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編集部より

困難な時期には希望、
意志、行動が必要

2020年初頭から私たちが直面している課題は、人類
が70年以上経験していなかったような激しさと速度で
私たちに影響を与えています。

Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Thomas Kaeser
Vorstandsvorsitzender

Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser
Vorstand

COVID-19、
サプライチェーンの混乱と破綻、輸送障害、
原材料、石油およびガスの供給障害、気候災害、急増
するエネルギーコスト、前例のない規模でのインフレ
問題を解決するのだという意志を持ち、
たとえ行動
およびヨーロッパの中心で発生した戦争。
あらゆる人、 に伴うリスクが認識できても、自ら問題に取り組み
企業、組織が、
これらの課題による悪影響を受けてい
行動を起こす勇気を持っていなければなりません。
ます。
疑念や恐れを勇気に変え、必要な行動に向けて持
しかし、
そのような事実を差し置いても、今日の世界は 続可能で意図的なアプローチをとるべきです。
この
過去から見ると最高の状態にあるという事実を忘れて ことは企業、従業員、政治家、労働組合、
すべての個
はなりません。
現在の世界ほど繁栄し、飢餓が少なく、 人に当てはまります。
医療体制が整い、雇用と教育へのアクセスがある時代
は歴史上ありませんでした。
とはいえ、今日の世界は
未来は開かれ、予測不能です。
良いことも悪いこと
完璧ではありません。
それどころか、未来に向けて世界 も、
あらゆることが起こる可能性があるのです。
私た
を今より良い場所にするためには、
まだやるべきこと
ち全員に、
より良い未来を実現するために最善を尽
が至る所にあふれています。
くす責任があります。
はるか昔から、人々は互いに協力し、
ネットワークを構
築し、
コミュニケーションを取り、
アイデアを交換し、仕
事と責任を共有することで、解決策を見つける能力を
常に発揮し、現在と未来の課題を克服してきました。

危機は、現在よりも革新的で、成功に満ちた、良い世
界を作り上げる貴重な機会なのだと考えましょう。

私たちは、希望を持ち、人間が持つ能力と立ち直りの
力を信じて自信を持たなければなりません。
直面する
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環境に優しい
エネルギー抽出
最高の信頼性を提供する新しい圧縮空気ステーション

ハンブルクに本社を置くIndaver GroupのAbfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH（Waste
Management Services Ltd）は、はじめて有害廃棄物や産業廃棄物の高温焼却を専門に行
った企業の1つです。
環境に優しい廃棄物処理の分野のパイオニアとして、1971年にこの種
の施設をドイツで初めて開設し、今日に至るまで、
その環境および品質基準は業界のベンチ
マークとして高く評価されています。

高温焼却はハンブルクにあるAbfall-Verwertungs-Gesellschaft mbHの中核事業で
す。
1990年代に大規模な近代化を行って以
来、同社の有害廃棄物焼却施設は現在では
世界で最も大規模で先進的な施設の1つに
数えられ、年間最大159,000トンの廃棄物を
処理できます。
それだけでなく、施設から出る
排熱はハンブルクの地域暖房システムに供
給され、隣接する熱電併給発電所を通じて最
4 | ケーザーレポート

大30,000世帯に暖房を提供しています。

廃棄物をエネルギーに変える

高温焼却は慎重に管理されたプロセスであ
り、大規模な最先端の排ガス処理を取り入
れています。
この施設は、2つの同じ焼却ライ
ンが独立して運転し、
それぞれが下流の排ガ
ス処理システムを持つという構成になってい
ます。
これにより、検査とメンテナンスを交互

に実施できるようになり、年中無休の稼働が
可能になりました。
最適な焼却条件と効果的
な排ガス処理により、排出量を極限まで低減
しています。
実際、AVGの施設の排出量は、連
邦排出ガス規制法（17.BImSchV）で定めら
れた制限値だけでなく、
ハンブルグの認可当
局が定めるさらに厳しい要件も下回っていま
す。
各焼却ラインの中心となるのは長さ12 mの

ロータリーキルンで、軸の周りをゆっくりと回
転し、廃棄物を循環させて徹底した焼却を行
っています。
ボトムアッシュは水槽で冷却さ
れ、排ガスは二次燃焼室に送られます。
ここで
ダイオキシンやフランなど残りの有機化合物
が破壊されます。
廃棄物の排熱を再利用する
ボイラーでは、排ガスが大量の熱を放出して
過熱蒸気を作り、地域暖房システムに供給し
ています。
電気集塵装置で冷却ガス中の微粒
子を除去し、
さまざまな含水処理で重金属、
塩化水素、二酸化硫黄を分離します。

利用可能な最高の技術

焼却施設では、圧縮空気を使用してダイヤフ
ラムポンプで廃棄物を搬送し、
チャンバーと
電気集塵装置からフライアッシュを排出し、
キルンと二次燃焼室で廃棄物を微粒化して
います。
圧縮空気は施設のセーフティロックシ
ステムでも重要な役割を果たしています。
こ
のシステムでは圧力が3.8 barを下回った場

合に施設を停止させます。
生産マネージャー
であるThomas Pötheは次のように説明して
います。
「圧縮空気が一時的に利用できなく
なっただけでも、焼却炉を稼働できなくなり、
施設全体が停止することになります。
信頼性
の高い圧縮空気の供給は絶対に欠かせない
ものです」1997年に行われた近代化プロジェ
クトや、2014年に追加された部分である古い
システムでは、もはやこの基本的な前提条件
を満たすことはできませんでした。
「メンテナ
ンスが必要になった際に需要をカバーするの
に問題を抱えていました。
そして、徐々に規模
が拡大するにつれて、2台の160 kWのコンプ
レッサーはついに容量の限界に達しました」
と、
メンテナンスと施設の資産管理の責任者
であるLars Schubertは述べています。
2018
年に新しい貯蔵タンクが建設され、
さらに圧
縮空気のダイヤフラムポンプが導入された際
に再び空気の需要が上昇し、空気ステーショ
ンを更新すべき時期であることがすぐに判明
しました。
企業には、
「利用可能な最高の技
術」を使用する義務があるという当局の規定
を念頭に置き、AVG Hamburgはケーザーの
営業チームと連絡を取ることにしたのです。
その後の空気需要分析（ADA）により、現在の

