スクリューブロワー
DBS、EBS、FBSシリーズ
世界で高く評価されるシグマ・プロフィール装備
流量6～67 m³/min、差圧最大1.1 bar

www.kaeser.com

DBS、EBS、FBSシリーズ
ケーザー・コンプレッサー社の新型DBS、EBSおよびFBSシリ
ーズスクリューブロワーのローターは、世界的に定評のあるシ
グマ・プロフィールをベースとして開発され、ブロワー用途の特
別なニーズを満たすように設計されています。そのため、他の
コンプレッサーと同様、ケーザー社のスクリューブロワーは空
気供給量の増加と省エネを実現します。ブロワーエアーエンド
と高品質の機械部品および電気部品を組み合わせることによ
り、強力でエネルギー効率が高く、先進的な設計のターンキー
ブロワーシステムが誕生しました。

長期間確実に稼働

ボタンを押すだけで圧縮空気を生成

性能仕様の保証

ケーザー社の製品は、その高品質の設計、構成機器、製造で
世界的に定評があり、機器とプロセスを長期間確実に稼動で
きます。耐久性の高いローターベアリング、信頼できる動力伝
達装置、特別設計の駆動装置、効果の高い冷却エアフローを
実現するねじれのない防音カバー、高い効率と信頼性で稼動
するシグマ・コントロール2をはじめ、高品質の構成機器を多数
搭載しています。

使いやすいターンキーシステムとしてご提供するケーザー社
製スクリューブロワーは、定位置に据え付け、圧縮空気分配
システムと電源に接続するだけで、操作の準備は完了です！
オイル充填、駆動ベルトの取り付け、モーターの調整、適切な
周波数変換器の調達、プログラミング、EMC規制に準拠した配
線、回路図の作成、CEおよびEMCの認可の取得などの面倒な
プロセスは、もはや過去のものです。

実際の運転中に、期待される省エネメリットを確実に受けられ
るように、ケーザー社はISO 1217の付録CまたはE（該当する
場合）の厳しい要件に準じて、有効な総消費電力のデータの
ほか、利用可能な流量を提供します。

効率的な運転

高い冷却性能を静音で実現

システム供給者から認可済みの完全な機械を入手することに
より、長期間にわたって信頼性の高い運転を続けながら時間
とコストを削減できることは、疑いのない事実です。

ケーザー社のスクリューブロワーは従来のロータリーブロワー
比で最大35 %の省エネを達成し、現在入手可能な低圧コンプ
レッサー比でも大幅な省エネを実現します。高効率のシグマ・
プロフィールローター、流量最適化装置、高効率の動力伝達
装置および駆動モーターとブロワーエアーエンドを組み合わせ
ることにより、ISO 1217の厳しい要件に準じて、ケーザー社な
らではの非常に優れた性能を発揮します。

ケーザー社のスクリューブロワーは、最適のバランスで構造や
液体類による騒音を最小限に抑え、ブロワーのエアーエンド、
駆動モーター、吸気を最適に冷却します。実際に、液体類によ
る騒音（空気の圧縮プロセスで接続配管から伝わる脈動など）
が完璧なレベルにまで低減されます。

最大効率：IE3モーター
ケーザー社コンプレッサーをお選びいただけば、高効率モータ
ーのメリットを今すぐ享受できます。

1217:2009
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DBS、EBS、FBSシリーズ

シグマ・プロフィールが実現する目覚まし
い効率
1970年代初期にケーザー社が開発した当社専有技術を採用するシグマ・プロフィールローターは、ロータリースクリューコンプレッサ
ーセクターのエネルギー効率に革命をもたらしました。コーブルグとゲーラにあるケーザー社R&Dセンターでは、この効率の高いコン
プレッサー技術にさらに改善を加え、ブロワーセクターでも利用できるようにしました。

シグマ・プロフィール装備のブロワーエアー
エンド
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信頼性の高いシーリング

ケーザー社の高効率ブロワーエアーエンドは、広範な制御範
囲とほぼ一定の比電力を合わせて実現します。高効率のシグ
マ・プロフィールローターを搭載し、最大吐出空気量を確実に
達成しながら、電力消費を最小限に抑えます。

スクリューブロワーエアーエンドのロータリー伝達駆動シャフト
貫通部のスライドリングシールは、すでにケーザー社のロータ
リースクリューコンプレッサーに採用され、現場で実証済みで
す。メンテナンスが不要で、高温や埃の多い環境でも信頼性
の高いシーリングを実現します。

耐久性の高いベアリング

継続的なシステムモニタリング

半径方向への力はすべて堅牢なシリンダーローラーベアリン
グが受け、スクリューブロワーエアーエンドの耐用年数の延長
を可能とすると評価されています。ローラーはあらゆる回転数
で最適な潤滑ができるようハイテクのケージに入っています。

