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熱処理プロセスへのベストソリューション 

工業用・産業用燃焼制御

Industrial 
Combustion Solutions
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工業用・産業用熱処理に求められるもの

工業用・産業用バーナーはすべての熱処理を基本とする製造
ラインの要となります。そして 終的な製品の品質は主にバ
ーナーの性能と信頼性に左右されます。

小限のメインテナンスで 大限の効果を発揮し、優れたエ
ネルギー効率のバーナーをスムーズに現存のオートメーショ
ン系統に導入することは 新の燃焼システム技術に求められ
るポイントとなります。

工業用・産業用燃焼システムの分野において長年の経験から
培った専門技術を生かし、シーメンスは熱処理を行う製造業
のお客様の心強いパートナーになるよう努力しています。
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信頼性と耐久性、国際認証

   シーメンスのアドバンスドバーナー　

マネージメント

空調用の燃焼設備に加え、シーメンスは

工業用・産業用バーナーの用途にもコン

ポーネントの製造、供給をしています。

包括的な製品にはバーナーの燃焼安全装

置、ガスバルブ用アクチュエーター、セ

ンサと検知器、燃焼制御システム、コン

トロールモーター、試験器具と総合シス

テムソルーションを含みます。

これらの製品とシステムは商業用燃焼設

備や工業用・産業用燃焼設備といった幅

広いお客様のニーズに 適なソリューシ

ョンです。

   シングルソースからのソルーション

幅広いバーナー制御製品と周辺装置でシ

ーメンスは国際標準で完全な制御システ

ムを提供できます。

この分野のグローバルマーケットリーダ

ーであるシーメンスは、独自に開発した

シーメンスソリューションで常にお客様

に貢献し続けています。

  実績とノウハウ

およそ半世紀もの間、シーメンスは空調

設備市場と工業・産業分野への高性能制

御システムを開発してきました。

製造技術は日々進歩し、我々に求めるレ

ベルも高度になってきます。その要求に

応えられるように、開発部門は現在求め

られているさらに先の産業用燃焼技術の

開発を目的としたプロジェクトに従事し

ています。また、この分野における国際

標準規格等の制定にも積極的に参加して

います。

 

   成功の基となるコンサルテーション

お客様に 適なソリューションを開発す

るために、我々は社内のチームワークを

強化し、またお客様とのコミュニケーシ

ョンを大切にしたコンサルテーションを

行います。

Highlights

 バーナーコンポーネントのトップ 

 メーカー 

 約半世紀の実績とノウハウ

 新技術のリサーチと開発

  一貫したコンサルテーション

  個々の要求に合わせたシステムの

適化

 国際及び各国の安全規格

 世界中にサポート拠点
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   オペレーション効率化のための安全性

と頑健性を備えたバーナー制御

LMEバーナーコントロールは24時間に1

回以上燃焼が停止するシングル、又は２

ステージガスバーナーの操作と監視の信

頼性を向上させます。この製品は長年に

わたりその性能が認められ続けており、

安全性に優れ、操作を安定させたものに

します。LMEラインのバーナー制御は冗

長性の２チャンネルマイクロプロセッサ

ーを内蔵し、２つの独立型シャットダウ

ン経路といった安全関連の機能を備えて

います。火災の監視にはフレームロッ

ド、又はUV火災検知器を用います。

 
Highlights

  各種ガスバーナー用着火プログラム

  操作状態をマルチカラーで表示

  24時間以上の連続燃焼を過ぎると

自動的に回避モードへと制御

  リサイクル繰り返し回数の規制

 リモートリセット機能

  トラブル履歴の呼び出し

 シーケンス時間のパラメータ値設定

  プログラムシーケンスとセッテング

情報をメモリーカードに入力

LME ユーザーフレンドリーバーナーコントローラ

LMEシリーズのバーナコントローラはバーナの操作までを容易にする操作

パネルも提供します。

次世代の革新技術

パラメーターセッティング機能がついて

いるのでLME39バーナー制御は各種の

タイミングの変更が可能です。

　

