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（ 開 発 の 趣 旨 ）
近年，省エネルギー化の推進が求められており，その対応として消費電力の削減が急務となっている。下水処理場全体に使用される消費
電力のうち，水処理施設の消費電力が全体の 20 ～ 50 ％程度を占めており，さらに水処理施設の消費電力の中でも空気を送り込む曝気ブ
ロワの消費電力の割合が最も大きく，約 2/3 を占めているという事例もある。曝気ブロワの高効率化は省エネルギーの効果が大きく，従来
技術のブロワに比べ高い効率を有するブロワの開発が望まれている。また，使用環境においてもルーツブロワの騒音レベルは高いため，施
設の騒音対策や，作業員等への負担低減が求められている。
そこで，これらの課題を解決するために，空気軸受および永久磁石同期モータを採用した高効率かつ低騒音・低振動で，さらにコンパク
トなパッケージ構造による省スペース・軽量化，オイルフリー構造によるメンテナンスの低減化を目指したブロワを開発した。
（ 開 発 目 標 ）
本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）送風性能：適用範囲機種 [MAX75(C060)，MAX100 ～ MAX400(C060,C070,C080) ただし，MAX300（C070）は除く ] において下記の性能を
有すること。
１）吸込空気量 15 ～ 300 m3 /min（全型式における最小値～最大値）の送風性能を有すること。
２）吐出圧力 20 ～ 90 kPa（全型式における最低値～最高値）の範囲で運転可能であること。
（２）高効率：設計点での総合効率が 64 ％以上であること。
（３）低騒音：吐出圧力 60 kPa における騒音レベルが下記であること。
１）吐出口径
φ 150
：78 dB(A) 以下（MAX75(C060) 接続時）
２）吐出口径
φ 200 ～ 450
：87 dB(A) 以下
（４）低振動：吐出圧力 60 kPa における軸受部の振動速度が 2.5 mm/s 以下であること。
（５）メンテナンス性：
１）通常のメンテナンスは以下のとおりであること。
①空冷式機種はフィルタ清掃・交換のみであること。
②水冷式機種はフィルタ清掃・交換およびクーラント交換のみであること。
２）インペラはモータシャフト直結構造であり，動力伝達装置および増速歯車を使用していないため，消耗部品がなくオーバーホー
ルが不要であること。
３）空気軸受が非接触のため，油脂類の管理が不要であること。
（６）省スペース・軽量化：従来技術カバー付ルーツブロワと比較し，設置面積，体積，質量を 1/3 以下に縮小できること。
（７）操作性：操作性に関して下記機能を有すること。
１）タッチパネルにより操作ができ，運転状況の確認ができること。
２）アナログ入出力，MODBUS 通信による遠隔操作・監視ができること。
（８）保護機能：保護機能に関して下記性能を有すること。
１）フィルタ圧力損失，吸込温度，インバータ温度が保護値の 95 ％ に達すると，タッチパネルに警告メッセージを表示すること。
２）異常を検知し，ブロワを自動停止させる保護機能を有すること。
３）エラー履歴保持機能を有すること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった
「TurboMAX ターボブロワ」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は2015年３月10日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人

日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提
（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する機器は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，設置・運転管理要領に従い，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本審査の対象範囲には多数の機種が該当するため，必要最小限の機種について運転試験を行い，その他の機種については運転データ
結果によって審査したものである。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )
５．審査証明の詳細
2025 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

