
ガラス炉内耐火壁の状態は、特にタンクの寿命末期に向けて、安全性とプロセス効率にとって極めて重要
です。耐火壁の劣化は、燃料コストを増加させたり、ガラスの破裂や耐火壁の破損を引き起こしたりする可
能性があります。

溶融タンク外をサーマルイメージャーでモニタリングすることで、耐火壁が損傷しているかもしれない高温
部分を示すことができます。また、潜在的なガラスの破裂について早期警告を発します。

連続熱画像は正確な内部モニタリングにも使用でき、炉全体の温度傾向を確立できます。また、耐火壁が
損傷しているかもしれない温度の下がった箇所も検出します。

タンクの損傷を検出することで、早期にメンテナンスを実施でき、タンクの寿命を延ばすことが可能となり
ます。コンテナのガラス製造コストの約70％はエネルギーによるものであるため、ひび割れや熱損失を防
ぐことで大幅な節約が可能になります。ガラス破裂の早期検出により、プラントの安全性が向上します。

耐火壁モニタリング
ガラスタンク 
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ガラス耐火壁

入口顶部内衬
热区顶部内衬

热区
底部内衬

安全内衬
保温内衬

前壁工
作内衬

侧壁工
作内衬

入口底部内衬

燃烧炉体

ガラス製造は、タンクの性能、特に耐火壁
内張に著しく左右されます。 
プロセス条件は、耐熱性の耐火壁が最終
的に劣化して機能しなくなるかどうかに
影響します。この劣化は燃料コストを著し
く増加させたり、プラントの安全性に影響
を与えるガラス破裂の原因となる可能性
があります。
タンク損傷の検出は、早期メンテナンス
を徹底し、タンク寿命を延ばす鍵です。ま
た、溶融ガラスがタンクの底部から漏れ
出すようなガラス破裂のリスクを最小限
に抑えます。これは高温となり、プラント
担当者の安全にとって深刻なリスクとな
ります。 ガラスタンクの構造

ガラス製造工程のほとんどは、炉ま
たはタンクで減量を溶融すること
から始まります。 
ガラスの溶解はエネルギー高集約
的で、連続運転中のタンクで行わ
れます。プロセスは、深さ2フィート 
(0.6m) ～3フィート (1m) のメルトで

約1600 oC (2900 oF) で溶解する材
料の場合、24時間以上かかる可能
性があります。
このような長期間にわたってメル
トをこの温度に保つには、非常に
大量のエネルギーが必要です。バッ
チ加熱に使用されるエネルギーの

約 30% は、炉の構造を通して失わ
れる可能性があります。これは適切
な断熱が不可欠であることを意味
します。



耐火壁外装モニタリング
ほとんどのガラス工場はポータブルサ
ーマルイメージャーを使用し、溶融タン
ク外を監視しています。これで高温部
分が検出され、不応性の損傷している
か、浸食が熱を逃がしていることを示し
ています。
ガラスの破裂が最大規模の損傷を引き
起こす可能性があるタンク底部では、

モニタリングが特に不可欠です。
ポータブルシステムはこれまで、タンク
の監視に必要とされるカメラ数を削減
するために使用してきました。ポータブ
ル装置はまた、耐火壁の見えない部分
のモニタリングにあたって、固定システ
ムが直面する問題を回避します。

ただし、ポータブル装置を使用する場
合の欠点がいくつかあります。それら
は、オペレーターがタンク全体の外側
表面を効果的に、適切に測定するかど
うかに左右されます。また、タンクの継
続的な監視は現実的ではありません。
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ガラス溶解炉外

ガラス漏れ検出
モニタリング効率に関する限り、定期
的なポータブル測定は多くの場合、
耐火状態の確認に十分です。しかし
ながら破裂については、たとえ最近
点検が実施された場合も、発生する
可能性がいつもあります。
ガラス破裂が起きたときは、早期検
出が不可欠です。漏れが検出されず、
最初の20分間で（水と圧縮空気を使

