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クリーニング、 乾燥および
冷却用強力な低騒音エアカ
ーテン

驚くほど低騒音－69dAB

圧縮エア消費量を大幅低減　
－　省エネ化の即戦力

均一なエアフロー

40倍のエア増幅

スーパーイオンエアナイフとは？

エクセア社製スーパーエアナイフは従来のブローオフ

製品に比較して圧縮エア使用量と騒音を驚異的に低減

した新世代エアナイフです。このスーパーエアナイフは

コンベア上のクリーン、高温または低温の製品により効

果的な方法を提供します。強力なパワーで全体の幅に

薄いナイフのような均一なエアフローです。

コンパクトなスーパーエアナイフに置換わったとき、今

まで高いノイズのブローオフが囁きに変わります。圧縮

エアの圧力が5.5BARであっても、どのようなアプリケー

ションでも69dABと驚くべき静かさです。エア増幅比は

40倍です。OSHA(米国労働安全衛生法)に規定されるデ

ッドエンド圧力と騒音基準に適合しています。

Super Air Knife

スーパーエアナイフ™

特長

低騒音設計　－　ほとんどのアプリケーシ•	

ョンで69dAB

圧縮エア消費量の大幅低減　－　省エネ•	
化の即戦力

40倍のエア増幅•	

全体的に均一なエアフロー•	

調整可能な風力と風量•	

駆動部品無し　－　メンテナンスフリー•	

容易な設置　－　コンパクト、頑丈、容易•	
な設置

全モデルでステンレス製ネジを採用•	

フレキシブルな設置が可能•	

アルミニウム製、303ステンレス製、316ス•	
テンレス製の1,372mm幅までの各サイズ
は在庫(ステンレス製は427℃までの高温
下、食品工業または腐食性環境用)

特殊サイズについてはご相談ください。•	

幅サイズに制限はありません。•	

アプリケーション

洗浄後の乾燥•	

圧延プラントにおけるクリーニング•	

コンベアのクリーニング•	

製品または部材の冷却•	

吊下げコンベア上でのクリーニング•	

または乾燥•	

環境の分離•	

塗装前のブローオフ•	
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Super Air Knife

スーパーエアナイフの薄層エアフローは

パッケージ、塗装、ラベル貼、バーコードや

アッセンブリ前に湿気を完全に取除きま

す。一般的なアプリケーションとしては各

種部品、鋼板、電子回路ボード、ウェッブ、

ボトル、カン等の乾燥です。風量は簡単

に圧力ゲージで調整されます。.

コンパクトなスーパーエアナイフは、非常に狭いスペースでも大容量エアフローを発生できま

す。急速または段階的な冷却のために、容量と風力は圧力レギュレータにより簡単にコントロ

ールできます。また、強烈な爆風が要求される場合にはシムを交換してください。

Model 110018 457mm(18インチ) スーパーエア
ナイフはディップ塑造前に高温のプラスチック
製品を冷却しています。

Model 110006 152mm(6インチ) スーパーエア
ナイフからの大容量エアフローは屋内のローラ
ーコースター上のリニアモーターを過熱から守
ります。.

冷却

乾燥

スーパーエアナイフは完全にストレートライ

ンの均一なエアフローです。バッグやポー

チの開梱、ウェッブの浮揚、環境分離に最

適です。

開梱、浮力、分離

高速移動中のボトルがラベル貼の前にModel 
110012 305mmスーパーエアナイフによって乾
燥されます。

316ステンレス製スーパーエアナイフは平らな
部品をドライにしながら、作業者にとって毒
性の高い蒸気を防ぎます。

Model 110006 152mm(6インチ) スーパーエ
アナイフは充填機上のポーチを開けます。

スーパーエアナイフはコンベア、ウエブまたは製品からダストや水分を取除く理想的ブローオ

フ器具です。全体の吹き出し口から均一な風力のシート状エアフローから噴出します。遮蔽

物や深い溝が無ければ、全表面は乾燥またはクリーニングされます。スーパーエアナイフはア

ルミニウム製または耐腐食や耐高温用ステンレス製から選択できます。

ブローオフ

2台のスーパーエアナイフは
チェーンコンベアまたは
クランプ固定上の金属製品を
ブローすることによって機械誤差を許容範囲
に収める手助けをします。

3台のModel 110012 305mm(12インチ) スーパー
エアナイフは加工されたエンジンスリーブから余
分な研磨オイルをブローします。

2台のスーパーエアナイフは

クランプ固定上の金属製品を

2台のスーパーエアナイフは

クランプ固定上の金属製品を

新製品Model 110054 1372mmスーパーエアナ
イフが印字された部品を乾燥しています。
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スーパーエアナイフの動作原理

