクチュエータ
ーは自動的にプレス成形出口SPOTおよび急冷出口SPOTに一番熱いプロファイルまたはプロファイルの一番熱い領
域に位置を調整し直します。

高強度押出成形は押出成形後に急速に冷却して求められる内部構造および機械的性質が達成されることを確実に
する必要があります。しかし、より細いプロファイルは長い急冷セクションを通る間にゆるく固定されているだけでは
押出方向に対して横方向に移動することがあるので、急冷後温度計の位置再調整を繰り返す必要があります。アクチ
ュエーターは自動的に位置がずれたプロファイルを検出して位置の再調整を行うことが可能です。
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「SPOTアクチュエーターの追加によって、
確実にこの高温計で弊社のお客様に最高
品質のアルミニウム製品をお届けできるよ
うになります。」

László Domokos (ラースロー・ドモコシュ)
プロセス信頼性チームリーダー

Hydro Extrusions Hungary
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異なるアルミニウム合金の加熱されたビレットは予熱された金型へとプレス成形され、要求されたプロファイルの形状と寸法
を作り出します。急冷は非常に重要で、急冷によって製品が正確な素材/機械的性質および耐性に仕上がることが確実になり
ます。

この工程にはビレット、プレス成形出口および金型の正確な温度監視が要求されるほか、加工速度および効率ならびにプロフ
ァイルまたはプレス成形への破損防止も監視し、て品質の向上/保証を行います。また急冷および押出成形の監視は安定した
製品品質も保証します。

長年の経験とトップのアルミニウムメーカーとの緊密な取り組における秀逸さに対する世界的評判で、AMETEK Land は加工
の各段階に向けての専用ソリューションを提供します。弊社の製品は御社の運営で要求される精密で高速な応答を提供しま
す。

アルミニウムのビレット、または固形のブロックは押出成形
の工程で使用される原料です。金型を通ってプレス成形され
て正しい形状に押出成形される前に加熱される必要があり
ます。加熱押出成形の工程においては、一定の 
温度プロファイル (テーパー) が、プレス成形行程中の成形エ
ネルギーから生産される熱を相殺するために必要となりま
す。

加熱が不十分なビレットは金型を破損するまたは行程全体
をブロックしてしまう可能性があり、製品の品質に影響をお
よぼします。l

慣例的には、熱電体が温度測定に使用されていますが、これ
らは散発的、低速、メンテナンス集中的、および金属の蓄積
が起こることで不正確になります。 

熱電体は炉内空気を測定し、ビレットの散発的な一か所測
定にのみ使用が可能です。また交換が高額にもなります。

非接触式の正確なビレット温度監視によって行程の最適化
と制御が可能になります。これは行程加用時間を最大化し、
廃ビレットを防止して、なおかつ押出成形行程中に加熱を誤
ったまたは加熱が不十分なビレットが固まることで起こる破
損に対する高額な修理を回避します。加えて、加熱行程およ
び要求の温度プロファイルを制御します。 

暑くて柔らかい予熱済みのアルミニウムビレットが金型を通
って押出成形され、希望通りの製品形状を生産します。重要
な点は、金型が十分に加熱されていて、アルミニウムの温度
を下げないことです。温度が下がる行程がブロックされて影
響が出ます。

金型は金型オーブンで予熱され、十分な熱さ – 一般的には
約450～500 OC (842～932 OF) – に確実に熱されてアルミニ
ウムが固まらないようにします。金型をオーブンから取り出す

のが速すぎないこと、オーブンから取り出してから金型プレス
成形の間で金型があまり冷めすぎないようにすることが重
要です。

金型が予熱されるとき、温度を素早く測定し、プレス成形機
に設置する前に冷めすぎないようにすることが重要です。十
分に加熱された金型はアルミニウムが固まることによって行
程をブロックする危険を犯しません。

アプリケーション ビレットプロファイル 

アプリケーション 金型温度 (予熱) 

ソリューション：SPOT ALおよびF Mgモード 

ソリューション：SPOT M160 (FO)

アルミニウム押出成形
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金型プレス成形から出てくるアルミニウムは押出形材として
知られています。希望の形状に成形された後も、金属はまだ
熱くて柔らかい状態 – 一般的に500～550 OC (932～1022 OF) 
のままです。要求された機械的性質を達成するための最適な
製品温度およびプレス成形速度を制御するには、押出形材
の正確な温度測定が必要になります。