必要量は7.0 barで3 x 30 m³／分であること
が判明しました。
しかし、新しいステーション
は現在の需要をカバーするだけでなく、将来
的な拡張にも対応できるような設計にするこ
とが条件でした。
2021年に稼働した新しいケ
ーザーの空気ステーションは、
スペースの面
で最適な条件を確保するために真新しいホ
ール内に設置されました。
現在、4台のDSDX
305（最大使用圧力8.5 bar）ロータリースク
リューコンプレッサーは、高品質の圧縮空気
を高い信頼性で供給し、2台のハイブリテック
DTI 668-902ドライヤーは、新しいコンプレッ
サーと残りの古いコンプレッサーの両方に対
して圧縮空気の処理を行っています。
その間、
シグマ・エアー・マネージャー4.0マスターコン
トローラーがシステム全体を監視および制御
しています。
システムの信頼性が最も重要で
あることから、Thomas PötheとLars Schubertはメンテナンスとサービスに非常に重き
を置いています。
「高い技術水準、優れたサポ

ート、頼もしいケーザーのサービスには本当
に満足しています」
と彼らは満足げに語りま
す。

左図：
下流の抽出ステーション
圧縮空気のダイヤフラムポンプ
右図：
各焼却ラインの中心となるのは
長さ12 mのロータリーキルン

高い技術水準、
頼もしいケーザーのサービスには
本当に満足しています
（Thomas Pöthe, Production Manager）
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フィレンツェの酵母の
台頭
イタリアの酵母のスペシャリストがケーザーのターボブロワーを採用

数千年前、古代エジプトや中国ではすでに酵母の培養が行われていました。
中世の醸造所
では専門の酵母を培養させる人員を雇い、酵母の世話をして増殖させていましたが、19世
紀にはパン酵母の製造のための工業プロセスがはじめて導入されるようになりました。
フィ
レンツェの酵母のスペシャリストであるZEUS IBAは、伝統に対する真の情熱と近代的な生
産技術における幅広い専門知識をもって、酵母の工業生産に取り組んできました。
フィレンツェの中心部、
サンタ・マリア・ノヴェ
ッラ教会やピッティ宮殿から自転車で20分
ほどのところに、ZEUS IBAの生産施設があ
ります。
今日でもGrechi家が経営しています
が、会社の起源は1950年代、
フルーツゼラ
チンやゲル化糖の製造にまでさかのぼりま
す。
その数年後にパン酵母の工業生産に着
手し、1980年代までにこれが同社の主力製
品となりました。
同社の発展における重要な
マイルストーンとなったのは、2016年に焼き
菓子向けの工業用酵母の世界的メーカーで
あるLALLEMANDと提携して立ち上げたジョ
イントベンチャーでした。
2020年からはLallemand Groupが100パーセント出資してお
6 | ケーザーレポート

り、ZEUS IBAは新たな国際市場へアクセス
できるようになりましたが、家業としてのルー
ツには忠実であり続けています。

増殖の奇跡

ZEUS IBAが工業規模で生産しているパン酵
母は、自然に発生する楕円形をした微細な単
細胞菌類の培養物に由来するものであり、
サ
ッカロマイセス・セレビシエ属に属します。
生
産の基本原理は、必要な量のパン酵母が発
生するまで、酵母細胞株を増殖させることで
す。
理想的な温度と栄養条件下であれば、発
酵によりわずか2グラムの純粋な培養酵母か
ら数トンのパン酵母が1日足らずで生産でき

ます。
甜菜の糖蜜、
リンおよび窒素化合物とい
った栄養素の供給と、温度、時間、湿度などの
適切なプロセスの条件は、完成品にふさわし
い特性や品質を実現するための重要な要素
です。
発酵には嫌気性発酵と好気性発酵があ
り、
この2種類の発酵を区別するのは非常に
難しいため、個々の生産工程には多大なノウ
ハウが必要とされます。
適切な量の適切な物
質を適切なタイミングで追加することではじ
めて、
プロセスをアルコールではなくパン酵
母を生産するために必要な方向に導くことが
できるのです。
パン酵母は主に好気性条件下
で生産されるため、大気中の酸素を制御して
供給することが重要です。
利用可能な最も高

大幅なエネルギー節約と
実質メンテナンスフリーであるドライブは
私たちにとって決定的なものでした。

の

(フィレンツェにあるZEUS IBAのメンテナンスとプロセスのセキュリティの責任者、
Alessio Piccini）

安全に実施

2016年の改修以前は、曝気プロセス用の空
気をさまざまな異なる製造メーカーの7台の
ブロワーによって賄っていました。
大きな騒
音、水の消費量の多さ、
コストの高さは同社
が直面した問題のほんの一部にすぎず、
オイ
ルの交換やメンテナンスに関する継続的な
要件が重要な問題であったことは言うまでも
ありません。
「控えめに言っても不便なもので
した」
と、
メンテナンスとプロセスのセキュリ
ティの責任者であるAlessio Picciniは振り返
ります。
「古い機械では手動でオンとオフを切
り替えなくてはならず、
アナログ制御を使用
していました。
また、制御弁にトラブルが絶え
ませんでした。
中でも運転のモード全般が全
く効率的なものでなかったことが挙げられま
す」2016年までに、
こうした状況に対処する
ために何かを、
すぐにでも行う必要があるこ
とは明らかでした。
ケーザーのPillAeratorターボブロワーソリュ
ーションは大幅な改善を約束しました。
この
システムには磁気軸受を搭載しているため、

非接触で動作し、潤滑油を必要とせず、摩耗
が発生することはありません。
さらに、
オイル
や軸受の交換の必要はなく、最先端の技術に
よって大幅にエネルギーを節約できます。
しか
し、時には安全策を講じることも必要です。
そ
こで、古い機械の1台をターボブロワーに交
換し、2ヶ月間の試用期間を設けることにしま
した。
Alessio Picciniは興味を持って結果を
待ちましたが、期待が裏切られることはあり
ませんでした。
結果は彼の期待を上回るもの
でした。
ケーザーのターボブロワーにより25
パーセントものエネルギー節約を達成できた
のです。
この事実を受け、
ステーション全体の
リニューアルにゴーサインが出ることになり
ました。
現在では、6つの発酵ユニットに対す
る空気の供給はケーザーの10台のPillAerator LP 8000ターボブロワーによって行われ
ています。
Alessio Picciniはこの結果に大い
に満足しています。
「新しいブロワーによって、
全体では30パーセントのエネルギー消費の
削減、古いシステムとの比較では年間で0.5
MWhの節約ができました」実際、
この
エネルギー消費の削減によって
ZEUSはGSE 1が模範となる
1
GSEは、
イタリアで再生
可能エネルギーの普及とサポートを

LP 8000ターボブロワーがおよそ25パーセントのコ
ストの節約を達成

行う国営企業です

画像：Adobe Stock

機能な電子機器による監視下で、栄養溶液に
パン酵母を大量に導入します。

画像：フィレンツェにあるZEUS IBA S.R.L.