圧縮エアの合理的な使用
ほとんどの工場では、数多くの工具、装置や操作に使用するため

に、少なくとも1台のコンプレッサを持っています。圧縮エアのほとん

どのアプリケーションでは本当の問題は無いと考えられます。間違

った使用は不必要なエネルギーコスト、高い騒音や高圧エアに曝さ

れる危険性を生み出します。

エネルギーコストの削減
エネルギーコストの削減する最善の方法は圧縮エアシステムの正

しいメンテナンスと正しい使用方法を実行することです。リークや汚

れたフィルタは定期的メンテが必要です。

通常、エネルギー削減は時代遅れなったモータを交換し、そして高

効率なモデルで操作される時に実現されます。画期的に効率を向

上させる最重要なことは正しい使用です。スーパーエアナイフは瞬

時にオンオフを繰返すクリーニング、冷却や乾燥工程に使用される

一般的なブローオフの圧縮エア使用量の1／3で済みます。

騒音レベルの低減
多くのプラントでは、高い騒音レベルは問題です。圧縮エアノイズ

はOSHA(米国労働安全衛生局)の騒音基準を時折超えます。結果

として、非常に近い場所で働く人々は聞こえ難くなります。5.5BAR

の高圧であっても、スーパーエアナイフの騒音レベルは5.5	BARの

高圧で69	dBAと静かです。スーパーエアナイフを使用すれば、低騒

音で強力な高速エアフローが得られます。

.

OSHA最大ノイズ許容レベル
時間／日 (連続) 8 7 4 3 2 1 0.5
音　量 dBA 90 91 95 97 100 105 110

OSHA Standard 29 CFR - 1910.95 (a)

デッドエンド圧力の除去
穴、ホースや銅管の出口圧力が2BARより高いと、エアも危険になり

ます。手または体の一部によってブロックしていると、圧縮エアは皮

膚を通して血管へ侵入することがあり、結果として深刻な怪我にな

ることがあります。スーパーエアナイフは安全性を考慮して設計さ

れ、デッドエンドはありません。高圧の操作が安全であり、ＯＳＨＡ標

準1910.242(ｂ)に適合しています。

高価で高雑音ブロワーを交換
省エネを意識するプラントではコンプレッサと比較し電気消費量が

低いという理由でブロワーが良い選択と思っています。実際、ブロワ

ーは頻繁なダウンタイムやフィルタのメンテナンスが必要な高価な

投資です。

　フィルタは3ヶ月毎に交換•	

　ベルトは3ヶ月から6ヶ月ごとに交換•	

　効率的な空気流量を発生させるため17,000～20,000ＲＰＭの　•	

　回転が要求されるモータによって、ブロワーに使用されている

　ベアリングは、磨耗が早いです。

　52℃以上の環境下で汚れと湿度をろ過するため、貧弱なデ　•	

　ザインのシールはベアリングの寿命を短くします。

　米国では、一般的なベアリング交換は年1回で$1,000です。•	

　多くのベアリングは現場交換できません。そのため、工場に再•	

　設置されるまでダウンタイムが発生します。

さらに、ブロワーは広い設置スペースが必要で、かつＯＳＨＡノイズ基

準を超える音量を時折発生することです。機械的な調整が必要な

ため、エア流量や速度をコントロールすることが難しいです。

圧縮エアはインレット(1)を通してスーパーエアナイフのプレナムチャンバーへ導入されます。そのフローは高精確な細長いオリフィスへ導かれま

す。最初のエアフローは薄く細長いノズル(2)から出てから、完全なストレートラインのフラットな表面へ導かれます。これはスーパーエアナイフ

の全幅にシート状エアを作ります。周囲のエアは40：1の割合で初期のエア流に吸引されるため、スピード損失は最小に、パワーは最大となりま

す。その結果、強力なパワーを持ちシャープなエアナイフのようなシート状の薄層エア流となります。

1

2

3

Super Air Knife
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Super Air Knife