SPOT AL (E) モードの測定値がプレス成形速度と押出成形の
品質の最適化と制御を可能にします。これにより、加工段階
を終える頃には、アルミニウム製品が要求された物理的性
質、表面仕上げおよび正確な寸法公差を備えていることを確
実にします。

プレス成形から出た後、熱間押出成形は急冷によって冷やさ
れます。速度および目標の冷却温度が、金属の硬度および耐
性など、出来上がった製品の機械的性質に影響を与えます。
また、アルミニウムプロファイルの複雑な内部構造が臨界温
度以下に確実に冷やされるようにすることも重要です。

急冷行程を通して冷却速度を監視するには、押出成形から始
めて、それがプレス成形から出るときにアルミニウム温度を行
程の最初と最後で正確に測定する必要があります。これによ
り、急冷行程段階を終える頃には、アルミニウム製品が要求
された物理的性質および正確な寸法公差を備えていること
を確実にします。

急冷は押出成形の温度をさらに下げます - 通常、制御速度で
約200°です。これは強制空気滞留かまたは工業用水 (エマル
ション) によって達成されます。水はより速く冷却させ、硬度の
高い製品を生産しますが、あまりにも高速で冷却すると、アル
ミニウムプロファイルに影響を与えるかまたは歪みを生じさ
せる可能性があります。

急冷行程を移動する押出成形の冷却速度を監視することで、
要求された性質を備えた出来上がり製品が常に達成されま
す。速すぎる冷却から起こるプロファイルへのどのような構造
的破損も回避できます。

アプリケーション 急冷/低温急冷

ソリューション：SPOT AL Eモード

ソリューション：SPOT AL Qモード, 
          SPOT AL LT Qモード 

アルミニウム押出成形
アプリケーション 押出成形 
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ストリップミルは溶鉱炉からのアルミニウムかまたは成形されてスラブまたはビレットに固められたリサイクル製品を取り込ん
で、可用工業形状に変換し、厚みのあるスラブを軽くて耐久性があり強度の高い薄いシートへと変えます。
正確な温度測定が、ストリップミル全体の工程の制御を支援し、製品損傷の故障が生じる前に問題を検出します。出来上がっ
た製品の品質は、主要か所での温度監視により検証され、一般的にはミルを横切る両端で測定されます。
AMETEK Land 製品はアルミニウムストリップミル専用の温度ソリューションを提供します。SPOT AL高温計は高精度を迅速な応
答時間で実現し、一方弊社の コイル検出ソフトウェア搭載のASPSは、圧延行程の終わりの巻取り行程全体におけるコイル測
定位置を追跡します。

アルミニウムストリップミル

アルミニウムスラブまたはインゴットが再加熱炉で加熱さ
れ、圧延前に温度が均一であることを確実にします。炉での
正確な温度測定が、各スラブの監視に役だち、行程の最初か
ら最後まで通して一定の温度および製品品質を支援します。
再加熱炉は一般的にはスラブを圧延温度よりもやや高めに
加熱し、アルミニウムの性質が、必ずスラブ全体で同じになる
ようにします。加熱後に、移動中に圧延温度まで冷まし、圧延
の前に温度が正しいレベルであることを確実にするために
測定が求められます。

圧延ミルに入る前にアルミニウムスラブの温度を確認するこ
とは、出来上がった製品の品質を保証し、後々の製品の欠陥
を最小限にします。温度測定はまた、工程管理システムにも
有益で、炉温や正確な加熱の所要時間を最適化するために
使用するデータを提供します。これは、過熱を低減しエネルギ
ー効率を向上させることでコストを削減します。

圧延機でアルミニウムストリップは要求された均一の厚さに
延ばされ、いつでも冷間圧延機に移される前に巻取れるよ
うになります。温度監視はこの工程を細かく最適化及び管理
し、工程効率を向上させ潜在的なミル問題を検出するのに
不可欠です。
制御されていない温度は予期しない厚みの変動を引き起こ
し、一方冷たい金属は圧延中にひび割れを生じる可能性が
あるので、正確で連続的な測定や重要な役割を果たします。
表面仕上げが行程の最中に変更され、放射率に影響与える

ことから、これらは達成が困難な場合があります。
SPOT ALのSモードによる正確な温度管理によって、再アニー
ルおよび仕上がりコストの低減、ミルの故障につながる問題
の検出、工程の制御および製品品質の改善が可能になりま
す。これが、代わりに運営コスト、および任意のスクラップ製
品の生産の可能性を低減します。