新 明 和 工 業 株 式 会 社

（兵庫県宝塚市新明和町１番１号）

技術の概要
技術の概要
TurboMAX ターボブロワは，「空気軸受」「永久磁石同期モータ」「高効率インペラ」等の技術を集結
した空気軸受式可変速単段ターボブロワである。全体構造は「ブロワ」
「インバータ」「タッチパネル
コントローラ」「ブローオフバルブ（放風弁）
」をパッケージ化しており，インバータにより回転速度
制御が可能である。従来のブロワと比較して「省エネルギー」「低騒音・低振動」「省メンテナンス」
「省スペース」等において優位性の高い新型ブロワである。
（１）高効率
１）非接触で回転する空気軸受を採用しているため，機械損失が発生しない。
２）インペラはモータシャフト直結構造のため伝達損失が発生しない。
３）高効率永久磁石同期モータを採用している。
（２）低騒音・低振動
１）空気軸受は非接触のため機械音が発生せず，低騒音・低振動である。
２）遮音性の高いパッケージ構造である。
（３）省メンテナンス
１）オイル・グリース等を使用していないため，通常のメンテナンスは空冷式の機種ではフィル
タ清掃・交換のみである。水冷式の機種ではクーラントの点検・交換が追加となる。
（４）省スペース・軽量化
１）パッケージはコンパクト設計のため省スペース・軽量化が可能である。
（５）優れた操作性
１）タッチパネルにより運転データ・運転状況を確認可能である。
２）アナログ入出力および MODBUS 通信による遠隔操作・監視が可能である。
（６）保護機能
１）異常発生時にはエラーメッセージを表示して自動停止するブロワ保護機能を備えている。
２）エラー履歴の保持により，故障時の対応及び，運転状況の把握が容易である。
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写真－１

ターボブロワ構成技術

（空気軸受，永久磁石モータ，インペラ，タッチパネル）

写真－２ ターボブロワ外観

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）送風性能
適用範囲機種において下記の性能を有する。
１）吸込空気量 15～300 m3/min の送風性能を有する。
２）吐出圧力 20～90 kPa の範囲で運転可能である。
（２）高効率
設計点での総合効率が 64 ％以上である。
（３）低騒音
吐出圧力 60 kPa における騒音レベルが下記である。

写真－３ 試験装置全景

１）吐出口径

φ150

：78dB(A)以下（MAX75（C060 接続時））

２）吐出口径

φ200～450

：87dB(A)以下

（４）低振動
吐出圧力 60 kPa における軸受部の振動速度が 2.5 mm/s 以下である。
（５）メンテナンス性
１）通常のメンテナンスは以下のとおりである。

空気軸受

①空冷式機種はフィルタ清掃・交換のみである。
②水冷式機種はフィルタ清掃・交換およびクーラント交換
のみである。
２）インペラはモータシャフト直結構造であり，動力伝達装
置および増速歯車を使用していないため，消耗部品がな
くオーバーホールが不要である。

永久磁石モータ

３）空気軸受が非接触のため，油脂類の管理が不要である。 インペラ
（６）省スペース・軽量化
従来技術カバー付ルーツブロワと比較し，設置面積，体積，

図－１ ブロワ本体構造

質量を 1/3 以下に縮小できる。
（７）操作性
操作性に関して下記機能を有する。
１）タッチパネルにより操作ができ，運転状況の確認ができる。
２）アナログ入出力，MODBUS 通信による遠隔操作・監視ができる。
（８）保護機能
保護機能に関して下記機能を有する。
１）フィルタ圧力損失，吸込温度，インバータ温度が保護値の 95 ％に達すると，タッチパネルに
警告メッセージを表示する。
２）異常を検知し，ブロワを自動停止させる保護機能を有する。
３）エラー履歴保持機能を有する。

吐出圧力（kPa）

MAX75-C060 性能曲線図

吸込空気量（m3/min）

図－２ MAX75-C060 性能曲線図

写真－４ ブロワ全体構造

技術の適用範囲
技術の適用範囲
用

途：下水曝気用

型

式：MAX75（C060）
MAX100，MAX150，MAX200，MAX250，MAX400（C060，C070，C080）
MAX300（C060，C080）

吸込空気量：15～300 m3/min（全型式における最小値～最大値）
吐 出 圧 力：20～90 kPa（全型式における最低値～最高値）
技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先
【技術保有会社】

新明和工業株式会社

【問合せ先】

新明和工業株式会社
流体事業部 流体営業部

http://www.shinmaywa.co.jp/

TEL 045-575-6411

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開
・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/