画像：Adobe Stock

企業に発行するTEE（エネルギー効率認証）
を取得することができました。
つまり、PillAeratorターボブロワーは、
コストの節約に二重
の貢献をしているということです。
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過去の遺産を甦らせる
現代の技術
最先端の可搬式コンプレッサーで文化遺産を保全

トランシルバニアの中心部
に位置するルーマニアの村
ジオアギウには、
ルーマニア
で最も古い中世の礼拝堂と
考えられているものがありま
す。
1990年代初頭、考古学者
のGheorghe Petrovは、
この
礼拝堂がいつ建てられたの
かを正確に知るため調査を
開始しました。
10年以上にわ
たる調査の中で、建物の外
観と内部を細部まで調べ上
げました。
調査における発掘
作業中に、彼と彼のチームは
200を超える墓を発見しまし
た。
そのうちの最も古いもの
は、
ラディスラウス1世（1077
～1095年）とコロマン王
（1095～1116年）が統治し
ていた時代にまで遡ります。

このジオアギウのロマネスク様式の礼拝堂
は、
ルーマニアに現存する最古の神聖な建物
の1つです。
その円形の形状と使用されている
建築材料は、
トランシルバニアにあるロマネ
スク建築の中では珍しいものです。
いつ建て
られたのか正確にはわかりませんが、発見さ
れたもの、特に墓地にあった墓の日付が西暦
1100年頃のものであることから、教会は11
世紀後半には存在していたことは間違いあ
りません。
礼拝堂のロタンダは、16世紀末に
教会墓地にある隣接する新しい教会（改革派
8 | ケーザーレポート

右図：ファサードの修復に必要なさまざまな特殊機
器を使用するには、圧縮空気が不可欠
下図：教会の内外にローマの歴史と伝統を感じさ
せる多数の装飾

教会）が完成するまでは教会として使用され
ていました。
現在ではこの建物には、有名な
オルガン職人であるIstván Kolonicsによって
作られた貴重なパイプオルガンが置かれてい
ます。
興味深いのは、扉に2頭のライオンの像
があるなど、教会の内外にローマの歴史と伝
統を感じさせる装飾が多いことです。
これは
近くの温泉を利用した病人を癒すための奉
納像であったのかもしれません。
あるいは、ジ
オアギウ地区に野営していたローマの第14
軍団、
いわゆるゲミナの紋章を意味している
のかもしれません。
入り口の右側には、
ロー
マ兵によって崇拝された半神半人のヘラクレ
スを描いた浅浮き彫りがあり、
そのすぐ横に
は教会の壁に埋め込まれた、
ローマ女性の
肖像画を描いた墓碑があります。

ドイツ製
建設現場用パワーハウス

ファサードの修復に必要なさまざまな特殊
機器を使用するには、圧縮空気が不可欠で
す。
圧縮空気はバキュームクリーナー、高圧
洗浄機、
ドライアイスブラスター、
ウォーター
ジェットウォッシャー、
スチームクリーナーな
ど、
すべての装置に動力を提供します。
ALPIN

すべての画像提供：GLISOR MIX SRL、Sorin Gliga

SHUNTは必要な圧縮空気を供給するため
に、
ケーザーの可搬式コンプレッサーMOBILAIR 31とMOBILAIR 82を使用しています。
高性能で燃費の良いクボタ製ディーゼルエン
ジンと耐久性に優れた本体設計で、建設現場
深い技術ノウハウ
の過酷な状況にも対応できる万能なパワー
この唯一無二の建造物を後世に残すた
回転焼結により耐衝撃性を高め
め、2021年に
「トランシルバニア改革派教区」 ハウスです。
また、直感的でシンプル
は有名な建設会社であるDomino
Const- たPE筐体を採用し、
ruct Expertに礼拝堂の修復を依頼しました。 な操作性を実現しており、建設現場のパート
ナーとして高い評価を得ています。
メンテナン
ファサードの大規模な修復作業は、深い技術
ス箇所はどれもアクセスしやすくなっており、
ノウハウと特殊な機器だけでなく、非常に高
コストのかかるダウンタイムも避けることが
い場所での作業における特別な熟練を必要
できます。
これは修復作業を適時に完了させ
とするものでした。
この修復に必要な専門知
るためには特に重要なことです。
さらに、MO識を提供したのが、
ファサードのスペシャリス
トであるALPIN SHUNTです。
2009年に最高 BILAIR 82は発電機を搭載しており、建設現
経営責任者であるIstván Cseresznyesが設 場で必要な時に必要な場所で持ち運びでき
エネルギーを節約で
立し、歴史的モニュメントや建造物のファサー る電力源を提供します。
きる電気モーターを搭載した無公害のe-Poドの修復と清掃を専門とする同社の技術は
werバージョンなら、取り扱いに注意が必要
現在でも非常に高い評価を得ています。
ALPIN SHUNTは多種多様な高性能機器を導 な屋内や密閉された場所でも利用可能です。
入しており、現在利用可能な最も多様なサン
ドブラストのプロセス
（サンドブラスト、
ドライ
アイスブラスト、
ハイドロブラスト）など、専門
的な作業を行うことができます。
教会の塔の
ような高い建造物やモニュメント、
トタン屋根
のような金属の構造物の修復や清掃を行う
場合は、ジオアギウのロマネスク様式の礼拝
堂がそうであったように、
クライミングの技術
を組み合わせて作業を行う必要があります。

ケーザーの可搬式コンプレッサーは
高い信頼性で高品質の圧縮空気を
当社のすべての修復機器に供給してく
れました。
（ALPIN SHUNTのオーナー、István Cseresznyes）

ケーザーレポート
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節約のための投資

写真：Adobe Stock

新しいケーザーの圧縮空気システムが確実で効率的な継続的運転を実現

ケベック州の林業部門は、地域経済における最も強力な原動力の1つであり、州内の140の
地方や都市の自治体の多くで主力事業となっています。
さらに、林業は約60,000もの高い技
能と高収入の仕事を提供し、多くの家庭の生活を支えています。
ここで生産された木材製品
から、建物、橋、
スポーツセンター、
アリーナの建設で多く使用されている無数の革新的な製
品が作られています。