アプリケーション インゴット/スラブ (再) 加熱炉

アプリケーション 熱間圧延

ソリューション：SPOT ALおよびF Mgモード

ソリューション：SPOT AL Sモード



アプリケーション特定版の、弊社の証明済みARCサーマルイ
メージングシステム、 ASPSはストリップ巻取り中のアルミニ
ウムの温度監視用に考案されました。
ASPSは先進の放射イメージングを採用して、巻取り機でのア
ルミニウム温度の正確な端から端までのプロファイル測定を
提供します。 
最適なサポートのために、熱間および冷間ミルの両バージョ
ンでは次の2つの温度範囲に対応しています：100～1000OC 
(212～ 1832OF) または 0～500OC (32～ 932OF).

ASPS –アルミニウムストリップ加工システム 
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アルミニウムストリップミル

冷間圧延は、熱間圧延と比べかなり低い温度行われ、最終ア
プリケーションに適した仕上がりの製品厚さ、をより改善さ
れた表面仕上げ、表面形状および厚さの精度で生産します。
冷間圧延中の正確で連続的な温度測定を行うことで、オペ
レーターは圧延温度が希望の公差内に収まっていることを
検証し、製品仕様、表面仕上げ、形状、厚さを確認します。

ASPS、SPOT、LSP-HDは、巻取り機で、または圧延行程中の圧
延機と製品間で使用されるウェッジ測定技法を使用するこ
とで、低温と可変放射率がもたらす問題を排除し、またバッ
クグラウンド反射の影響も解消し、正確な温度で工程を管理
します。

アルミニウムストリップは移動および保管のために巻き取ら
れます。工程管理および製品品質では、巻取り行程の間中、ス
トリップの中央および端の連続的なリアルタイムの温度監視
が要求されます。 
正確でリアルタイムの温度プロファイル監視を行うことで、巻
取り温度に基づいた正確な速度調整での最適な工程制御が
可能になります。ウェッジ位置の (ストリップと巻取り機の間

で) 自動追跡によって、製品品質問題を送り出す前に検出で
き、製品のトレーサビリティーを向上させます。
冷間圧延と同様に、巻取りアプリケーションはASPSサーマル
イメージングシステムで使用されているウェッジ測定技法に
適しています。

アプリケーション 熱間圧延

アプリケーション 巻取り 

ソリューション：ASPSサーマルイメージングシステム、 SPOT、LSP-HD

ソリューション：ASPS-B サーマルイメージングシステム

ASPSイメージャー



アルミニウム鍛造

鍛造は、金型の間でプレス鍛造かまたは落とし鍛造のどちら
かの方法で材料を成形することでそのあとの加工のための
形状へとアルミニウムまたはアルミニウム合金を加工対象
物/インゴット/ビレットから変換させるために使用されます。
鍛造の前に、ブランク材を、使用合金によって一般的に550 °C 
(932 °F) 程度の温度まで予熱します。その次に、平らまたは成
形された金型の間で成形されて、希望の鍛造製品が生産さ
れます。

熱間鍛造はアルミニウムに鋼鉄に匹敵する機械的性質を持
たせることが可能で、その一方でアルミニウムは扱いやすく
複雑な形状に切断しやすい状態を維持します。 
この工程の間の温度測定は、金属が効果的に鍛造されるの
に十分な熱さになっていることを確認するために重要です。
製品品質を保証し、材料仕様の交差が少なくなるようにし、
スクラップパーツを防ぎます。加えて、冷えすぎた金属は金型
に悪影響を与えますがそれは、金属が固まり、金型の衝撃に
対する抵抗が強くなる可能性があるからです。

x

アプリケーション 予熱および鍛造
ソリューション：SPOT ALおよびF Mgモード

10 アルミニウム製造加工業界における温度測定

液体金属

溶解および注入中の液体アルミニウムの温度制御は、高品
質の鋳造加工処理を保証するための重要な要素です。 
鋳造工程中、アルミニウムは合金の種類や鋳造の種類に応
じて必要な温度まで引き上げられます。注入中の温度を一
定に保つことは、完成品の完全性を確保するために不可欠
です。 

温度が高すぎると化学的および物理的特性が変化し、鋳造
に必要な仕様を満たすことができません。温度が低すぎると
溶解した金属が凝固し、鋳物のキャビティや開口部に流入し
きれなくなることがあります。そのため、液体アルミニウムの
温度を正確に測定することは、プロセス効率を確保するため
の鍵となります。

x

アプリケーション 液体アルミニウム加工
ソリューション：SPOT AL Lモード



アルミニウム鍛造 その他

誘導加熱は高速で信頼性が高く、効果的な方法で、鍛造、取
り付け、コーティングまたは熱処理など数多くの目的におい
て使用できます。高速で正確な温度測定は、誘導制御システ
ムにとって不可欠のフィードバックです。金属が次の加工段階
に対する正しい温度に達し、かつ超えないようにすることを