各種ブローオフの比較
下の写真にあるボトルから水分を吹飛ばす方法はいくつかの種類があります。どの方法がベストでしょうか？ドリル穴パイプ、フラットエア
ノズル、ブロワーとスーパーエアナイフを比較します。勿論、エクセア社製スーパーエアナイフがブローオフ、冷却または乾燥アプリケーシ
ョンに最適です。

各ブローオフの選択基準として、最小エネルギーと騒音レベルで実行する仕事に必要な最小エア消費量を比較します。水分除去に必要
な適正速度を得るために要求される圧縮エアの圧力は4.1BARです。使用されたブロワーは大型モータを装備し、18,000ＲＰＭの遠心方式
ブロワーです。このページの表は総合性能を示しています。実際の部品は奇妙な形状、穴またはシャープな形状を持つため、フリーエア
で音量測定をしました。

ドリル穴パイプ
この一般的なブローオフは安価で、製作も簡単です。このテストのために、25の1.6ｍｍ径の穴を持った13ｍｍ径のパイプを使
用しました。テスト結果が示すように、ドリル穴パイプは貧弱な結果でした。ドリル穴パイプの初期コストは大量のエネルギー
消費により帳消しにされました。穴は容易に目詰まりし、ノイズレベルは極めて高いです。これはＯＳＨＡ基準に適合していま
せん。全体における速度はエアスパイクや大きなデッドスポットと両立しませんでした。

フラットエアノズル
結果が示すように、安価なエアノズルは最悪でした。複数のメーカでプラスチック製、アルミニウム製、ステンレス製の製品が
製造されています。フラットエアノズルはいくつかの製品が市販されていますが、ドリル穴パイプと同様な多くの問題に悩まさ
れます。運転コストや騒音レベルは両方とも高いです。いくつかのメーカは穴がブロックされるところへフラットエアノズルを提
供しています。これはＯＳＨＡ基準に適合していません。エア速度はエアスパイクと両立しません。

ブロワーエアナイフ
この製品は高価で高騒音であることが明らかです。下表に示すように、購入価格は極めて高いです。運転コストはドリル穴パイ
プとフラットエアノズルよりはかなり低いですが、スーパーエアナイフと同程度です。大型のブロワーは76ｍｍ径ホースが必要
とされ、他に比較して充分な設置スペースが要求されます。騒音レベルは90dBAと高いです。他のブローオフのように省エネの
ためにオン/オフサイクル機能がありません。ダウンタイムを伴うベアリングやフィルタのメンテナンスが同様にマイナス要素で
す。

スーパーエアナイフ
スーパーエアナイフは均一なシート状のエアフローにより一度通過するだけで湿気を除去する理想的な処理ができました。
騒音レベルは69dBAと極めて低いです。このアプリケーションのために、エネルギー使用はブロワーに比較し僅かに高いです
が、オン/オフサイクル機能が適用されれば、逆に低くなります。スーパーエアナイフにはデッドエンドが無いため、安全操作に
問題ありません。メンテナンスコストは駆動部品が無いため、非常に低いです。

スーパーエアナイフはブローオフ、乾燥、クリーニングや冷却に低コストの方法です。

ブローオフ比較
リットル／分

l/min

要求される
コンプレッサ出力

（馬力）

音　量
レベル
dBA

価　格
年　間

電気代

年間　メンテ

ナンスコスト

初年度

コストブローオフタイプ PSIG MPa

ドリル穴タイプ 60 0.41 174 4,924 35 91 $50 $4,508 $920 $5,478

フラットエアノズル 60 0.41 257 7,273 51 102 $168 $6,569 $1,450 $8,187

ブロワーエアナイフ 3 0.2 N/A N/A 10 90 $5,500 $1,288 $1,500 $8,288

スーパーエナイフ 60 4.1 55 1,557 11 69 $480 $1,417 $300 $2,197
*Based	on	national	average	electricity	cost	of	8.3	cents	per	kWh.	Annual	cost	reflects	40	hours	per	week,	52	weeks	per	year.
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0.05ｍｍシム使用時のスーパーエアナイフの仕様	 305ｍｍスーパーエアナイフを使用