10 | ケーザーレポート

すべての画像提供：Wybou La Photographe、Viviane Wybou

健康危機が始まって以来、私たちはかつてな
い規模での世界的な原材料の不足を目の当
たりにしてきました。
その理由の多くが世界
的な需要増と生産能力不足に起因するもの
です。
さらにサプライヤーの輸送の問題や生
産ロスが重なることでこの状況はさらに悪化
します。
結果として至るところで原材料の不
足が発生したことから木材産業も影響を受
けており、Resolute Forest Productsのよう
すべての運転データを一目で確認できる
な企業が市場の需要に応えるうえでの大き
シグマ・エアー・マネージャー4.0
な課題となっています。
マスターコントローラー
ケーザーレポート | 11

コンプレッサーはそれぞれ1982年と1995年
のもので、技術的な観点から言って時代遅れ
のものでした。
必要とされている実際の空気
と関係なく連続的に稼働しており、不釣り合
いなほど大量のエネルギーを消費していた
のです。
古いシステムにはセンサーや中央制
御装置が搭載されていなかったため、実際の
システムの性能と効率を表示することは不可
能でした。
さらに、配電システムのサイズが小
さいためネットワークに望ましくない圧力変
動が発生していました」現代の技術を採用す
ることが不可欠であることは明らかでした。
そうする中で、高い効率性、空気システムの監
視機能、高い信頼性の圧縮空気の供給を実
現しようと考えていたのです。
この要望を受け、新しい圧縮空気ステーショ
ンは3台のケーザーCSD 125ロータリースク

写真：Adobe Stock

左図：2台の5,000リットルのエアーレシーバーとシステムの圧力を一定に保つ最適に設計された配管
中図：サンフェリシアンにある工場では、年間480,000トンの木材が加工される
右図：Resolute Forest Productsは構造用木材製品など多様な製品を提供している

Resolute Forest Productsは、木材加工
業界のグローバルリーダーとして構造用
木材製品、
パルプ、ペーパータオルなど多
様な製品を提供し、60カ国以上で販売さ
れています。
Resolute Forest Productsは、米国とカ
ナダに40の拠点を持ち、
その他の活動と
して、発電施設の運営も行っています。
同社は総合的な環境へのアプローチで知
られており、管理している森林はすべて国
際的に認められた持続可能な森林管理
の基準の認証を受けています。
近年、Resolute Forest Productsは、社会的責任、
サステイナビリティ、企業統治の分野にお
いて先駆的な役割を果たしており、地域
だけでなく世界的にも認められています。
ケベック州北部のサンフェリシアンにある
工場では、年間480,000トンの木材を加工
しています。
現在の厳しい状況下でも市場
の要求に応えるため、経営陣は最大限の
12 | ケーザーレポート

運転効率と信頼性を確保することに重点を
置いています。
もちろん、圧縮空気の供給に関
しても同様で、丸太の搬送、
デバーキング、
カ
ッティング、木材の搬送といったプロセスのほ
ぼすべてにおいて使用する空気圧式のシステ
ムの動力として圧縮空気を使っています。
信頼性の高いパートナーを求め、改善の可能
性を徹底的に調査するために、
グレーターモ
ントリオールのボワブリアンにあるケーザー
のカナダ本社にコンタクトを取ったのです。

古いシステムから新しいシステムへ

同社の現状と圧縮空気に求められる要件を
正確に把握するために、
ケーザーのカナダ本
社のStephane Fortinとそのチームはまず空
気需要分析（ADA）を行いました。
「サンフェリ
シエンの工場にあった既存の圧縮空気シス
テムは、特別な要件をもつ生産機器がある
ためにかなり複雑なものになっていました」
と、Stephaneは振り返ります。
「既存の2台の

リューコンプレッサーと、
シグマ・エアー・マ
ネージャー4.0マスターコントローラー、2台
の5,000リットルのエアーレシーバーで構成
し、最適に設計された配管でコンプレッサー
ルームから直接供給され、
システムの圧力
を一定に保つようになっています。
新しいエ
アーレシーバーだけで、運転圧力を1 bar近
く下げることができ、
エネルギー消費を6パ
ーセント削減できました。
ケーザーの新しい
熱再生式のKBD 1300吸着式ドライヤーも、
従来の圧縮空気のドライヤーに比べてエネ
ルギー消費を大幅に削減できます。
さらに、
従来は15パーセントもの膨大な圧縮空気の
流量を使用していたのに対し、
この製品は1
パーセントしか必要としません。
また、詳細
な分析を行ったことで、古い配管網では圧
力の低下が大きく、必要な圧縮空気を現場
まで確実に供給できていないことも判明し
ました。
新しいスマートな配管システムは、
圧縮空気のネットワークを最適化し、安定し

シグマ・エアー・マネージャーはコストのかか
るダウンタイムを防いでくれます。
（ケーザー・コンプレッサーのカナダ本社営業部門、Stephane Fortin）

すべての画像提供：Wybou La Photographe、Viviane Wybou

写真：fotolia.com

た圧力を維持できます。
圧縮空気の供給不
足によって発生する、
コストのかかるダウン
タイムを避けるため、
マスターコントローラ
ーはロータリースクリューコンプレッサーの
3台のうち2台のみを同時に稼働させ、3台
目は冗長性のために残しておきます。
また、
シグマ・エアー・マネージャー4.0は、3台のコ
ンプレッサーの稼働時間を均等にすることも
でき、
これによってメンテナンスを合同で行う予定
を立てることも可能です。
ケーザーによるシ
ステムのアップグレード以来、
サンフェリシア
ンの工場での木材加工はスムーズに行われ
るようになり、
コストのかかるダウンタイムに
よる不便さは遠い過去のものとなりました。
また、
ケーザーの包括的な5年保証により、
よ
り良いコスト管理が見込めます。
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ザールブリュッケンに本社を置くCTC advanced GmbHは、認定試験機関としてエレ
クトロモビリティ技術や通信機器、電子決済
システムなど、多種多様な製品の試験を行
っており、文字通り熱くなることが多くありま
す。
検査対象の製品の負荷限界を調べるこ
とが業務の一部であることから、高性能リチ
ウムイオン電池に行う試験などの一部の試
験は特に危険で、耐火性の試験機器が必要
になることがあります。
こうしたことからCTC
advancedの専門家は、常に何事に対しても
対処できるよう備えておく必要があります。

圧縮空気は電気と同じくら

（CTC advancedのITフ

CTCとは、Consulting、Testing、Certificationの略で、同社が提供す
るサービスの数々を端的に表した企業名です。
1998年に旧電気通信
認可連邦局（BZT）から設立されたこの試験機関は、企業の製品認定
計画の策定と実施、製品の適合性の評価、世界中の市場でますます
複雑化している認証手続きを行う支援をしています。
長年の実績から
CTC advancedは世界中の承認の規制に精通しており、多数の国際
委員会のメンバーとして、常に規制要件に関する最新の情報を取り入
れています。

