
オイルミストエリミネータ

タービン及びエンジンへの
改善・増設

舶用エンジン

ガス及び蒸気タービン

陸用エンジン

可能性の発見
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多くの古いタービンパッケージは、潤滑油システ
ムに時代遅れのベーパー除去装置を装備していま
す。私どもは、潤滑油タンクの圧力を調整して可
視オイルの飛散を除去する追設オイルミストエリ
ミネータを設計しました。私どもの追設シス
テムは長寿命フィルターエレメントと運転コ
ストを削減するために自動圧力コントロール
及び内蔵バイパス装置を含んでおります。私
どものシステムは原子力プラントから予備発
電所まで幅広い用途に設置されております。

安全性と信頼性は舶用エンジンの管理者にとって
は大きな関心事です。私どものクランクケース排
気システムは、最高のエンジン性能と連続運転と
改善された飛散抑制を確実にします。私どものユ
ニークな配管構成は容易に設置でき、自動調整が
でき、シールからのリーク防止を確実にします。
オイルミストの飛散をコントロールすることによ
り、船員と乗客を有害な呼吸及び
転倒から保護いたします。さまざ
まなエンジンと船舶等級に改善と
追設が可能です。

互換性：
GE, Alstom, Elliott, Kawasaki, 
Siemens, Man Turbo, 
Rolls-Royce & more

ガス及び蒸気タービン

舶用エンジン

互換性：
Caterpillar, Fairbanks Morse, 
Man Diesel, Doosan, Wartsila, 
MTU & more

オイルミストエリミネータ

タービン及びエンジンへの
改善・増設

舶用エンジン

ガス及び蒸気タービン

陸用エンジン

可能性の発見
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ソルバーグ
オイルミストエリミネータ

陸用エンジン

私どもは世界中に設置されているピストンエンジ
ン及びタービンを最適にするためのオイルミスト
エリミネータを設計製造いたします。この高性能
濾過システムは、エンジンクランクケースおよび
タービンの潤滑油タンクから排出されるオイルミ
ストを除去します。用途別のご要求を元に、最適
なシステムを提供いたします。公共発電設備から
船舶エンジンルームまでいかなる状況でも改善
できる専門的知識を持ち合わせております。

私どものクランクケース排気システムは、環境規
制を準拠して作業環境に害を及ぼすオイルミスト
の飛散から保護いたします。クランクケースの循
環システムに対して、私どもの高性能フィルタは
エンジン吸込みシステムの汚染を防ぎエンジンの
性能を向上させます。これらのシステムはまた
シールのリークを防ぐためにクランクケースの圧
力を調整します。私どもの製品は埋め立てガス発
電、ピーク発電、基幹発電、メカニカルドライブ
等を含む多様な用途に対して目的
ごとに設計いたします。

互換性：
Caterpillar, Deutz & Cummins, 
Jenbacher, Waukesha, Guascor, 
Enterprise, Kawasaki & more

米国RICE NESHAP＊規制に基
づいて2013年までに300HP以
上の陸用エンジンにはクランク
ケース排気システムを設置しな
ければなりません。目的はクラ
ンクケースからの有害物質の環
境への排気を減ずるものです。
Solbergは全世界のプラント管
理者と彼らの設備を最新化し環
境への悪影響を減ずるために協
力することを約束しております。

設置前：
可視オイルミスト飛散

設置後：Solbergのオイルミスト
エリミネータによるクリーンで安全な排気

米国環境規制：

＊Reciprocal International Combustion Engines
　National Emissions Standards for Hazardous
　Air Pollutants

可能性の発見
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オイルミストエリミネータ製品詳細

設計特長
●可視ミスト飛散の除去（除去効率：オイルミス
ト0.3μを99.97％）
●交換可能な高性能コアレッサーエレメントは長
寿命です。
●流量領域は1-2550m3/h
●真空領域は全真空から1bar（ほとんどのモデ
ルケース）
●構造物の素材は炭素鋼
●産業品質の粉体塗装仕上げ
●オイル回収のためのドレンポート
●正確な真空圧調整のための圧力制御バルブ
●国際基準に対応できるモーター
●モーター保護のための内蔵真空リリーフバルブ