オイルレベルと温度のモニタリングを行うセンサーはブロワー
エアーエンドに組み込まれています。オイルチャンバーは、オイ
ルレベルが上下しているときに機械操作を行っても、機能が確
実に発揮されるように設計されています。
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DBSシリーズ

EBS/FBSシリーズ

直接駆動 - 最高の効率

ベルト駆動 - 究極のレベルまで改善

DBSシリーズスクリューブロワーでは、内蔵のギヤトランスミッ
ションを介して、モーターからブロワーエアーエンドに動力が伝
達されます。ケーザー社のR&Dセンターで詳細に検討したとこ
ろ、同等の出力とサイズクラスでは、この伝達方式が効率、信
頼性、耐久性の観点で最も効果的に速度を伝達するソリュー
ションであることが明らかになりました。
伝達率は使用するギヤセットに応じて変動するため、SFC周波
数制御の最適な周波数範囲内で、いつでもモーターを利用で
きます。また、定速運転モードでは、実際の需要に合わせて流
量を調整できます。動力伝達システムは極めて耐久性が高く、
摩耗がないため、ほぼ100 %の伝達効率で稼動し、ブロワー駆
動に標準の電動モーターを使うことができます。
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ケーザー・Vベルト駆動式スクリューコンプレッサーは、経済
性、効率性及び信頼性に優れています。ケーザー社が数十年
にわたって積み上げてきたコンプレッサー設計と製造の経験
を通じて、この動力伝達方式は完璧なレベルにまで改善され
てきました。
自動ベルト張り調整装置により、ケーザースクリューブロワー
の耐用年数を通じて、Vベルト駆動が最大限の動力伝達効率
を発揮します。もちろん、メンテナンス費用の削減にも貢献し
ます。
Electric motor

Blower airend with
SIGMA PROFILE

堅牢なVベルトガードが、EC機械指令に準じて作業員を保護し
ます。さらに、高い効果で再潤滑して、モーターベアリングに均
一にグリースを補給します（運転中のみ）。

シグマBブロワーエアーエンド

自動ベルト張り調整装置と張力指示計

このエアーエンドは極めて効率と信頼性が高く、オイル／真空
ポンプ、オイルクーラー、煙霧分離器などの補助装置は不要
です。

張り調整スプリング付回転型モーターベースで、モーター重量
に関わらず、正確にベルトの張りを調整し、伝達効率を最適に
保ちます。

ベルトガードには精巧な「風洞」設計を採用して、温度上昇を
抑えるため、ベルトの耐用年数ばかりではなく、エアーエンドと
モーターのドライブシャフトシール寿命も延長されます。
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優れた効率と信頼性
ブロワーエアーエンドは、最高のエネルギー効率実現に重要な役割を果たします。これは、部品を慎重に組み合わせ、先進のシグ
マ・コントロール2ブロワーコントローラーと統合することにより達成されました。

ブロワーコントローラー

統合型センサー

シグマ・コントロール2により、効率的なブロワーコントロール
とシステムモニタリングを確実に行います。大型のディスプレ
イ、RFIDリーダーなど、各種インターフェースを通じて、迅速で
安定した通信が可能です。さらに、SDカードスロットにデータを
保存でき、ソフトウェアアップデートも簡単に実施できます。

さまざまなセンサーおよびスイッチで圧力、温度、回転数、オイ
ルレベル、フィルターをモニタリングしているため、信頼性の高
いブロワー運転を行うことができ、運転状態の遠隔監視（リモ
ートモニタリング）および可視化を可能にします。

比電力（kW/m³/分）

一般的な速度制御

効率性
SFC速度制御
流量（m³/min）
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吸込空気の冷却

比電力の最適化

モーターと加工用空気の冷却空気は、防音カバーの外側から
個別に取り込まれます。そのため、同じ消費電力でも効率と使
用可能な流量率が向上します。ブロワーは最高+45°Cの周
囲温度で動作します。

適度な最高速度、極めて緻密なスクリュープロファイル、広範
な可変速度制御範囲にわたってほぼ一定の比電力を組み合
わせて、動作曲線全体にわたって大幅な省エネを実現します。
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DBS、EBS、FBSシリーズ

プラグアンドプレイ
ケーザー社のスクリューブロワーは、ターンキー完成機械です。お客様には、時間とコストのかかる据え付け手順を省略できるという
メリットを提供します。さらに、工場での後付けでIndustry 4.0環境にも統合できます。

画像：EBS、FBSのSTC原理
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画像：EBS、FBSのSFC原理