厳格な試験

CTC advancedの試験施設では、
エレクトロモビリティシステム用バ
ッテリーなどの自動車部品から、非接触型クレジットカード、補聴器
などの医療機器、生体認証パスポートまで、幅広い製品を試験して
います。
電気安全性、電磁適合性、
そして事実上すべての無線技術（0
～500 GHz）などの特性についての試験が行われます。
環境シミュレ
ーションラボでは、塩水噴霧、低温、高温などに対する耐性の試験を
行い、破壊テストでは電池の安全性を試験しています。
電子決済や本
人確認システムの試験に使用されるラボでは、
クレジットカードやカ
ードリーダーなどのキャッシュレス決済装置が認可基準に適合してい
CTCではさまざまな決済端末と、対応するクレジットカードやモバイル決済シ
ステムなどの決済方法の互換性を試験している

ワンフォーオ

CTC –コンサルティング、試験、認証のワンスト
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くらい重要です。
止める
ことなどできません。

ファシリティーマネージャー、Sascha Sander）

オール

トップショップ

（ITファシリティーマネージャー、Sascha SanderとSK 22ロータリースクリューコンプレッサー）

るかどうかを試験しています。
圧縮空気の需要は、ザールブリュッケンの施
設内にある5つの建物の至るところに存在し
ています。
圧縮空気は真空室、塩水噴霧室、
集塵室で、
またRF遮蔽試験の間など、試験品
を取り扱うほぼすべての場所で使用されてい
ます。
自動車部品向けには、空気軸受を用い
たスライドテーブルを採用した大小さまざま
な振動試験場があります。
気候変動を伴う振
動試験用の300 kNの巨大加振器も同様で、
ベースプレートだけで3トン、装置全体の重量
は30トンにもなります。
決済システムを試験
するラボにはこの分野のために特別に作ら
れた高性能の機械があります。
それはドーム
型の試験台で、
さまざまな決済端末と対応す
る非接触型カードとの互換性を試験するも
のです。
この試験台では圧縮空気がエジェク
タの原理によって真空状態を作り出し、極め
て正確にカードが引き出されるようになって
います。

ケーザーとの出会い

両立性の試験場に圧縮空気を供給するよう
にしました。
また、
エレクトロモビリティ用バッ
テリーの安全性試験を行う建物では、
エアー
センターSX 4が稼働しています。
さらに2つの
試験場では、圧縮空気の供給が相互接続さ
れたリング型配電システムを介して集中管理
されています。
また、100パーセントの冗長性
を持つよう設計されているため、
メンテナンス
が必要になったときに圧縮空気の可用性に
影響を与えることなく、個々のコンポーネント
をバイパスできます。
この集中型システムには、
エアーセンターSM
12と2台のSK 22ロータリースクリューコンプ
レッサーが用いられ、
それぞれにSECOTEC
TB 19冷凍式ドライヤーとDHS 4.0エアーメ
インチャージングシステムを備え、監視と制
御はシグマ・エアー・マネージャー4.0マスタ
ーコントローラーが行います。
「将来の発展に
向け、十分な準備ができています」
と、Sascha
Sanderは満足げに語ります。

同社は成功によって拡大を続け、
その結果、
使用していた2台の老朽化したレシプロコン
プレッサーは増加し続ける空気の需要に対
応できなくなりました。
ITファシリティーのマ
ネージャーであるSascha Sanderは、全く新
しい圧縮空気の供給の計画をたてることに
なりました。
問題となったのはその方法でし
た。
「決定的だったのは、ボーフムで開催され
たケーザーの圧縮空気のセミナーに参加し
たことです」
と、彼は振り返ります。
「情報を探
していましたときにこれに出くわしたのです
が、非常に印象的で、
これこそが自分が求め
ていたものだとすぐにわかりました」Sascha
Sanderは、適切なシステムを選択するにあた
って、地元のケーザーの営業チームとケーザ
ーのパートナーであるザールブリュッケンの
INDRUBA GmbHの両方からサポートを受け
ました。
様々な圧縮空気の使用箇所が敷地
内の広範囲に広がっていたため、主要な建物
には分散型のソリューションを選択し、
ケー
ザーのEUROCOMP EPC 630-250などのレシ
プロコンプレッサーが多数のRFおよび電磁
ケーザーレポート
ケーザーレポート|| 15

Schulz歯科技工所がケーザーのレシプロコンプレッサーを更新

何マ

完璧な義歯を作るうえで、装着者が常に夢見ている輝きのある完璧な笑顔を提供するため
には、調和が取れており、
その人に合った、自然なものであることが重要です。
これこそがニ
ュルンベルクにあるSchulz歯科技工所が目指しているものであり、
ここで作られる義歯は
継ぎ目のない外観と完璧な性能で有名です。
2000年12月に歯科技工士のPeter Schulz
が設立したシュルツ歯科技工所は、20年以上
にわたってニュルンベルクとその周辺地域の
多くの歯科医院の大切なパートナーであり続
けています。
4～5台のワークステーションが
四方八方から光を浴びる明るく親しみやすい
院内で、専門の歯科技工士が卓越した技術と
真摯な姿勢で仕事に取り組んでいます。
この
歯科技工所の大きすぎないサイズは企業文
化の本質を表すものであり、創業者のPeter
Schulzの言葉を借りれば、
「一貫して高い品
質基準を維持するのに役立つ」ものです。

圧縮空気で実現

多くのビジネスと同様、圧縮空気は技工所内
でもさまざまな用途で中心的な役割を担っ
ており、表面の吹き出しや洗浄、
あるいはワ
ークステーションで使用されるセメントや埋
封材料を吹き付ける各種サンドブラスターの
操作などに使用されています。
表面処理に使
う歯科用のタービンもプレス炉やキルンと同
様に圧縮空気を利用しており、ペレットを800
16 | ケーザーレポート

～900 ℃の温度で溶融させセラミック義歯に
加工することができます。
圧縮空気の最も魅力的な用途の1つ
に、CAD／CAMフライス盤があります。
現代の
歯科では、
クラウン、
ブリッジ、
インプラント補
綴物、
アバットメント
（インプラントとクラウン、
ブリッジ、補綴物との連結部)、長期仮歯とい
った義歯の部品の製造と設計に、
コンピュー
ター支援によるハイテクなプロセスを採用し
ています。
常に時代の先を行くSchulz歯科技
工所では、二酸化ジルコニウム、セラミック、
チタン、金属、合金、
オールセラミック、高性能
ポリマーなど、必要な素材を加工するための