保証し、破損やまたは望まない程度まで物理的性質を変化さ
せることが起こらないようにします。 
また、これはアルミニウムの加熱に使用されるエネルギー量
を最適化するのに役立ち、廃棄コストとエネルギーコストを
削減します。

取り付け/収縮は通常金属アプリケーションで、構成部品を
別の構成部品の中または周りにぴったりとはめるために使
用されます。 
例えば、エンジン内の金属管は熱膨張をする可能性があり、
その結果内径が広がります。外形が管の新たな幅よりも小さ
いベアリングをそこで追加できます。管が冷えるにつれ、内径
が収縮し、ベアリングがしっかりと管内に取り付けられます。

このアプリケーションにおいては温度監視と高速のオンライ
ン制御が求められ、部品が、膨張するのに十分な熱さまで加
熱され、しかし破損または変型が生じるほど高温にはならな
いことを保証します。これらの工程は比較的高速で細かく制
御されているため、SPOT ALを使用視野場合のような迅速で
信頼性の高い測定が要求されます。

アルミニウム部分に表面コーティングを施すために熱が使用
されることが良くあります。金属の加熱が不十分だと、コーテ
ィングが正しく構成部品に付着しないか、均一に接着されな
い場合があります。しかし、もし 

熱すぎると、コーティングが損傷する場合があります。ですか
ら、毎回施されるコーティングが完璧になるように加熱工程
を制御するため、正確な温度監視が必要となります。

アルミニウムを折らずに曲げて成形しやすくするために、はじ
めに加熱されることがよくあります。温度測定が、アルミニウ
ムがすでに曲げやすいように適切に加熱されることを確実に

し、同時にアルミニウムへの熱による破損または予期しなか
った材料厚さが生じるのを伏びます。

11WWW.AMETEK-LAND.COM

アプリケーション 誘導加熱/熱処理

アプリケーション 取り付け/収縮

アプリケーション コーティング前の加熱

アプリケーション 曲げ加工前の加熱

ソリューション：SPOT ALおよびF Mgモード

ソリューション：SPOT ALおよびF Mgモード

ソリューション：SPOT ALおよびF Mgモード

ソリューション：SPOT ALおよびF Mgモード



SPOT AL / SPOT AL LT

ASPS-B サーマルイメージングシステム

SPOTアクチュエーター

LSP-HD

先進的な非接触式赤外線アプリケーション高温計
は、単一センサーソリューションを、 
様々なアルミニウム生産および加工ア
プリケーションにおいて提供します。

アプリケーション特定バージョンの証
明済み ARC サーマルイメージングシス
テムは、アルミニウムおよび金属ストリ
ップの圧延および巻取り行程中の温度
監視用に考案されたものです。

SPOT高温計シリーズと併せて動作
するために特別に考案されたスマー
ト監視ユニット遠隔制御された対象
物の位置調節およびビレット/プロフ
ァイルのスキャンを提供します。

コンパクトな赤外線ラインスキャナで、移
動行程において高度で均質性の高いサー
マルイメージングを提供するために考案
されました。

定置型SPOTサーモ
メーター

定置型SPOTサーモ
メーター

i 100 to 800 °C / 212 to 1472 °F

SPOTal
ALUMINIUM APPLICATIONS PYROMETER 
EXTRUSION, STRIP MILL, FORMING / FORGING AND FURTHER PROCESSING

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

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

FOR ALUMINIUM EXTRUDERSi

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

SPOTactuator
ENHANCED TARGETED ALIGNMENT 
FOR SPOT ALUMINIUM PYROMETER 
APPLICATIONS 

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

プロセスイメージング

当社グローバルサービスセンターは、お客様のシステムから最高のパフォーマンス
を確実に引き出すアフターサービスを提供します。これには、技術サポート、認定、
校正、試運転、修理、サービス、予防メンテナンス、およびトレーニングが含まれま
す。当社の熟練技術者/エンジニアがお客様の現場に立ち会い、予定されたメンテ
ナンススケジュールを実施したり、緊急故障を修理したりします。

ラインスキャン

アルミニウムの温度測定 
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