用して）停止したならば、間違いなく
停止できた可能性が低いためです。
作業員へのリスクに加えて、バッチが
失われ、溶融に使用するエネルギー
を浪費し、タンクの修理や交換が必
要になり、プラントのクリーンアップ
が必要になるなど、コストにもかなり
影響します。おそらく最も重要となり
ますが、状況が対処されるまで生産

を停止する必要があります。
したがって理想的な安全監視ソリュ
ーションは、タンク底部を下方から継
続的にモニタリングし、ガラスの漏れ
を手遅れになる前にすばやく検出で
きるソリューションです。



04 ガラスタンク耐火壁モニタリングアプリケーションノート

サーマルイメージング

電気ブースト電極

このアプリケーションに対する AMETEK 
Land のソリューションは、最先端の高
解像度放射測定カメラ技術と、高度デ
ータ処理および強力なソフトウェアサ
ポートを組み合わせた ARCモニタリン
グシステムです。これにより、比類のな
い精度を持つ詳細な熱画像をお届け
します。
ポータブル測定は特定点の温度のみ
を記録するため、オペレーターがタン

ク外を適切にカバーするかどうかに左
右されます。ARCカメラから提供される
熱画像は、ターゲット全体の連続ビュ
ーをどの距離からも可能にします。 
カメラで生成された熱データがリアル
タイムで表示され、異常なホットスポッ
トをより迅速かつ簡単に検出でき、プラ
ント作業員に警告を発して速やかに対
処します。
ARCソリューションは、高速応答安全モ

ニタリングシステムの提供に加え、耐火
壁内張の損傷や摩耗の早期検出に必
要な熱データも提供します。これによっ
て、中断時間を最短に抑えて修正メン
テナンスのスケジュールを立てること
ができます。
ARCシステムは、安全監視の信頼性を
高めることで保険料を軽減し、投資収
益率を高めます。 

電極を使用して溶融タンクへのエネル
ギー入力を高めることが可能です。こ
れらのブースティング電極は、通常、タ
ンクのベース部分から垂直に設置され
ます。それらは電流によって溶融ガラス
を接点で加熱し、溶解速度を上昇させ
て効率を高めます。

電気ブーストシステム構造により、電
極が耐火壁内張を通過するときに、タ
ンク構造に必然的に弱点をもたらし
ます。
ARCカメラは、電極およびその周辺の
耐火壁の状態の監視にも使用できま
す。電極周辺のホットスポットは、ガラ

ス破裂につながる可能性のあるタンク
への損傷を示している可能性がありま
す。電極冷却システムの故障を示す可
能性もあります。

タンク底部温度のモニタリング



    

高解像度 384x288 画像

4 種類のレンズオプション

広い周囲温度範囲

4 種類の構成可能な関心領域

Viewer ソフトウェア標準装備

卓越した温度精度

どの距離からも卓越した鮮明さでターゲットを表示

ほぼすべての気候で設置が可能

常にターゲットを表示する設定範囲を維持

使いやすいソフトウェアで管理

特徴 メリット

ARC特徴と利点
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AMETEK Land の ARCイメージャーは、
頑丈かつ用途の広い熱画像カメラで
す。重工業アプリケーションで卓越した
温度精度を提供します。
レンズのオプションは4 種類あり、それ
ぞれ視野角が 11o、22o、44o、60o  です。
さまざまな距離ですばらしい視野範囲
を提供し、卓越した画像鮮明さを提供
します。
正確なアプリケーション要件に合わせ
てカスタマイズされたARCは、信頼でき
るプロセス制御、製品の品質検証、ま
た安全監視に必要な高精度の熱画像
を提供します。
データ処理はARCイメージャー内で
実行され、個別のシグナルプロセッサ
は必要ありません。使いやすい ARC 
Viewer ソフトウェアが標準装備されて
います。熱データがリアルタイムで視
覚化され、情報に基づいて意思決定を
行うことが可能になります。拡張機能
である LIPS イメージングソフトウェア
と I/O 処理がオプションで用意されて
います。

ARCイメージャー

ガラス漏れ検出ARCハウジング

推奨 
製品: 

