
オイルフリーエア遠心式オイルフリーエア遠心式
ブロワブロワ

ZB 5-6 VSD+



ZBターボブロワ: 独ZBターボブロワ: 独
自の設計と定評ある自の設計と定評ある
効率性効率性
新世代のZB磁気ベアリングターボブロワ製品を開発してきたアトラス

コプコは、あらゆる面で市場最高レベルの効率性を実現するオイルフ

リーターボブロワを発売します。ZBシリーズは、最高の効率性に加

え、プロセスの変化の影響を受けない、比類ない信頼性と製品寿命を

実現しています。
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アトラスコプコはターボブロワに磁気ベアリングを使用すること

で、ユーザーに安心をもたらしました。機械の操作にシステムの

空気を一切使用しないため、圧力の変動がブロワの動作に一切影

響しません。この技術と、停電の際にもバッテリーが不要である

という事実が組み合わさって、アトラスコプコZBはかつてなくシ

ンプルな磁気ベアリングブロワとなっています。

高効率のターボ技術があるだけでは不十分です。性能を本当の意

味で高めるために、すべての構成部品が最高の性能と最長の寿命

を実現できるよう設計され、選ばれています。

ブロワの比較は難しく面倒な作業です。弊社が目指しているのは

とてもシンプルで、見積通りのものをご提供することです。吸入

フローと吐出フロー、軸動力とパッケージ動力の違いなどで混乱

させません。御社のプロセスに対して弊社の装置が提供するフロ

ーと圧力の正確な値と、総消費電量をお伝えします。ご不明な点

はお問い合わせください。

耐久性に優れた技術、スマート設計耐久性に優れた技術、スマート設計

ターボのみの設計をはるかに凌ぐターボのみの設計をはるかに凌ぐ

予期せぬことを発生させません予期せぬことを発生させません
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ZBシリーズ: あらゆる用途に対応すZBシリーズ: あらゆる用途に対応す
る信頼性に優れたソリューションる信頼性に優れたソリューション
アクティブな磁気ベアリング技術と完全設計を採用したZBシリーズは、市場最高レベルの信頼性を実現する製品で、低

圧用途に最適です。

ZBブロワは非常に広範なフローおよび作動圧範囲を誇

り、さまざまな廃水処理の用途に最適です。通常、こう

した処理場で最もエネルギーを消費するのはブロワです

が、ZBは効率に優れたインペラとベアリング設計でエネ

ルギー費用を大幅に削減できます。

廃水処理廃水処理

運搬は繊細なプロセスであり、100%クリーンなオイルフ

リーエアがトラブルのない連続運転に不可欠です。ZBブ

ロワはエネルギー効率に優れた信頼できるクラス0認証適

合のオイルフリー圧縮空気を提供するため、この種の用

途に最適です。

空気運搬空気運搬
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ZBは、発酵、パッケージング、廃水処理用エアレーショ

ンなど、食品飲料業界のあらゆる用途に純度100％のオイ

ルフリーエアを供給します。クラス0認証適合のZBブロワ

は最終製品の純度に妥協を許さず、汚染リスクゼロを実

現します。

食品飲料食品飲料

24時間365日稼働する石炭火力発電所では、使用する圧縮

空気ソリューションに高い信頼性が求められ、休止時間

は許されません。ZBブロワがあれば、その心配は無用で

す。最小限のエネルギーコストで安定したエアフローを

供給するよう設計されています。

排煙脱硫排煙脱硫
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高い効率性と信頼性高い効率性と信頼性

• 機械部品と分離することで適切な冷却とコンパクトさを実現

• 機械と電気ネットワーク全体を保護するために必要な構成部品
をすべて含む（RFIフィルタ、ACチョーク、LCフィルタ、正弦
フィルタなど）

• 内蔵冷却ファンと加熱システムで温度を調整し、あらゆる条件
で一定の温度を維持

• 高周波数可変速駆動はモータの最適な動作を保証する構成部品
です

• 水冷式は不合格率を最小限にし、最もコンパクトです。

• 位置センサからの情報を集めて軸位置を動的に調整

• 磁力調整によりロータの完全制御を保証

• 停電時にも外部電源やUPSは不要。電力はDC/DCコンバータを経
由して可変周波数駆動から供給します。

1. 電気キュービクルの保護1. 電気キュービクルの保護

2. コンパクトな低熱遮断周波数運転2. コンパクトな低熱遮断周波数運転

3. 磁気ベアリングコントローラ3. 磁気ベアリングコントローラ
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• 永久磁石モータとドライブの冷却水温度を抑制

• 装置内の機械部品を冷却して最低動作温度と最長の製品寿命を
保証

• 温められた冷却空気を装置のルーフ上の1ヵ所に集めて配管と
抽熱を容易に

• 工場設置の内蔵型モジュレーティングブローオフバルブでブロ
ワを過熱から保護します。

• 高度制御アルゴリズムにより、拡張された動作フロー範囲
（100% ～ 0%ターンダウン）で最も効率の高い方法による機械
の動作が可能に

• 工場設置の内蔵型ブローオフサイレンサでブローオフ動作の騒
音を軽減

• 内蔵の内部ターンで騒音を軽減

• プロセスエアパスを分離して最低吸込温度と最高の質量流量を
確保

• 並列高効率フィルタ

• 機械背面から楽にアクセス可能で交換可能

• マニフォールドが吸込点からブロワのインペラへ直接空気を導
き、内部熱から分離

• プロセスエア温度を最低に維持して、ブロワにより提供される
質量流量を増加

4. ヒートシンク冷却ファンで内部温度4. ヒートシンク冷却ファンで内部温度
を最小限に抑制を最小限に抑制

5. アクチュエータ型モジュレーティン5. アクチュエータ型モジュレーティン
グブローオフバルブグブローオフバルブ

6. 内蔵型ブローオフサイレンサ6. 内蔵型ブローオフサイレンサ

7. 高効率プロセスエアフィルタ7. 高効率プロセスエアフィルタ

8. 分離型プロセスエアインレット8. 分離型プロセスエアインレット
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機械とネットワークを保護するた機械とネットワークを保護するた
めに必要なすべての構成部品めに必要なすべての構成部品