供給圧力 エア消費量 射出速度 騒音レベル 風力 

PSIG MPa SCFM l/min FPM M/S dBA オンス グラム

20 0.14 1.1 31 5,000 25.4 57 0.6 17
40 0.28 1.7 48 7,000 35.6 61 1.1 31
60 0.41 2.3 65 9,600 48.8 65 1.8 51
80 0.55 2.9 82 11,800 59.9 69 2.5 71
100 0.69 3.5 99 13,500 68.5 72 3.2 91

ドリル穴パイプ

供給圧力
エア消費量
 穴径1/16" 
(1.59mm) 

エア消費量 
穴径3/32"
 (2.38mm) 

エア消費量 
穴径1/8" 
(3.18mm) 

エア消費量 
穴径3/16" 
(4.76mm) 

エア消費量 
穴径1/4"
 (6.35mm) 

PSIG BAR SCFM SLPM SCFM SLPM SCFM SLPM SCFM SLPM SCFM SLPM

20 1.4 1.4 40 3.5 99 6.4 181 14.5 410 25 710
40 2.8 2.2 62 5.4 153 10.2 289 22.9 648 40 1132
60 4.1 3.0 85 7.4 209 14 396 31 877 54 1528
80 5.5 3.8 108 9.4 266 17.5 495 39.5 1,118 69 1953
100 6.9 4.6 130 11.5 326 21.5 609 47.5 1,344 84 2363

圧縮エア:
上段の表は圧力に応じた1インチ(25ｍｍ)当りのスーパー
エアナイフエア消費量を示しています。比較データはドリ
ル穴パイプのものです。

	
ドリル穴パイプのエア消費量の同定

穴のサイズと供給圧力を決め、表から穴毎のエア消費量1. 
を決めてください。

穴毎のエア消費量に穴数を掛けてください。全体のエア2. 

消費量が決まります。

スーパーエアナイフのエア消費量の同定
表から供給圧力の1インチ(24.5ｍｍ)当りのスーパーエアナ1. 
イフエア消費量を決め、幅のインチ数を掛けてください。

例：
使用するブローオフは1/2インチの間隔で1/16インチ径の2. 
穴を37個持つ18インチ(457mm)長のパイプに80PSIGの
圧縮空気が供給されています。上記の表から1穴当たりの
エア消費量は3.8SCFMです。総エア消費量は 37 x 3.8 = 
140.6 SCFM (3,996SLPM) です。

スーパーエアナイフは0.002インチ(0.05mm)ギャップの18イ3. 
ンチ(457mm)モデルに80PSIGの圧縮空気が供給されてい
ます。エア消費量は1インチ当たり2.9SCFMです。総エア消
費量は 18 x 2.9 = 52.2 SCFM (1,476SLPM) です。

圧縮エア消費量の改善　4. 

140.6 SCFM (3,996 SLPM) - 52.2 SCFM (1,476 SLPM) = 5. 
88.4 SCFM (2520 SLPM)

ほとんどのプラントでは圧縮空気コストが知られていま6. 
す。もし分からなければ、一般的に使用される平均値は
1000 SCF(2520 SLPM)当り$0.25(\27)使用します。

年間の削減コスト7. 

削減されたSCFM x 60分x 圧縮空気コスト/1000 SCF = 8. 
88.4x 60 x $0.25/1000

    = $1.33 (\146)/時間9. 