スタートコントロール（STC）

シグマ周波数制御（SFC）

スターデルタスターター統合仕様は定速運転で、高性能の接
触器、過負荷保護カットアウトおよび相損失モニタリングが装
備されています。シグマ・コントロール2と信頼性の高い非常停
止装置が設備を完全なものに仕上げています。

可変回転数制御を使用するSFC周波数変換器により、用途ご
との空気需要量に合わせてブロワーの性能を調整します。プ
ログラミングおよびパラメーター設定はすべて工場で行ってい
るため、直ちに運転できるようすべての準備が整っています。

プラグアンドプレイ

EMC認証

ターンキーブロワーは、センサー、STC/OFC、シグマ・コントロ
ール2、緊急停止スイッチを装備済みで、オイルを充填し、完
全に認証済みの状態で納入されます。このため、計画、据付、
認証、文書化、運転調整に必要な作業とコストを大幅に削減
できます。

当然のことですが、SFCコントロールキャビネットとシグマ・コン
トロール2は、個別の構成機器と完成した状態のブロワーシス
テムの両方で試験を通過し、EMC指令EN 55011クラスA1産業
用電力供給適合の認証を受けています。
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DBSシリーズ

低圧セクターの新基準

キロワットあたりの供給空気量増

大型のEBSとFBSと同様に、新型ケーザーDBSスクリューブロワーも並外れたコスト削減を実現します。

設置面積

1.65 m²
極めてコンパクト

並列設置

コンパクトな動力源には駆動装置装備のエアーエンド、損失の
ない動力伝達装置、サイレンサー、センサー、コントロールお
よび電気装置（周波数変換器またはスターデルタなど）が装備
されており、わずか1.65平方メートルの設置面積です。

DBSシリーズスクリューブロワーのパッケージレイアウトは、整
備作業が全て本体正面から行えるよう設計されています。そ
のため、複数のコンパクトなブロワーを並列に設置することも
可能で、その際、追加の作業は不要です。

最適化された流量

優れた静寂性

吸気側も含めてすべての構成機器では流量が最適化されて
おり、圧力損失を最小限に抑えます。サイレンサー、エアーフ
ィルター、逆止め弁も「大容量ながらコスト節減」の達成に貢献
します。

防音カバーが極めて効果的に騒音を低減し、実際の機械騒音
を最低限に抑えます。さらに、特殊吸音サイレンサーが、周波
数制御のブロワーで発生しがちな、配管を通した液体類による
騒音伝達を大幅に低減します。
画像：DBS 220 M SFC
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装置

高度な最適化

IE3モーター

脈動の減衰

極めて効率の高いシーメンス社製のIE3モーター、PTCサーミ
スター3個、またはPT 100を標準で装備します。可変速駆動モ
デルでは、SFC周波数変換器により速度を調整します。モータ
ー中央部の潤滑ポイントに楽にアクセスできるため、整備を迅
速かつ高いコスト効果で実施して、モーターベアリングを再潤
滑できます。

吸気口と排気口に効率の高い吸音サイレンサーを装備し、プロ
セス空気による不要な脈動を広い周波数範囲で低減し、配管
から伝わる液体類による騒音を大幅に減衰します。

シグマ・コントロール2
「表示灯」LEDで運転状況が一目でわかり、プレーンテキスト表
示のディスプレイは30言語に対応し、アイコン付きのソフトタッ
チキーを備え、監視と制御を全自動化します。インターフェー
ス - イーサネットのほか、以下の通信モジュールにオプション
で対応します。プロフィバスDP、Modbus、プロフィネット、DevicenetRFIDカードリーダー、ウェブサーバー、KAESER
CONNECTユーザーインターフェイス、アナログおよびデジタル
入力信号の表示、警告およびアラームメッセージの表示、圧
力、温度および速度トレンドのグラフ表示。プロセスデータ、運
転時間、稼動時間、警告およびアラームメッセージなどのデー
タをSDカードリーダーからSDカードに保存。SDカード経由で更
新をアップロード。

KAESER CONNECT
PCとシグマ・コントロール2間のLAN接続、インターネットブラウ
ザーの起動、シグマ・コントロール2のIPアドレスとパスワードの
入力、統合したウェブサーバーからブラウザーコントロールへ
のアクセスに対応します。ユーザーインターフェイスには、機械
の状態、アナログおよびデジタル入力信号をリアルタイムで表
示し、警告およびアラームメッセージを一覧で表示するほか、
圧力、温度および速度トレンドをグラフ表示します。
（以下の画像参照）