オプション
●連続運転を確実にする豊富な設備
●全自動：PLC及びDCSの互換性
●厳しい環境に対応できるステンレス構造
●顧客仕様の塗装と塗装色の選択肢
●ASME Section Ⅷ又はPED圧力規格証明
●防爆選択肢：ATEX、Class Ⅰ Div.1他
●モーター規格：UL、CE、IEC、CSA、IEEE、
　　　　　　　　KOSHA、他
●モーター附属品：ヒーター、スターター、スイッ

チ、VFD、他
●輸送と据付を容易にするためのスキッド梱包
●運転メンテナンスのためのプラットフォーム

川崎ガスエンジン向け

GE フレーム7Bガスタービン向け

GE フレーム3ガスタービン向け

ソルバーグ
オイルミストエリミネータ

陸用エンジン

私どもは世界中に設置されているピストンエンジ
ン及びタービンを最適にするためのオイルミスト
エリミネータを設計製造いたします。この高性能
濾過システムは、エンジンクランクケースおよび
タービンの潤滑油タンクから排出されるオイルミ
ストを除去します。用途別のご要求を元に、最適
なシステムを提供いたします。公共発電設備から
船舶エンジンルームまでいかなる状況でも改善
できる専門的知識を持ち合わせております。

私どものクランクケース排気システムは、環境規
制を準拠して作業環境に害を及ぼすオイルミスト
の飛散から保護いたします。クランクケースの循
環システムに対して、私どもの高性能フィルタは
エンジン吸込みシステムの汚染を防ぎエンジンの
性能を向上させます。これらのシステムはまた
シールのリークを防ぐためにクランクケースの圧
力を調整します。私どもの製品は埋め立てガス発
電、ピーク発電、基幹発電、メカニカルドライブ
等を含む多様な用途に対して目的
ごとに設計いたします。

互換性：
Caterpillar, Deutz & Cummins, 
Jenbacher, Waukesha, Guascor, 
Enterprise, Kawasaki & more

米国RICE NESHAP＊規制に基
づいて2013年までに300HP以
上の陸用エンジンにはクランク
ケース排気システムを設置しな
ければなりません。目的はクラ
ンクケースからの有害物質の環
境への排気を減ずるものです。
Solbergは全世界のプラント管
理者と彼らの設備を最新化し環
境への悪影響を減ずるために協
力することを約束しております。

設置前：
可視オイルミスト飛散

設置後：Solbergのオイルミスト
エリミネータによるクリーンで安全な排気

米国環境規制：

＊Reciprocal International Combustion Engines
　National Emissions Standards for Hazardous
　Air Pollutants

可能性の発見
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各社エンジンへの実績
●Caterpillar ●Guascor
●Jenbacher ●Wartsila
●Waukesha ●Cummins
●MTU  ●Fairbank Morse

典型的な用途
●発電機
●舶用発電機
●舶用推進
●ガス圧縮機

長所と目的
●有害オイルミスト及びクランクケースから排気
されるブローバイの捕集

●0.3μのオイルミストと粒子を99.97％捕集
●EPA、RICE NESHAPの順守への援助
●ターボチャージャー、インタークーラー、排気
触媒を汚染及び破損から保護します

●オイルミストが飛散することにより周りの環境
及び職場での健康被害の可能性を防止します

●内蔵自己制御バルブを通じて、要求されるクラ
ンクケース内の真空値を維持します

●排気工程における高価な潤滑油の損失を回収し
ます。これにより効率の良い運転と低メンテナ
ンスコストにつながります。

Solbergはクランクケースからのオイルミストと
ピストンエンジンからのブローバイ飛散を捕集す
るためにクランケースの循環排気システムを設計
して製造しております。

Solbergの循環排気システムはエンジンのターボ、
インタークーラー、排気触媒をオイルミストと粒
状不純物から保護します。その成果はエンジン性
能の最適化と割高の修理やメンテナンスコスト
を削減できます。

クランクケースの循環排気システム
クランクケースからのオイルミスト飛散の捕集

Solbergクランクケース潤滑排気システムと
内蔵真空制御バルブ

真空制御バルブ

可能性の発見
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循環型クランクケース排気システム

Turbocharger/
Intake Manifold

Clean
Air Flow

High-Efficiency
Separator

Element

Vented
Crankcase
Emissions

Vacuum
Control
Valve

Oil Sump

Reciprocating
Engine/Gen-Set

ターボ真空源
真空制御バルブ

流れ方向

各社エンジンへの実績
●Caterpillar ●Guascor
●Jenbacher ●Wartsila
●Waukesha ●Cummins
●MTU  ●Fairbank Morse