   = $53.20 (\5,852)/40時間/週 10. 
    = $2,766.40 (\304,304)/年間

スーパーエアナイフの仕様

スーパーエアナイフにはアルミニウム製、タイプ303ステンレス製、タイプ316ス

テンレス製の3、6、9、12、18、24、30、36、42、48、54インチ長の標準規格品が

あります。特別な長さの製品や長大な製品等の特注品も可能です。

圧縮エアインレット：スーパーエアナイフには両端と底部に圧縮エアインレッ

トがあります。24インチ(610ｍｍ)以上の製品については均一なエアフローを

保つために両端のインレットから供給してください。

フィルタ：クリーンなエアを使用します。キットモデルには5ミクロンフィルタ

エレメントを装備し、流量に適したサイズの自動ドレインフィルタが含まれ

ます。

製品の材質： スーパーエアナイフにはアルミニウム製、タイプ303ステンレス

製、タイプ316ステンレス製から選択できます。他の材質の特注品も可能で

す。

設置用アクセサリ：ユニバーサルエアナイフ設置システムの詳細については

19ページを参照してください。スーパーエアナイフは圧縮エアパイプによっ

ても支えられます。

レギュレータ：圧縮エア供給用圧力レギュレータは流量、圧力をコントロー

ルします。キットモデルには流量に適したサイズのレギュレータが含まれま

す。

シムセット：圧縮エアはスーパーエアナイフの本体とキャップの間に取付け

られるシムによる隙間から排出されます。スーパーエアナイフの風量や風力

はギャップを開けシムを追加することで簡単に増やすことができます。キッ

トモデルにはシムセット(3枚の追加用シム)が含まれます。アルミニウム製ス

ーパーエアナイフ用シムセットは0.001インチ(0.03ｍｍ)、0.003インチ(0.08ｍ

ｍ)、0.004インチ(0.10ｍｍ)のプラスチック製シムが含まれます。ステンレス

製スーパーエアナイフ用シムセットは3枚の0.002インチ(0.05ｍｍ)のステンレ

ス製シムが含まれます。

Super Air Knife

SLPM＝Nl/min
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*	HASTELLOY	is	a	registered	trademark	of	Haynes	International,	Inc.