バーナー制御のもう一つの新製品は

LME7です、この製品には空気ダンパー

制御、ガスバルブのリークチェックシー

ケンス(VTC)、交換可能なプログラムカ

ードとが装備されています。

広範囲に適用する上記の機能は、分析と

パラメータ値設定用の一般的なPCツール

を用いて完成します。

※LME / LMV バーナマネージメントシステムは
2010年下旬より国内レリース予定です。
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   パワーと高性能をそなえた小型サイズ

AZL2ディスプレー＆オペレーターユニ

ットはLMV2/LMV3とLMV39バーナ

ーマネージメントシステムと併用するよ

うに設計されており、バーナー上また

は、バーナー近くの制御パネルに設置し

ます。

このユニットは表示、操作、バーナーの

安全・非安全関連ファンクションのパラ

メータ化を行い、プラントの重要なデー

タとロックアウトコード情報を引き出

し、表示させることができます。

ACS410ソフトウエアツールはあらゆる

独立型LMEバーナー制御とLMV2/3に

適合します。これはデータを視覚化する

ツールであり、パラメータ値の設定とデ

ータの保存をします。

 
Highlights

    オペレーションステータス、プログ

ラムシーケンスとエラーコード表示

  パラメータ値と燃料/空気比率曲線

の設定

  バックライト式ディスプレイ

  多機能設定・操作パネル

 Modbus外部インターフェース

  機能のバックアップと保存

  設定値、パラメータ値、オペレーシ

ョンステータスとエラーの種類の読

み込み

  運転履歴やトリガー機能によるデー

タ保存

 レポートをカスタマイズ

支援ツール　オペレーターユニット
現場での効率的な作業を支援

支援ソフトは豊富な通信機能により、状態監視や運転状況を的確に把握できます。

   高い処理能力のAZLシリーズ

LMV5バーナーマネージメントシステム

はAZL5のディスプレイ＆オペレーター

ユニット又はパソコンツールからプログ

ラム設定と操作をします。

AZL5のModbusを使って、LMVシステ

ムを上位データネットワークへと一本化

しますので、プラントステータスの視覚

化や制御、レポートを伝達することがで

きます。

適合するACS450ソフトウエアツールは

AZL5に直接接続するよう設計されてお

り、データの視覚化、パラメータ値の設

定とLMV5のデータの保存を行います。

※LME / LMV バーナマネージメントシステムは
2010年下旬より国内レリース予定です。
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    生産効率向上のための需要主導型ソリ

ューション

工業用・産業用の燃焼監視・制御・プロ

セスアプリケーションには広範囲をカバ

ーするソリューションが必要です。お客

様の製造ラインの状況や要求に合わ

せ、LMVシリーズは熱処理プロセス制御

に完璧なシステムを提供します。また

LMVシステムは金属熱処理をしたり、ガ

ラス、セラミック、テキスタイル、紙、

プラスティックやゴム製品のあらゆる燃

焼・加熱処理製造ラインに使用できま

す。

シーメンスLMVバーナーマネージメント

システムはベーシックから特殊なアプリ

ケーションまで対応する燃焼工程の制御

のために設計されました。このシステム

はガスまたはオイル専焼、もしくは混焼

を用いる中、高容量のバーナーのほぼす

べてを監視・制御をします。コミュニケ

ーションインターフェースを用いて、便

利な診断プログラム、バラメーター値の

設定、プロセス制御への一本化を行いま

す。

基本ユニットはバーナー制御、デジタル

リンケージによる燃料/空気率制御、ガス

バルブのリークチェック(VTC)をしま

す。また、コード（符号）式RAST5連

結器を用いれば、関連部品の接続に関す

るエラーがなくなり、現場の保守点検の

 
Highlights

  ガスバルブのリークチェック(VTC)

