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（ 開 発 の 趣 旨 ）
下水処理場における曝気用ブロワは処理場全体の消費電力の 40 ％以上を占めるといわれている。従来，下水曝気用ブロワは小風
量では容積式が，大風量ではターボブロワが主にもちいられてきた。容積式ブロワは風量が回転数に比例するため風量制御に適し
た特長を有するが，効率が低い。一方，ターボブロワは大風量で比較的高い効率が得られるが，補機類が多く設備が複雑で，サー
ジング防止のため風量制御運転に制約がある。
そこで，これらの課題を解決するために，全断熱効率および総合効率が高く，部分負荷運転時の効率低下が少なく，パッケージ
型で補機類が少ないため，保守点検および据付が容易で，サージングの生じないアトラスコプコＺＳブロワを開発した。
今回，副題の変更および一部の型式を改良変更した。
（ 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：吐出圧力 30 ～ 80 kPa の範囲において 10 ～ 75 m3/min，吐出圧力 80 超～ 100 kPa の範囲において 13 ～ 75 m3/min
の送風性能を有すること。
（指定圧力における全型式の最小値～最大値）
（２）省エネルギー
１）ブロワの効率が以下のとおりであること。
吐出圧力 60 kPa において，全断熱効率 66 ％以上，総合効率 58 ％以上
吐出圧力 80 kPa において，全断熱効率 68 ％以上，総合効率 58 ％以上
吐出圧力 100 kPa において，全断熱効率 69 ％以上，総合効率 61 ％以上
２）100 ％風量時の動力に対する 40 ％風量時の動力比率（部分負荷特性）が以下のとおりであること。
吐出圧力 60 kPa において，46 ％以下
吐出圧力 80 kPa において，51 ％以下
吐出圧力 100 kPa において，51 ％以下
３）容積式ルーツブロワと比べて全断熱効率が高いこと。
（３）維持管理性
１）多段ターボブロワと比べて日常点検項目および定期保守項目が少ないこと。
２）付属の監視パネルに運転状況や故障履歴が表示され，運転管理が容易であること。
（４）施工性：多段ターボブロワと比べて据付が容易であること。

（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
「アトラスコプコＺＳ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 2017 年３月７日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2022 年 3 月 16 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）本技術に使用する機器は，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）本設備の運転は，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。
（５）本設備の総合効率は，ブロワパッケージ内補機類の動力を含む制御盤入力電力により算出したものとする。
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
（１）本審査の適用範囲には多数の型式が該当するため，必要最小限の型式について立会試験を行い，その他全ての型式につい
ては型式別運転データによって審査したものである。
（２）騒音・振動は，パッケージ構造により抑えられているが，設置場所の条件において確認すること。
（３）ブロワ本体とブロワ制御盤は別置き型にしていることから，設置場所の検討を要する。
( 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
2027 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

前 澤 工 業 株 式 会 社
アトラスコプコ株式会社

（東京都中央区新川一丁目５番 17 号）
（東京都港区芝公園一丁目１番１号）

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

技術の概要
技術の概要
アトラスコプコＺＳブロワは，対向する二軸のスクリュを電動機直結で回転し油分を含まない圧縮空
気を発生させる従来にないオイルフリーで高効率な容積式スクリュブロワである。
本技術は，パッケージ内に吸込フィルタ，スクリュ圧縮部，電動機直結型減速機，逆止弁，サイレン
サ，オイルポンプなどブロワの運転に必要な補機類が収納されたパッケージ型のブロワと，回転数制御
を行うブロワ制御盤で構成される装置である。従来のブロワと比較して「省エネルギー」
「維持管理性」
「施工性」などにおいて優位性の高い新型ブロワである。
本ブロワの一般的な特長を以下に示す。
図－１にブロワパッケージ外観，図－２にスクリュ圧縮部を示す。
（１）高効率で省エネルギーである。
１）一般的な容積式ブロワ（ルーツブロワ）と比べて，スクリュによる連続的な内部圧縮を行う
ため，全断熱効率が高く省エネルギーである。
２）電動機直結とすることで，伝動損失を低減している。
３）回転数制御を行った際の効率の低下が少ない。
（２）補機が少なく保守点検が容易であり，維持管理業務が簡素化できる。
（３）必要な補機類が一体となったパッケージ型のため施工が容易である。
（４）ブロワ本体をパッケージに収納し，コンパクトで省スペースである。
（５）容積形の特長としてサージングが生じないため，回転数制御により幅広い風量範囲で運転する
ことが可能である。
（６）スクリュによる連続圧縮で脈動が少なく，異機種との併用運転可能である。

図－１ ブロワパッケージ外観
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図－２ スクリュ圧縮部

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：吐出圧力 30～80 kPa の範囲において 10～75 m3/min，吐出圧力 80 超～100 kPa の範
囲において 13～75 m3/min の送風性能を有する。（指定圧力における全型式の最小値～最大値）
（２）省エネルギー
１）ブロワの効率が以下のとおりである。
吐出圧力 60 kPa において，全断熱効率 66 ％以上，総合効率 58 ％以上
吐出圧力 80 kPa において，全断熱効率 68 ％以上，総合効率 58 ％以上
吐出圧力 100 kPa において，全断熱効率 69 ％以上，総合効率 61 ％以上
２) 100 ％風量時の動力に対する 40 ％風量時の動力比率(部分負荷特性)が以下のとおりである。
吐出圧力 60 kPa において，46 ％以下
吐出圧力 80 kPa において，51 ％以下
吐出圧力 100 kPa において，51 ％以下
３）容積式ルーツブロワと比べて全断熱効率が高い。
（３）維持管理性
１）多段ターボブロワと比べて日常点検項目および定期保守項目が少ない。
２）付属の監視パネルに運転状況や故障履歴が表示され，運転管理が容易である。
（４）施工性：多段ターボブロワと比べて据付が容易である。

図－３ ブロワパッケージの構造①

図－４ ブロワパッケージの構造②

技術の適用範囲
技術の適用範囲
本技術の適用範囲は，下水曝気用ブロワの新設，更新および増設とする。送風量（吐出空気量）およ
び吐出圧力は，図－５に示す範囲とする。

適用範囲

図－５ ブロワ 性能範囲
納入実績
納入実績
No.

稼働場所

出力（kW）

稼働台数

稼働期間

1

柏崎市自然環境浄化センター

37

２ 台

2014 年～

2

Ｓ県Ｋ浄化センター

15

２ 台（実証実験）

2015 年～

3

宮崎県延岡市一ヶ岡下水処理場

26

１ 台

2019 年～

4

佐賀県伊万里市浄化センター

45

２ 台

2022 年～

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】

【問合せ先】

前澤工業株式会社

http://www.maezawa.co.jp/

アトラスコプコ株式会社

http://www.atlascopco.co.jp/

前澤工業株式会社 環境ソリューション事業部 TEL 048-253-0907

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 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

https://www.jiwet.or.jp/

・建設技術審査証明協議会

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