特別仕様のスーパーエアナイフ
ＥＸＡＩＲ社は特殊なアプリケーションに適合する特注品スーパーエアナイフも受託します。

シャープさ、外形寸法や材質等を既存の装置や環境に応じて改造できます。

湾曲タイプのステンレス製スーパーエアナイフ（右上トップの写真）は回転するインデックス

テーブル上にあるテストチューブを保持するためにエアフローの風力を使用するラボ用に開

発されました。テストチューブの移動時に起こる機械的なクリップやラッチを防ぐことができ

ました。この保持方法はチューブ破損の危険度を最小限に低減し、作業者のゴム製グローブ

を突き刺すことが無くなりました。

ＥＸＡＩＲ社はプラスチック製の特注スーパーエアナイフも製造します。この製品はアルミニ

ウム製やステンレス製と同一性能を持ち、通常の操作圧力で動作するようにデザインされて

います。

PVC製スーパーエアナイフ（右上2番目の写真）は絵具チューブのプラント用に製造されまし

た。ソフトな材質は絵具チューブ表面を傷つけなくなり、内側をコーティングしたリン化合物

に化学的に耐性を持っています。

PVDF製スーパーエアナイフ（右上3番目の写真）はシリコン太陽電池を製造する強酸環境に

耐えられます。原材料シリコンが高純度化される時、極めて強力な腐食性を持つ毒性ガスを

放出します。(316タイプステンレス鋼でも穴が開き、腐食されます。)　この場合、PVDF製スー

パーエアナイフは非常に厳しい環境に耐えるPTFE製シムやHastelloy	C-276合金製ネジを使

用しています。

フラットなスーパーエアナイフ（右上4番目の写真）は集積回路チップ用のモールド装置に使

用されています。シリコンウェハーの周りにあるブラックプラスティックシェルをモールドする

前に、前工程からのプラスチックファイバーをクリーンにするためにモールドキャビティをブ

ローします。

耐腐食性ステンレス鋼によって組み立てられたフラットなデザインはモールド装置中の狭い

スペースに設置できます。

ダブルサイド噴出タイプのスーパーエアナイフ（右下の写真）は均一なシート状エアフローを

両側から供給します。浴槽またはモールのオープンバルブからの引上げの後、(電子回路ボー

ドのような)2段以上積重ねた部品から水分をブローする最適な方法です。両サイドは独立し

て制御されます。

エアフローの拡散度

ダブルサイド噴出タイプのスーパーエアナイフ
は均一なシート状エアフローを両側から供給
します。

11/16インチ(17.5mm)フラットなスーパーエアナ
イフは集積回路チップを製造するために使用さ
れるモールドからのプラスチックファイバーをブ
ローします。

PVDF製スーパーエアナイフは強酸環境に耐え
られます。

PVC製スーパーエアナイフはリン化合物がある
環境に耐えられるようにデザインされています

特別な湾曲タイプのステンレス製スーパーエア
ナイフは回転するインデックステーブルにある
テストチューブを保持します。

シム追加による性能変更

スーパーエアナイフは0.002インチ(0.05ｍ

ｍ)のシムを装備して出荷されます。この

サイズがほとんどのアプリケーションで最

適です。しかしながらより強力な風力や風

量が要求されることがあります。厚いシム

は隙間を増やし、より高速でより強力な

風力提供します。エア消費量とノイズが

僅かに増えます。シムセットはキットモデ

ルまたは個別に購入することができます。
キットモデルにはスーパーエアナイフ、シムセ
ット、ドレインフィルタ、圧力レギュレータが
含まれます。

Super Air Knife
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4種類の材質の全モデルを在庫

エクセア社では4種類の材質の全モデルを在庫しています。

各モデルの推力、フロー、エアパターンは同一です。

アルミニウム製

アルミニウム製スーパーエアナイフは腐食や汚染の心配が無い

幅広い分野に適しています。

プラスチックシムを内蔵した航空機グレードのアルミニウム構

造は、一般的なアプリケーションに高い耐久性があります。湿

気の多い場所で腐食や錆を防ぐためにステンレス製ネジを使用

しています。耐熱温度は82℃までです。

303ステンレス製

このステンレスは最も一般的なグレードです。十分な強度を

持ち、比較的軽い腐食環境に適しています。耐熱温度は427℃

までです。

316ステンレス製

あるアプリケーションでは、303ステンレス製より耐腐食性能

が要求されます。316ステンレス製は優れた耐腐食性を持ち、

より高い強度と凹みにくい硬さを持っています。これらの特徴

は金属汚染を最小にする必要がある食品、製薬、手術用具の製

造上、重要です。耐熱温度は427℃までです。

PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)製

エクセア社製PVDFスーパーエアナイフは在庫商品となりまし

た。PVDFは優れた強度と紫外線、無機化学物質、溶剤、オゾ

ン、天候、真菌、塩化炭化水素、腐食性強酸、弱アルカリや塩

に耐性があります。PVDFスーパーエアナイ

フは過酷な環境に耐えられるようにPTFE

製シム、316ステンレス製パイププラグ

やHastelloy	C-276合金ネジを使用していま

す。PVDFスーパーエアナイフは、電気メッキ、太陽電池、リ

チウムイオン電池、酸や腐食性化学物質の転移、塩水、溶剤

の再生、半導体、医療用機器の製造プロセスに最適です。耐

熱温度は135℃までです。

＊HastelloyはHaynes	International,	Incの登録商標です。

ディップモールディング不良品の除去

問題点：

ディップモールディング工程はガスポンプ周りのブーツからのワー

ク製作に使用されます。

あるモールディング装置は多くの不良品が発生していました。ダイ

が溶融したプラスチックから引き上げられるため、余分なプラスチ

ックはロウソクのように垂れ下がります。スムーズな表面が得られ

ず、生産性が大幅に低下しました。

解決策：

Model	110012アルミニウム製スーパーエアナイフ、305mm　2台が設

置されました。これにより、ワークから余分なプラスチックを取り除

き、タンクに戻します。製品表面は完全に滑らかになり、全ての不良

品は除去されました。

コメント：

このアプリケーションには、スーパーエアナイフはベストの選択でし

た。この場合、ワーク表面を乱さない均一なエア流が必要でした。し

かも、スーパーエアナイフのバランスの良いシート状のエアフローは

エア消費量やノイズレベルを最小にしました。
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スーパーエアナイフはファン冷却に置換わります。