  大２台のSQMコントロールモータ

ーに対応する燃料/空気比率制御機能

  ファンモーターの回転数制御(VSD)

  Modbusインターフェース（PROFI-

BUS経由カップリングモジュールソフ

トウエア）

  各種火炎検出器に対応したアンプ内蔵

  豊富な火炎検出方式 

  ４-20ｍA入力の調節器

  PC支援ソフトツール

LMV すべてのアプリケーションに対応する
バーナーマネージメントシステム
燃焼制御専用PLC　SIL3適合

バーナマネージメントシステムLMV2/3はバー

ナ脇での操作・状態表示ディスプレイを提供し

ます。当然、上位のPCへのデータ転送も可能で

す。

簡易化がはかれます。

LMV2/3はコンパクト設計なのでバーナ

ーに直接設置ができ、ユニットのバージ

ョンに合わせた何通りもの変動制御シー

ケンスを提供します。システムを関連器

具と適合させる基本ユニットのバージョ

ンに合わせたガスプログラムとオイルプ

ログラム選択肢はそれぞれ３種類ありま

す。

※LME / LMV バーナマネージメントシステムは
2010年下旬より国内レリース予定です。
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   新のアプリケーションに対応するコ

ンパクトなシステム

　　　　

 LMVシリーズの基本的機能に加

え、LMV5はより高度なアプリケーショ

ンに対応するためのシステムを、完璧な

ソリューションにする機能をそなえたも

のです。コンパクトな基本ユニットは強

力なデータバス（ 長100mまで）を使

用するので、制御パネルの中に組み込む

ことができます。

LMV5バーナーマネージメントシステム

には7つの異なった種類のガス/オイル燃

焼制御シーケンスがあります。

PID統合負荷制御装置には電子温度リミ

ッタとアルゴルム機能がついているの

で、熱衝撃を起こすことなく、熱処理プ

ラントのスムースなコールドスタートが

はかれます。赤外線火炎検出(IR)、紫外

線火炎検知器(UV)、又はフレームロッド

火炎監視回路を装備したLMV5システム

は24時間以上の連続燃焼監視・運転が可

能です。

   点検と操作

LMV5システムは保守点検と操作に関し

て、新しいスタンダートを作り出しまし

た。AZL5ディスプレイとオペレーター

ユニットはディスプレイとパスワードで

 
Highlights

    SIL3の安全レベル

  ガスバルブリーク検出システム

(VTC)

  大４から６個のコントロールモー

タへのデジタルリンケージ燃料/空

気比率制御

 オプションのPID温度/圧力制御機 

 能（負荷制御機能）

  オプションの回転数制御インバータ

ージュール（VSD）機能 

 オプションのO2制御

  切替専焼バーナーのデジタル空燃比

率制御も可能

  国際規格仕様

 標準装備のModbusプロトコル

LMVには、ベーシックな機種から始まり、O2制

御モジュールを含む上位機種がラインアップされ

ています。

保護されたアクセス等の機能をそなえ、

使いやすさが特徴です。

プラントのオペレーター、サービスエン

ジニア、又はバーナーメーカーはシステ

ムの環境とパラメータを設定できます。

ソフトウェアツールを使えば、システム

をパラメータ化したり、モニターするこ

とができます。

※LME / LMV バーナマネージメントシステムは
2010年下旬より国内レリース予定です。
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  フレキシブルでシンプル、かつ高性能