ZBシリーズの電気キュービクルは最先端のシステムと組み合わせて

機械の信頼性と機械が接続されるネットワークを確保します。

• RFIフィルタはネットワーク内の高調波障害を軽減

• 高圧ピークに対するACチョーク

• ユニットコントローラ

• 高周波数可変速駆動

• 停電時に磁気ベアリングコントローラに電源供給するDC/DCコン
バータ

• ブロアの軸位置を動的に調整する磁気ベアリングコントローラ

• 高調波の永久磁気モータを保護するLCフィルタ

高度な構成部品高度な構成部品
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すべての構成部品で最低動作温度すべての構成部品で最低動作温度
を実現を実現

アトラスコプコZBターボブロアの設計には、冷却パスに高度な設計

が採用されています。3つの異なる冷却パスが一体となって機械上

部の1つの吐出源につながっています。下記に各冷却パスの詳細を

示します。

• 磁気ベアリング冷却経路はブロア外部からの空気を浄化して使用
し、ベアリングへ直接ダクトでつながっています

• 内部冷却経路も機械外部からの浄化した空気を使用して、永久磁
気モータなどの機械構成部品に循環させます

• 電気キュービクル冷却経路はキュービクル下部から取り込んだ空
気を上部へ送り、すべての構成部品を冷却します

一つの共通出口に分離型冷却エアパス一つの共通出口に分離型冷却エアパス
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吸込と吐出冷却エアパスをダクトまたは配管でつなぐこともできる

ため、さらにエネルギーの節約を目指すことができます。涼しい場

所（例えばブロア室の外）からの空気によって冷却能力はさらに高

まり、専用冷却ファンの稼働も減少できます。また、吐出温風をブ

ロアの設置場所の外へと排出することでブロア室の冷却の必要性が

低くなり、さらにエネルギーを節約できます。これら2つのシンプ

ルな接続で、長期的に大幅な省エネを検討できます

さらにコストを削減できるダクト付き冷さらにコストを削減できるダクト付き冷
却パス!却パス!
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大気からプロセスへ直結大気からプロセスへ直結

最も低い吸込温度を維持し、プロセスエアパスの各構成要素を通過

する空気に対する抵抗を可能な限り発生させないという2つの簡単

な原則によって、最も効率の良い方法で空気をプロセスに供給する

ことができます。このどちらもZBシリーズのパッケージ方法によっ

て達成できます。

• プロセスエアと冷却エアが混ざらないため、インペラに流入する
温度が低くなり、効率性に優れた圧縮が可能

• ブロア外からプロセスへのプロセスエアパスが極めてスムーズに
なり、圧力や効率のロスにつながる曲がり角や急激な方向転換な
し

温度上昇と圧力損失を最低限に抑えるこ温度上昇と圧力損失を最低限に抑えるこ
とが重要とが重要
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型式
運転圧力

最大能力
FAD

ノイズレベ
ル（1）

モータ最大出力

寸法

奥行（L） 全幅（W） 全高（H） 質量

mbar(g) psig m3/時 cfm dB(A) kW hp mm インチ mm インチ mm インチ kg lb

50 Hz

ZB 5 VSD+ 1200 17.4 6000 3531 69 140 190 1900 75 1200 48 1954 77 1500 3307

ZB 6 VSD+ 1200 17.4 12000 7062 75 250 335 2265 90 1200 48 1954 77 2500 5512

仕様
ZB 5 VSD+ - ZB 6 VSD+

（1）作業台のA特性　騒音レベル、Lp WSA（re 20 μPa）dB（±3 dBの誤差あり）。
ISO 2151に基づきISO 9614の手法を用いて測定した値です。



技術仕様技術仕様
以下にアトラスコプコZBターボブロワに関連した技術情報のほか、お客様の流量および圧力要件に応じた実用的な選択

ツールを掲載します。

アトラスコプコのターボブロアは他社製品とは違います。最先端の

構成部品と柔軟な設計であらゆるニーズに対応します。数十年にわ

たってアトラスコプコは主要機能を優れた機械に組み合わせて優位

性を証明してきました。

こうしたプラグアンドプレイパッケージの範囲は、標準オプション

シリーズによって拡張可能です。詳細は、弊社営業担当者にお問い

合わせください。

あらゆるニーズに対応する包括的なターあらゆるニーズに対応する包括的なター
ボブロワシリーズボブロワシリーズ
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ノートノート
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サステイナブルな生産性への取り組みサステイナブルな生産性への取り組み

お客様、
地球環境、人と社会。見つめる対象が変わっても、アトラスコプコの焦点
は変わりません。常に長期的な視点を持ち、
持続性のある成果をもたらすこと。それが私たちの果たすべき責任であ
り、私たちの言う「サステイナブルな生産性」なのです。

www.atlascopco.com

Atlas Copco Airpower NV, Belgium. All rights reserved. 設計と仕様は、事前の予告なく変更されることがあります。ご使用の前に、安全上のご注意書を必ずお読みください。
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