シグマ・エアー・マネージャー4.0
シグマ・コントロール2内蔵型コンプレッサー／ブロワーコントローラーとシグマ・エアー・マネージャー4.0がブロワーエアーシステムの
効率をさらに最適化します。高いレベルのデータ統合と多数のインターフェースオプションにより、先進の生産システム、建物管理シ
ステム、エネルギー管理システムに容易に統合でき、さらにIndustry 4.0環境にも統合が可能です。
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最適な条件

排熱再利用

クーラー

入口および出口ダクトの耐候スクリー
ン、追加のファン、騒音ダンパーなどの
周辺部品を慎重に組み合わせて、快
適な作業環境を維持します。

熱交換器は、周囲温度が高いときでも
加工用空気を冷却します。再生熱は
空間の暖房や温水に利用できるため、
一次エネルギーコストを大幅に削減で
きます。

圧力低下を最低限に抑える、高効率の
ACA型エアー／アフタークーラーが温
度を切り替え、高い信頼性でブロワー
空気の温度を周辺温度比で最大10ケ
ルビンまでに抑えます。
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設計
DBS

技術仕様
使用圧力
Überdruck

モデル
Modell

EBS、FBS

モーターの
max.
最大定格
Motornenn出力
leistung

パイプ
Rohr接続
anschluss

寸法 mit
Abmessungen
コントロールキャビネット
Schaltschrank
WB xx D
T xxHH

最大
Masse
質量
max.

DN

mm

kg

最大
max.
差圧erenz
Druckdiﬀ

最大
max.
流量*) *)
Volumenstrom

mbar
mbar

m³/分
m³/min

kW

DBS 220 L SFC

650

23

30

DBS 220 M SFC

1100

22

37

820
850
100

DBS 220 L STC

650

19

22

800

DBS 220 M STC

1100

18

37

850

EB 380S L SFC

650

38

45

1400

EB 380S M SFC

1100

37

75

1600
150

01)
02)
03)
04)
05)
06)

シグマ・コントロール2S制御システム
STCまたはSFCコントロールキャビネット
フィルター付吸気口サイレンサー
シグマBブロワーエアーエンド
Vベルト
高効率のIE3モーター

07)
08)
09)
10)
11)
12)

圧縮空気サイレンサー
圧力弁
無負荷始動弁（オプション）
逆止弁（オプション）
エクスパンションジョイント
ファン防音カバー

顧客別の詳細計画

1940 x 1600 x 1700

EB 380S L STC

650

36.5

45

1400

EB 380S M SFC

1100

36

75

1600

FB 660S L SFC

650

67

75

1850

FB 660S M SFC

1100

66

110

2200
200

*)

1110 x 1480 x 1670

2250 x 1950 x 1900

FB 660S L STC

650

66

75

1850

FB 660S M STC

1100

65

110

2200

性能データ：ISO 1217、付録C（STCバージョン）、付録E（SFCバージョン）

外観
ケーザー社専有技術の正確な現状分析（Air
Demand Analysis 4.0：ADA 4.0）とケーザー社
の省エネシステム4.0（KESS 4.0）から収集した
データを利用して、お客様のブロワー空気利用
状況を総合的に分析して、ケーザー社の専門
家がお客様個別のブロワー空気需要を満たす
よう調整したシステムを計画・設計します。ケー
ザー社が設計したブロワーシステムは、お客
様の用途で卓越した効率と稼動時間を確実に
達成します。

DBS

EBS

個々の要件に最適にカスタマイズしたブロワー
を導入すれば、最高の信頼性と性能で空気を
供給できるメリットが得られます。この専門知
識がお客様の強みとなるよう、ケーザー・コン
プレッサー社がお客様のブロワー空気システ
ムを設計いたします。
FBS
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世界はわが家
世界有数の圧縮空気システムプロバイダーとコンプレッサーメ
ーカーとして、ケーザー・コンプレッサーは、世界各地に支社、
子会社、認定パートナーを配置して、包括的なネットワークを
形成しています。
革新的な製品とサービスを取り揃えて、ケーザー・コンプレッ
サーの経験豊富なコンサルタントおよびエンジニアがお客様と
緊密な連携を保ちつつ、性能および圧縮空気効率の限界を超
え続ける進歩的なシステムコンセプトを展開し、お客様の競争
力強化を支援します。また、この業界屈指のシステムプロバイ
ダーが数十年間にわたって構築してきた知識と専門性は、ケ
ーザーグループの世界規模のコンピューターネットワークによ
り、すべてのお客様にご利用いただけます。

ケーザー・コンプレッサー株式会社

電話番号 03-3452-7571 ファックス番号 03-3452-7588
108-0022 東京都港区海岸 3-31-1
E mail: info.japan@kaeser.com
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これらのメリットは、ケーザー社の世界的なサービス組織と連
動して、すべての製品が常にその最高性能を発揮し、最大の
アベイラビリティを提供することを保証します。