将来を見据えた新技術に2年前に投資しまし
た。

デジタル化の備え

新しいCAD／CAMフライス盤を購入したこと
で、過去20年間忠実に貢献してきたケーザー
のレシプロコンプレッサーは増加した空気の
需要に対応するには力不足になりました。
こ
うした事情からPeter Schulzはケーザーの
営業チームに連絡を取りました。
「ケーザーの
コンプレッサーにすることに決めていました」
と、彼はニヤリとしながら振り返ります。
「前の
機械と同じくらい信頼できるものが必要だっ

私にとって、品質こそがすべてです。
私のビジネスに必要なのは優れた、信
頼性の高い機器なのです。
（歯科技工士でありオーナー、Peter Schulz）

マイルもの笑顔
たからです」 流量570リットル／分、最大圧
力11 barという圧縮空気の要件と、利用でき
るスペースの制限から、
ケーザーのi.Comp 9
TOWER Tレシプロコンプレッサーが採用さ
れました。
このシステムは、
コンプレッサーブ
ロック、2台エアーレシーバー、冷凍式ドライ
ヤー、内蔵式のシグマ・コントロール2コント
ローラーで構成されており、約1平方メートル
しか必要としない省スペースのハウジングに
収められ、小さなサービスルームに十分収ま

るほどコンパクトなものです。
さらにi.Comp 9 TOWER Tには、毎日の仕事
に恩恵をもたらす機能が多数搭載されてい
ます。
例としてエネルギー消費を取り上げて
みましょう。
速度を制御できるモーターのおか
げで、
その用途で実際に必要な量の圧縮空
気をその都度供給できるため、
エネルギー効
率が非常に高くなります。
つまり、i.Comp 9は
従来のレシプロコンプレッサーよりもパッケ
ージの力率が大幅に向上したということであ
り、
ビジネスの運営コストに直接影響を与え
るものです。
計算の結果、新しいケーザーのコンプレッサ
ーに割り当てられたスペースは十分な大き
さであることが判明しましたが、
ちょっとした
工夫は必要でした。
システムを入れるには乾
式壁を一時的に取り外し、設置後に再び取り
付ける必要がありました。
i.Comp 9 TOWER
Tが設置されてから2年が経ちますが、Peter
Schulzは相変わらず、
ケーザーのレシプロコ
ンプレッサーの信頼性、
エネルギー効率、圧
縮空気の可用性に満足しているようです。
さ
らに、満足した理由はもう1つありました。
こ
のシステムは特にエネルギー効率の高い投
資に対する連邦経済・輸出管理庁（BAFA）か
らの補助金の対象となり、調達コストの30パ
ーセントに相当するリベートを得られたので
す。
コンパクトなサイズで利用可能な小さなスペース
に収まるi.Comp 9 T

左上図：歯科技工所では各ワークステーションに
圧縮空気が必要
中上図：作業には高い集中力とスキルが要求さ
れる
左上図：完璧な義歯を作るうえで、調和が取れてお
り、
その人に合った、自然なものであることが重要
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二重の大幅な
エネルギー節約

廃熱再利用の恩恵を受けるドイツのエルツ山地にある廃水処理場

オレ山脈（ドイツ語ではエルツ山地）は、
ドイツで最も美しい高原地帯のひと
つであり、鉱山時代の歴史的な遺産も多く残されています。
この唯一無二の山
岳地帯では数多くのレジャーを楽しむことができるため、世界中から観光客
が集まり、
その景観の多様性と歴史的意義により、2019年からユネスコ世界
遺産に登録されています。
ドイツのザクセン州の魅力的な山々に囲ま
れた場所にゲレナウがあります。
この地域の
廃水処理は、1991年に公法に基づいて地方
公共団体として設立されたWilischthal Wastewater Treatment Associationが行ってい
ます。
今では16,800人の住民にサービスを提
18 | ケーザーレポート

供しており、一次清澄化と二次清澄化を行う
2つの円形のコンビネーションタンクからなる
完全な生物学的処理施設であり、現在約90
パーセントの能力で稼動しています。

更新の必要

廃水の浄化には複雑な技術インフラストラク
チャが必要であり、継続的なメンテナンスと
最新の技術を取り入れることによって最大限
の信頼性、
サステイナビリティ、費用対効果を
確保する必要があることは言うまでもありま

せん。
この点に関しては、2つの曝気槽に酸素
の供給を行う技術システムが中心となってい
ます。
既存のロータリーローブブロワーは2台とも
老朽化が進んでおり、1台は騒音が非常に大
きく、上の建物にもはっきり聞こえるほどでし
た。
もう1台も決して効率的とは言えませんで
した。
また、曝気槽にはそれぞれ1台ずつしか
ブロワーがなかったため、
システムに冗長性
がありませんでした。
したがって最新の機械
を導入することでエネルギー効率とCO2排出
量が大きく改善されることは明らかでした。
こ
のような背景から、
この処理施設の最高経営
責任者のMatthias Bauerとチームは、施設
の技術設備を最新のものにしようと計画し始
めたのです。
2つの別個の資金調達手段を利
用する必要があったため、細部に至るまで計
算を行い、
さまざまなプロバイダーが提供す
るオプションを正確に比較しました。
新しいブロワーステーションに課せられる要
求は確実に高いものになります。
静粛性や効
率性だけでなく、
「電源ON」
や
「電源OFF」
と
いうオプションしかなかった古いシステムに
比べ、欠かすことのできない冗長性や制御範
囲の大幅な改善も必要になります。
理想とす
る新しいステーションは既存のプロセスの管
理システムと完璧に相乗効果を発揮できるも
のであり、酸素、
アンモニウムや硝酸塩の含有
量など、特定のプロセスの値を記録し、
ブロ
ワーステーションの制御の基礎となるもので
す。
候補となる様々なサプライヤーを比較し
たうえで、関連する技術基準だけを見てもケ
ーザーのソリューションが最良の選択である
ことが明らかになりました。
もう1つ、
ケーザーには都合の良い点があり
ました。
機械が設置される建物の地下につな
がるフロアハッチに収まるほど小さなサイズ
の送風機は、他のどのプロバイダーも提供し
ていなかったのです。
ロータリースクリューブ
ロワーのコンパクトなサイズのおかげで、以
前は2台しか置けなかった場所に3台置ける
ようになり、冗長性の要件も同時に満たすこ
とができました。
現在、ゲレナウの処理施設の
機械室には2つの曝気槽に空気を供給する
DBS 220L SFC周波数制御ロータリースクリ
ューブロワー3台に加え、
サンドトラップ用の
BB 52Cローブ式ロータリーブロワー1台が設
置されています。