典型的な用途
●発電機
●舶用発電機
●舶用推進
●ガス圧縮機

長所と目的
●有害オイルミスト及びクランクケースから排気
されるブローバイの捕集

●0.3μのオイルミストと粒子を99.97％捕集
●EPA、RICE NESHAPの順守への援助
●ターボチャージャー、インタークーラー、排気
触媒を汚染及び破損から保護します

●オイルミストが飛散することにより周りの環境
及び職場での健康被害の可能性を防止します

●内蔵自己制御バルブを通じて、要求されるクラ
ンクケース内の真空値を維持します

●排気工程における高価な潤滑油の損失を回収し
ます。これにより効率の良い運転と低メンテナ
ンスコストにつながります。

Solbergはクランクケースからのオイルミストと
ピストンエンジンからのブローバイ飛散を捕集す
るためにクランケースの循環排気システムを設計
して製造しております。

Solbergの循環排気システムはエンジンのターボ、
インタークーラー、排気触媒をオイルミストと粒
状不純物から保護します。その成果はエンジン性
能の最適化と割高の修理やメンテナンスコスト
を削減できます。

クランクケースの循環排気システム
クランクケースからのオイルミスト飛散の捕集

Solbergクランクケース潤滑排気システムと
内蔵真空制御バルブ

真空制御バルブ

可能性の発見
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可視オイルミストの除去

ブロワ補助型オイルミストエリミネータ
VAE/BAE シリーズ

可能性の発見
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ソルバーグ─オイルミストの解決例
ソルバーグ は我々の生活に電力を供給する設備にオイルミストの解
決技術を全世界に納入しています. ガスタービンからピストンエンジ
ンに至るまで、ソルバーグ のオイルミスト除去装置とフィルターは
産業界でも最も意欲的な応用技術の上に確立されたと言えます。40年
あまり、我々は環境に対する責任を擁護する一方、産業界で成長する
上でのアイデアを強化してきました。
産業界で環境を保護する設備を提供すること及びこの装置から環境を
護るという我々の公約は, 我々に力と役割をもたらしてくれました。

¡作業者の健康と安全の改善
¡当局による不透明度検査（米国）の排除
¡メンテナンスコストの削減
¡飛散オイルミストの回収と再生

¡Alstom Power
¡Caterpillar
¡Cooper Turbo
¡Detroit Diesel
¡Elliott
¡Fairbanks Morse 
¡GE
¡Guascor
¡Hitachi
¡Jenbacher
¡Kawasaki
¡Man Turbo
¡Mitsubishi
¡MTU
¡OPRA
¡Pratt & Whitney
¡Rolls-Royce
¡Siemens
¡Solar Turbines
¡Waukesha Engine
¡Yanmar Diesel

ソルバーグが提供する利点

典型的なオイルミストエリミネータの設置例 主な実績

Alstom GT11NMへ追設した例

設置後
（清浄空気の排出）

設置前
（過剰なミストの飛散）

ブロワアシスト型オイルミストエリミネータ

タービン及び潤滑油のフロー

オイル回収ライン

ベアリングへオイル供給

オイルタンク

VAEからのオイル
ドレンの回収

可能性の発見
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オプション（お問い合わせください）

典型的な設置例
¡ガスタービン・蒸気タービン
¡ピストンエンジン
¡遠心コンプレッサー
¡潤滑油ユニット

特長
¡明確な設計の採用
¡オイルタンクを負圧に維持することによりシール漏えいを防ぐ
¡0.3ミクロン以上のオイルミストを99.97％除去（５PPM以下）
¡リークテスト─水圧テストにて0.5bar保証
¡設計温度：－40℃～77℃
¡全設計及び全書類対応

¡超低背圧媒体
¡オイルミスト除去効率：0.3ミクロンを99.97%
¡運転間隔減少によるエレメント寿命の延長 
¡ドレンポート付き
¡幅広い流量範囲と運転温度範囲