ガスバルブ製品はその細部まで注意が払

われるべき重要なパーツの一つです。モ

ジュラー設計のおかげで、ガスバルブは

いずれの種類のバルブアクチュエーター

とも互換性があります。非常にコンパク

トで頑強なので、条件の厳しい中でも使

用することができます。VGD40ダブル

シートのそれぞれに装備された閉止スプ

リングは特許取得をした独自のテクノロ

ジーです。

バルブとアクチュエーターが別々の部品

というとこは、どのような種類のバルブ

 
Highlights

    クラスAのEN161適合セーフティ

シャットオフバルブ

  天然ガス、LPGガスに対応

  SKPアクチュエーターはスローオ

ープン・クイックシャット

 配管サイズ20から150Aに対応

 バイオガスのバルブVR

  特許取得のダブルシート設計の頑強

なバルブ

  高い 高使用圧力(Pmax)、中圧供

給用のVGUシステムの提供

 IP54又はIP65

高性能ガスバルブと多機能アクチュエーター

一体鋳造構造、配管コストの大幅削減、二重遮断構造

も、いかなる種類のアクチュエーターと

組み合わが可能となるだけでなく、また

アクチュエーターは左右、水平、平行で

も、自由な位置に取り付けることが出来

るのです。

VGDラインの二重遮断ガスバルブは特に

ガスバーナーを使用するプロセス工場に

適しています。大流量と高い 高使用圧

力設計で 大35MWまで使用できます。

従来の単体遮断構造のバルブから複合的な機能を有する二重遮断構造

のガスバルブシステムVGVをラインアップしています。
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  パーフェクトな組み合わせ

アクチュエーターとバルブは組み合わせ

によって、セーフティシャットオフバル

ブ機能、あるいはガス圧調整器付きセー

フティシャットオフバルブ機能がつきま

す。バルブは開口時にはゆっくりと開く

スローオープン特性、閉時には1秒以内

のクイックシャットです。

油圧SKPガスバルブアクチュエーターに

より、必要とされる制御機能の統合化が

はかれ、制御プロセス用として全アクチ

ュエーターの組み合わせによる効果的に

使用することができます。

シーメンンスのガス圧力調整機能には、

一定圧力調整器ガバナ機能、空燃比率整

圧器、または差圧・均圧調整器がありま

す。

 
Highlights

  EN161適合 開閉セーフティシャッ

トオフ機能が付いたSKPアクチュ

エーターとガスバルブ

 スローオープン・クイックシャット

 低消費エネルギー

  天然ガス、LPGに対応

　新規格に対応の閉確認スイッチ  

 (POC)

  通電表示LED

制御側のアクチュエーターを機能により選択する事によりバーナーに
最適な燃焼制御が実現します。

バーナ周辺機器を合理的に、コンパクトに
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  あらゆる用途に対応する火炎検知器

プロセス用制御に も適した火炎検知器

の開発と設計にシーメンスは長年にわた

り焦点をあててきました。

オイル火炎の監視にはRARシリコンフォ

トセル検知器とQRBのcds検知器の2種

類があります。

 
Highlights

  シーメンス製の燃焼安全装置との適

合性

  多種多様な目的に応じた火炎検出器

 IP65

  簡易な操作

  バーナ構造に 適な火炎監視

高感度な火炎検知器
燃焼プラントのための火炎検知器

ガス火炎検知器にはQRAのUV検知

器、QRIの高感度赤外(IR)検知器、フレー

ムロッド方式があります。また、24時間

以上の連続燃焼用としてUVセルフチェッ

ク火炎検出器もあります。

QGO酸素センサは、燃料ガスに含まれる

残留酸素量を計測するもので、高レベル

の検知を可能にします。

あらゆる燃焼炎の監視に豊富なバリエーションの火炎

検知器を用意。



 

   適用範囲の広い頑強な設計

SQMシリーズのダンパーアクチュエー

ターは中、高容量のガスまたは燃焼用空

気量の調節の使用に適した設計になって

います。

全てのタイプのアクチュエーターはユニ

バーサルな設計で、いろいろな環境の下

での使用を仮定した耐久性をそなえてい

ます。

制御はバーナーコントローラと三位

置制御装置を経由させて行います。

電子式の場合はアナログインプット

（4…20mA）を経由させます。位置の

Highlights

    駆動トルク５から４０Nmを出力す

る複数の製品ライン

  CWまたはCCWの開閉（4.5から

120s )