ミッションの達成

また、CO2排出量の削減という要件について
はどうでしょうか。
数字で表すと、なんと年間
40トンも削減できたことになり、
これはまた
大きなコストの節約にもなります。
さらに、
エ
ネルギーの節約に関してはこのブロアース
テーションにはもう1つの仕掛けがあります。
それはこれまで年間約7,300リットルの燃料
油を消費していた暖房システムを、
ブロアー
の排熱で補うというものです。
圧縮時に発生
する熱を熱交換器と十分な大きさのバッフ
ァストレージを介して床暖房に利用すること

ブロワーステーションの完全な信頼性
と効率を何よりも大切にしています
（ゲレナウの廃水処理施設のマネージャー、Ralf Scheidhauer）

で、燃料油の必要量を
60パーセント削減し、
年間でさらに14トンの
CO2を削減できました。
この数字は、化石燃料
の代替が重要視され
る現代において非常に
素晴らしいものです。
Matthias Bauerと施
設のマネージャーであ
るRalf Scheidhauerは
ケーザーの新しいブロ
ワーステーションに非
常に満足しています。
彼
らの期待をすべて満た
し、
そして期待以上の
ものを実現しました。
さ
らに嬉しいことにフル
サービスの契約となっ
ており、
システムの信頼
性と性能に関しても安
心して利用することが
できるのです。

上図：不可欠な冗長性を確保するコンパクトな設
計のケーザーのロータリースクリューブロワー
下図：内部の試験室では定期の水質分析が行わ
れている
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プロセス工学の
グローバルリーダー

Dinnissenがケーザーのインテリジェントで総合的なシステムソリューションを採用

Dinnissenはオーダーメイドのソリューションで顧客のプロセス全体を最適化し、革新し、自動化する

独自のソリューションを常に追求し、問題を潜在的なソリューションと捉え、誰も見ていなく
ても正しいことを行う、
それがDinnissenの企業哲学です。
この信条に基づき、
このオランダ
のセフェーヌムにあるファミリー企業は、粉末、ペレット、顆粒のプロセス工学における世界
市場のリーダーへと成長したのです。
1948年にDinnissenは配合飼料業界の顧客
のために最初の機械を開発しました。
現在で
は毎日何十億人という人々がDinnissenの
機器に触れています。
オランダを拠点とする
プロセス工学のスペシャリストであるDinnis20 | ケーザーレポート

senは、
スタンドアロンの機械と完全なプロセ
スラインの両方に対応する革新的な用途を
開発しています。
創造的でウィンウィン志向の
企業哲学と、70年以上にわたる様々なプロジ
ェクトでの経験により、Dinnissenのソリュー

ションは、現在では食品、乳製品、動物飼料、
化学産業など幅広い分野で利用されていま
す。
Dinnissenは自社で開発、製造、
テストを
行うオーダーメイドのソリューションで、顧客
のプロセス全体を最適化し、革新し、自動化

空気の生産と処理をよりスマートで安全かつ
ンダのボルネにある
これにより最大限のエネ
ケーザー・コンプレッ 効率的に行います。
サーBVの専門家のア ルギー節約を実現することができるのです。
ドバイスと、企業哲学 新しい圧縮空気ステーションを締めくくるの
は、2,000リットルのエアーレシーバーと、
ケー
が完全に一致してい
ザーによって開発されたDHS 4.0シリーズエ
ることから、Wouter
アーメインチャージングシステムです。
さらに、
Kuijpersはケーザー
を選択しました。
そし コンプレッサーに供給したエネルギーを再利
用することでさらなる節約が可能です。
圧縮
て最小限のエネルギ
ーとメンテナンスコス 時に発生する熱エネルギーは、一体型のプレ
ート式熱交換器で回収され、
ステンレス溶接
トで、高い信頼性で
排熱を再利用するケーザーASD 40 Tロータリースクリューコンプレッサー
工場の暖房や、
サポートで施設の集中暖房シ
効率的に高品質の圧
ステムに利用することができます。
縮空気を供給するイ
ンテリジェントで総合
的なシステムソリューションを採用することが
します。
最終的な目標は、
プロセス全体が常
決定されました。
新しいホールへの設置が決
に最高のパフォーマンスと効率で稼働するこ
まった新しい圧縮空気システムは、3台のケー
とであり、
これこそDinnissenが70年以上に
ザーASD 40 Tロータリースクリューコンプレ
わたって達成してきたことなのです。
しかし、
ッサーパッケージ（流量3.92 m³／分、最大使
成功にはスペースが必要です。
この革新的な
ASD T
企業の現在の成長に対応するため、
エネルギ 用圧力8.5 bar）で構成されています。
ーニュートラルな生産ホールを追加で建設し ユニットに統合されている冷凍式ドライヤー
ました。
工場見学ではオペレーティングディレ はその省エネ制御機能により優れた効率を
これにより圧縮空気の乾燥が実
クターのWouter Kuijpersが、4,200 m²を超 実現します。
際に必要な場合のみ動作するため、要求さ
える新しい生産ホールをハイテク機器ととも
に誇らしげに紹介しました。
第1ホールには、 れる圧縮空気の品質を最大の効率で実現で
きます。
3台のアクアマットCF 9シリーズ油水
高度なレーザー切断機や板金加工機を備え
分離機は環境に配慮した復水処理を担い、
た全自動の板金工場があります。
大きな屋根
専門業者にすべて任せた場合に比べ、約90
の窓からはたっぷりと日差しが差し込んでお
パーセントのコスト削減を実現しています。
圧
り、
ステンレス溶接のホールには排熱を再利
縮空気ステーションの心臓部にはシグマ・エ
用する優れた溶接煙除去装置が設置されて
アー・マネージャー4.0マスターコントローラ
います。
ーがあり、圧縮空気システム内のすべてのコ
ンポーネントが効率的に相互作用させ、圧縮
サステイナビリティと効率性
圧縮空気は、
ステンレス部品の研磨機など各
種エアーツールの駆動やレーザー切断システ
ムの操作など、新しいホールでも中心的な役
割を担っています。
新しい建物の環境に優しい設計を反映さ
せ、Wouter Kuijpersは新しい圧縮空気ステ
ーションも可能な限りエネルギー効率の高い
持続可能なものであることを望み、排熱再利
用もその意向に含まれていました。
そしてさ
まざまな圧縮空気システムのプロバイダーを
（セフェーヌムにあるDinnissenのオペレーティングディレクター、Wouter Kuijpers）
慎重に比較し続けました。
最終的には、
オラ