¡発電機
¡油圧ギアーボックス
¡舶用推進システム
¡発電設備

¡モーター不要なシステム
¡バイパスリリーフバルブ
¡全自動システム

¡カスタム設計
¡ATEXおよび防爆対応
¡耐腐食及びステンレス材の採用

オプション（お問い合わせください）
¡排出パイプの延長ワイヤ
¡ワイヤメッシュエレメント
¡プリーツ式コアレッサエレメント

¡バッフル内臓システム 
¡耐腐食及びステンレス材の採用

ブロワ／ファンアシスト型
オイルミストエリミネータパッケージ
オイルミスト除去─シールから漏えいの排除

クランクケース／ギアーボックス ブリーザ

コアレッサ
エレメント 型式

寸法：mm排出口 概算
質量KgA B C

CVB-WP848-100
CVB-WP848-126
CVB-WP848-151
CVB-WP850-201
CVB-WP850-251
CVB-WP274-301
CVB-WP274-401
CVB-WP274-DN100
CVB-WP374-DN125
CVB-WP374-DN150

MPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
FLG
FLG
FLG

サイズ
1"

1-1/4"
1-1/2"
2"

2-1/2"
3"
4"

DN100
DN125
DN150

191
191
189
304
302
375
409
400
508
550

51
51
51
64
64
76
102
102
102
127

156
156
156
260
260
508
508
508
508
508

1.4
1.4
1.4
2.5
2.5
6.8
6.8
9
17
18

注記：改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
　　　ブリーザの選定につきましては、お問い合せ願います。

A

B

寸法公差±6mm

C

可能性の発見
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ソルバーグオイルミストソリューションは往復動エンジン及び
発電設備のクランクケースから飛散するオイルミストを捕集す
る高効率オイルミストエリミネータを設計・製造しております。

私どもの営業・エンジニアリングチームは、いつでも現場を訪
問してお客様の据付の成功を確かにするためのサポートを継続
いたします。目視可能なオイルミストの飛散を防ぎクランク
ケース内の圧力制御のお手伝いをさせていただきます。

¡Caterpillar
¡Jenbacher
¡Fairbanks Morse

¡Waukesha Engine
¡Wartsila
¡Detroit Diesel

採用例

¡電力発電設備
¡ガスコンプレッサー
¡舶用電力発電
¡埋立ゴミガス回収
¡機械原動機

典型的な適用例

¡エンジンクランクケースから排気される、目視可能なオイル
ミスト飛散を防止します。

¡健康被害の可能性を排除し、環境の質を改善します。
¡エンジンシールを保護するためにクランクケース内の負圧を
調整します。

¡クランクケースからの飛散がエンジン吸気へ送気される場合
のターボチャージャーを保護します。

¡排気過程で高価な潤滑油を回収できた結果、効率的な運転と
低いメンテナンスコストが期待できます。

利点及び目的

クランクケースオイルミストエリミネータ
VAEシリーズ 

往復動エンジン及び発電設備向け

埋立ゴミガス回収
発電設備設置

可能性の発見
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オプション（推奨例）

デザインの特長と緒言
¡OSHAに対して、0.3ミクロンのオイルミストを99.97％以上の捕集する
効率と環境準拠

¡クランクケース内過剰圧力を制限するための、低背圧フィルタエレメン
ト（プリーツ型またはラップ型）

¡負圧調整のためのバルブ内蔵
¡オイル回収のためのドレンラインの外付け配管
¡漏洩試験完備：0.5kg/cm2の水圧テストで実証　
¡設計温度：－40℃から77℃
¡広範囲な流量が選定できる
¡徹底した設計及び柔軟に対応するドキュメント
¡エンジン吸気と静止型（ブリーザ）も可能

¡再生ブロワ
¡内蔵エア／オイル分離エレメント
¡リリーフバルブ
¡負圧制御のためのボールバルブ及び吸込空気用フィルタ
¡差圧表示器
¡追加ドレンポート

¡ブロワまたはファン付
¡負圧調整のための可変周波数制御
¡リリーフバルブ
¡延長架台パイプ
¡内蔵バッフルシステム

¡多段設置および接続
¡ATEX及び防爆構造
¡耐化学薬品及びステンレス鋼材料
¡顧客対応設計

VAE シリーズ構成

クランクケースオイルミストエリミネータ
VAEシリーズ 

往復動エンジン及び発電設備向け

可能性の発見
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ソルバーグ・インターナショナル・ジャパンを訪問してください。 http://solbergjapan.com