  精密さと小さいヒステリーシス、少

ないバックラッシュ

  シャフトバージョンの選択肢

  アナログ入力の電子バージョン

  国際規格認定

  IP54又はIP65

多目的制御用コントロールモーター
性能向上のためのダンパー、バタフライ弁の開度制御

フィードバックにはリミットスイッチ、

シングルまたはダブルポテンションメー

ターがあります。

アクチュエーターの設計にはシーメンス

がこのシリーズの製品に長年携わり、培

った経験を生かしており、複雑かつ高度

なアプリケーションに適する製品となっ

ています。

SQMシリーズのコントロールモーターは豊富な機種バリエーションにより最適な
位置制御を可能とします。
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   バーナー制御用PLC、センサと火炎検

知器、バルブとアクチュエーターの他

にも、シーメンスは多様な製品をそろ

えています。

パイロットガスバルブとして使用する電

磁弁。

圧力スイッチはガス制御システムで使用

しますが、 小ガス圧力スイッチ又は高

圧力の検出用としても利用できる設計に

なっています。

SKPラインのアクチュエーターに加え、

ガス量制御にはVKF…Cバタフライバル

ブのオプション製品があります。

 
Highlights

  電磁弁

  空気・ガス用圧力スイッチ

  バタフライ弁　VKF

  耐熱温度450℃ホットエアバルブ

 エアアプリケーション用のSKLア 

 クチュエーター

 SAPHIR通信機能付き装置コントロ 

 ーラー

その他の多くの周辺製品
システムを完成させる補完製品群

温度調節とプロセス制御には多目的で通

信機能が豊富なSAPHIRユニバーサルコ

ントローラを使用します。

SKPモジュラーシステムを構成している

のがSKLアクチュエーターです。

そしてVLFホットエアバルブは高温エア

アプリケーションのために設計されたも

のです。

さまざまな燃焼アプリケーションの周辺機器がシステム全体をより合理的に形成しま

す。SAPHIRとの組み合わせにより遠隔通信が業界標準プロトコルで行えます。
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   お客様の装置やインフラストラクチャ

ーに応じたシステムインテグレーショ

ンは、シーメンスが優れたソリューシ

ョン力を発揮するもののひとつです。

シーメンスSAPHIRシステムを接続する

ことで、燃焼系統の制御以外のプロセス

ループと連帯を強化させ、全製造工程の

オートメーションを 適化し、総合的な

管理システムに変えることができます。

 
Highlights

     装置・設備全体の完成度を高める

  ソリューションのカスタマイズ

  装置全体を統合的に制御・監視

 SAPHIRは豊富な通信機能を有した 

 PLC

  設備の保守・メンテナンスに効果

  汎用PLCと比べてコスト削減

システムインテグレーションのための
高度なソルーション
Highlights

例えばマルチ多本バーナの制御やWEB 

機能を利用した遠隔地からのシステムの

作動状況の監視も行えます。

特殊な温度管理や圧力管理にも容易に対

応できます。

LMVとSAPHIRの組み合わせにより 新

のデジタル技術を生かしたシステム構築

が可能です。

プログラムミングコントローラ

SAPHIRにより燃焼制御分野以外の装

置の監視に効果を発揮します。

※LME / LMV バーナマネージメントシステムは
2010年下旬より国内レリース予定です。
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イーエムティー株式会社

燃焼制御機器事業部

〒216-0005
川崎市宮前区土橋4-3-1

Tel 044 888 8111
Fax 044 888 8112

EMT Energy Management Technologies
4-3-1 Tsuchihashi, Miyamaeku
Kawasaki 216-0005 Japan

Tel +81 (044) 888 8111
Fax +81 (044) 888 8112

The information in this document contains general descriptions of technical options available, 
which do not always have to be present in individual cases. The required features should therefore 
be specified in each individual case at the time of closing the contract.

www.intersystem.jp

Solution Partner

Building Technologies
Heat Control Systems
Industrial Combustion