ステンレス溶接のホールには排熱を再利用する優れた溶接煙除去装置が設置
されている

ハイテク機器を備えた新しい生産ホール

すべての画像提供：Dinnissen B.V. Sevenum

ケーザーの専門的なアドバイスのおかげで
新しい圧縮空気ステーションは
将来を見据えた持続可能で
エネルギー効率の良いものになりました

Industrie 4.0と
サステイナビリティ
自動車部品メーカーに最適なソリューションを提供する契約

在庫管理の
「ジャストインタイム」の原則は、自動車業界で広く普及しています。
一方「ジャス
トインシーケンス」は、
さらに一歩進んで、必要な部品を必要な時に必要な量だけを、組み立
てを行う場所に直接納入し、
すぐに処理を行うというものです。
この方法を効果的に行うに
は、最大限の運転効率と高性能なロジスティクスが不可欠であり、高いコストを招くダウンタ
イムなどは全く問題外です。
Light Mobility Solutions GmbH（LMS)は
自動車業界向けの外装部品のグローバルサ
プライヤーであり、包括的に製品を取り揃え
ていることから、
この分野でヨーロッパをリ
ードする相手先商標製品の製造会社（OEM）
のほとんどを顧客として抱えています。
「ジャ
スト・イン・タイム」
と
「ジャスト・イン・シーケン
ス」による納入をいち早く採用したLMSは、
ド
イツにある4拠点のうちの1つであるオーバー
ツハウゼンの施設でバンパーシステム全体を
製造し、
プラスチック粒から、音声による駐車
支援、
リアビューカメラ、LEDライトなどを含
む完全塗装のバンパーシステムまで、完全な
バリューチェーンを顧客に直接提供していま
す。
LMSはティア1サプライヤーとして、自動車メ
ーカーと連携し、原材料に持続可能なアプ
ローチを採用する義務があると考えています。
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「これからは製品の量や状態、品質だけでな
く、
どのような条件で生産しているか、
どれだ
けのエネルギーを使っているか、
どれだけ持
続可能で効率的な運転ができているかなど
が評価対象になるでしょう」
とLMS Obertshausenの生産マネージャー、Stephan
Spenglerは断言します。
ISO50001に準拠し
たエネルギー管理システムを使用すること
で、
エネルギー効率を継続的に改善し、消費
電力とそれに伴う温室効果ガスの排出を削
減できます。
これを達成するために必要なデ
ータや数値は、先進のIndustrie 4.0の技術に
よって促進される包括的な機械とシステムの
ネットワークを通じて提供されます。
オーベルツハウゼンにあるLight Mobility Solutions GmbH（LMS)はヨーロッパをリードするOEM
にバンパーシステム全体を供給している

プラスチック粒から完全塗装のバンパーシステムま
で、完全なバリューチェーンを顧客の組み立てライ
ンに直接提供する

取り扱う製品には、自動車のアフターマーケット向
けのバンパーシステムなどがある

シグマ・エアー・マネージャーのおかげで
環境を守り
コストを抑えることができます

（オーベルツハウゼンにあるLMS の生産マネージャー、Stephan Spengler）

けでなく、
コストのかかるダウンタイムを防ぐ
ために、100パーセントの冗長性がなければ
なりません。
こうした考えから、
ケーザーのシ
グマ・エア・ユーティリティオペレーターモデ
ルの採用が決まりました。
「当社の圧縮空気
システムのために機械を完全に購入するの
ではなく、
すべての機器の圧縮空気の供給を
契約で保証してもらうことで、生産のダウンタ
イムのリスクを最小限に抑えることができま
す。
さらにこのモデルには、毎月の圧縮空気の
コストを計算しやすいというメリットもありま
す」

マンス指標によってエネルギー管理システム
に不可欠な要件を提供します。
これにより、
エ
ネルギー効率、
サステイナビリティ、環境保全
性、CO2削減に関する企業目標を達成するこ
ともできます。
さらに、最後にもう一つメリット
があります。
すべてのコンプレッサーに熱交換
器が備わっているため、工場内を暖めるのに
排熱を再利用することでさらなるコストの節
約が可能になるという点です。

環境に優しい圧縮空気技術

オーベルツハウゼンでの昨年の圧縮空気需
要は
8.3 barの圧力で約17.5 m m³にのぼりまし
圧縮空気契約
た。
必要とされる供給を実現するため、6台の
LMSの各事業分野には、圧縮空気を使用し
たハイテクな用途があり、部品納入の
「ジャス スクリューコンプレッサーにケーザーの力を
集約し、圧縮空気の処理は4台のエネルギー
トインシーケンス」の原則を達成するために
は、信頼の置ける可用性が大前提となります。 効率の良い冷凍式ドライヤーと2台の吸着式
ドライヤー、多くのフィルターと油水分離機
「射出成形エリアのロボットは、部品の取り
によって行われます。
個々のコンポーネント
込みだけでなく、わずかな動きにも圧縮空気
を必要とします」
とStephan Spenglerは説 は4つの別々のステーションに分散している
ため、
システム内のすべての要素が物理的な
明します。
「組み立てエリアの機械も同じく圧
位置に関係なくシームレスに相互作用する
縮空気を使用しており、
シリンダーを用いて
ように、
シグマ・エアー・マネージャー4.0マス
部品を上げ下げしたり処理を行うのです。
非
ターコントローラーが使用されています。
シ
常に高度に自動化された塗装工場でも、塗
グマ・エアー・マネージャー4.0（SAM 4.0）は、
料を霧状にして塗布するのに圧縮空気が必
このシステムのIndustrie 4.0との互換性を
要になります」圧縮空気は適切な品質（清浄
確保し、
また、
ライブデータと主要なパフォー
等級1.4.1）で供給されなければならないだ
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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 03-3452-8622
108-0022 東京都港区海岸 3-18-1
E mail: info.japan@kaeser.com

Mobilair M 255 E

最大25 m³／分の電気モーター搭載の可搬式コンプレッサー

シグマ・コントロール・スマートコントローラー
ディスプレイ
もしくはワイヤレスモデムでオンラインで表示可能

コンパクトで環境に優しい
高耐久スキッドと密閉フロアパン

あらゆるコンディションに対応
一時的な運用や
屋外の常設に最適

アフタークーラーを標準装備
オプションでマイクロフィルター一体型も利
用可能

革新的で高いメンテナンス性
屋外での迅速なメンテナンスを可能にする
外部排水

www.kaeser.com

すべてのデータを一目で確認