ARCイメージャー
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耐火壁内モニ
タリング

熱画像で溶融タンク内の状態を
監視して、高品質のガラス製造を
維持し、炉の寿命を延ばすことが
できます。

AMETEK Land の NIR-B Glass 赤外
線ボアスコープイメージングカメ
ラは、画像上のどの点からも正確
な温度測定を可能にする高解像
度の熱画像を生成します。

視覚的イメージングやポイント温
度測定と比較すると、これは利点
がいくつかあります。

たとえば固定して設置されたサー
マルイメージャーは、必要かつ有
用なデータをすべて記録できるた
め、ビデオをどのフレームでも停
止することができます。その後、プ
ロセスのまったく同じポイントで、
全ポートの測定値が取得され、反
転がより正確に調整できます。

イメージャーは、高温が引き起こ
す構造的損傷の兆しをすばやく検
出できます。亀裂が耐火壁に発生
しているときは、空気が引き込ま
れて温度が下がる部分となるおそ
れがあります。

NIR-B Glass は、壁面の小さな穴
だけを使い、炉全体の温度を正確
に測定するため、このモニタリン
グアプリケーションに非常に効果
的です。 

また炉内の高品質視覚的画像を
提供し、溶融タンク内の様子を常
に示し、火炎の伝播を最適化し
ます。

アラーム出力の高低により関心領域を継続的にモニタリング、記録。

低温領域を強調表示する等温線を備えた高度単色熱画像。

連続リアルタイム熱画像

バッチラインのモニタリング - バッチが溶解ラインを超えるとアラーム発生。

連続リアルタイム熱画像



    

高温度測定精度

短波長センサー

専用ソフトウェア

リアルタイムの熱データと高解像度の視覚的画像

24時間365日連続モニタリング

最適なプロセス制御

放射率の変化への低感受性

構成済み関心領域と長期データトレンド

リアルタイムのバッチ制御とエネルギー効率の向上

デッドタイムのない、正確で信頼できるデータ

特徴 メリット

NIR-B GLASS の特徴と利点
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ガラス溶融タンクで使用するために特
別に開発されたNIR-B Glass は、高解像
度 324,000 ピクセル画像の温度を継
続的に測定します。このリアルタイムモ
ニタリングが製品の高品質を保証し、
炉の構造的損傷検出を支援し、溶融タ
ンクの効率を向上させます。
このカメラは、実績のある短波長近
赤外線熱画像テクノロジーを使用し
て、AMETEK Land の専用 LIPS 処理ソ
フトウェアを実行する Windows PCに

接続します。これで正確なデータ分析
が、24時間365日モニタリングを目的と
した自動化アラームおよび制御ととも
に提供されます。
視野は90o でありながら、広角レンズ
チップによって壁の小径の穴のみを使
用し、プロセス中断を最小限に抑えな
がら、炉の重要な領域全体を確認でき
ます。
連続測定により、リアルタイムのバッチ
モニタリングと炎の最適化を徹底し、

エネルギー効率の改善、引き上げ率の
最大化、耐火壁寿命を伸ばすために
必要な信頼できるデータの提供を保
証します。
またNIR-B Glass は、オートリトラクト
機構を取り付けることができます。水
流または気圧、電源が失われた場合
および、ボアスコープ先端の高温アラ
ーム発生時に、イメージャーを熱によ
る損傷から保護するよう設計されてい
ます。

NIR-B GLASS

推奨製品: 

高解像度 (656 X 494 ピクセル) の熱画像を生成する設計
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ARCイメージャー 

幅広いアプリケーションにわたって卓越した温度精度を
提供する、堅固でコンパクトな放射性サーマルプロセス
イメージャー。

NIR-B GLASS

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 

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

1000 to 1800 °C / 1832 to 3272 °Fi

NIR BORESCOPE 
GLASS
THERMAL IMAGING SOLUTIONS 
FOR GLASS FURNACE APPLICATIONS

ガラス炉用に正確な温度測定を行うために特別に開発
されたボアスコープ熱画像カメラです。

ガラスタンク耐火壁モニタリングのAMETEK 
LAND ソリューション

プロセスイメージングプロセスイメージング

当社社内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。
これは、技術サポート、認定、較正、試運
転、修理、サービス、予防保守、トレーニン
グを含みます。当社の熟練技術者がお客
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。
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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