問題点：	自動車用電子部品メーカは、超音波ハンダ装置を出た

後で、コンピュータボードを冷却する問題があります。その後テスト

や取扱のためには、第一にコンピュータボードは27℃に冷却される

必要があります。最初に2.5m長の冷却コンベア上に複数の152mm

径ファンが試行されました。16ファンで構成され、コンベア表面から

178mm上に設置されました。結果は、フルパワーのファン冷却下で

コンベア上を移動した後で、コンピュータボードはまだ42℃でした。

品質管理上、これはテスト

解決策：	ファンは撤去され、冷却工程にスペースを均等にして

Model	110012	12”(305mm)スーパーエアナイフ3台に置換えられま

した。各スーパーエアナイフは、コンピュータボードやヒートシンクが

均一なエアフローが受けられるように噴出角度が決められました。

コンベヤ速度は同じで、供給圧力４０PSIGの条件で、コンピュータボ

ードは90秒で27℃に冷却されました。

コメント：	スーパーエアナイフのシート状エアフローがこのアプリケーションを成功に導くキーで

した。ファン冷却は中程度の速度でエアのランダムなスパイクを供給するだけでした。スーパ

ーエアナイフの均一なシート状エアフローはコンベアの最初610mmまでに熱を低騒音で除去

します。圧縮エアの低消費量とコンパクトなスーパーエアナイフは追加的な利点でした。

スキャナレンズのエアシールド

問題点：自動車用ガラスは加熱と冷却を繰返す工程に赤外線スキ

ャナは、コンベア速度とオーブン温度を自動的に調整するPLCに信

号を送ることによって、ガラス表面温度を均一に保持します。ダスト

や微粒子がスキャナのサファイアレンズに付着し、計測温度を間違

えることがありました。その結果、多くの不良品が発生しました。

解決策： Model 110006　6インチ(15mm) 

スーパーエアナイフがイラスト図のようにレンズの片側に設置され、

サファイアレンズの前にエア流による境界層を作りました。このシー

ト状エア流は表面を汚染しないような目に見えないバリアです。プ

ロセス時間が短縮され、不良品が無くなりました。

コメント：ワイパーや他の対策を採らずに、レンズを保護することが

このアプリケーションで成功するためのキーポイントでした。スーパ

ーエアナイフによって作られる均一なエアフローは現在の環境から

隔離させる理想的な方法です。これと同じ方法はレーザやレンズを

煙や微粒子から守るために使用されます。オープンコンテナ中の煙

の捕獲、オーブン中の熱の保持または工作機械からの霧を逸らせ

ることは同様なアプリケーションと言えます。

Super Air Knife
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エンジンテスト中の排煙汚染

問題点：	エンジン組立工程の最終工程はテストスタンドにおける試運

転です。各エンジンはダイナモメータに接続され、実際に1から5分間運

転されます。ヘッドに残る機械オイルがテスト中に煙を吐き出し、スタ

ンド上部の排気フードは充分な排気能力を持っていませんでした。

解決法：Model	110024	24インチ(610mm)スーパーエアナイフがテスト

スタンドの両側に設置されました。スーパーエアナイフによってエアの

シートまたはウォールが造られ、排気フードへ真直ぐ向いるため、煙を

捕獲し、含めて希釈しました。現場技術者の観察を妨げること無しに

またはスタンドへアクセスする事無く、環境問題は解決されました。

コメント： 含有や分離のためにスーパーエアナイフを使用することは

一般的に増加傾向にあります。左のイラストのようなスーパーエアナイ

フの利点は妨害無しにスクリーンやバリヤーを作り出すことです。

他のアプリケーションは次の通りです。

･　キュアリングやドライオーブンにおける熱の保持

･　冷却スプラッターから作業者の保護

･　工業用カメラレンズを浮遊汚染物質から遮断

ベーカリーにおける糖衣のクリーンカットg

問題点 ：ベーカリーはスナックケーキに糖衣の貼り付け問

題があります。焼き上がったスポンジケーキがコンベア上を

移動し、連続的に糖衣リボンが個々のケーキに貼り付けら

れます。糖衣をきれいにカットすることが次の問題でした。

非常に大量の圧縮エアを使用するドリルパイプは高騒音

で糖衣をきれいにカットきませんでした。

解決法 ：	Model 110018SS 457mm (18インチ)ステンレス

製スーパーエアナイフがコンベア上に設置されました。ケ

ーキ間の空間を検出し、瞬時に圧縮エアをオンにし、糖衣

リボンに高速エアフローを当て、そして非常にきれいなカ

ットができました。

コメント ： ステンレス製スーパーエアナイフはこのアプリ

ケーションでは最善の選択でした。糖衣に非接触であるた

め、追加的なクリーニングは必要ありませんでした。スーパ

ーエアナイフのシート状エアフローは全体の噴出口で均一

な流量を持つため、即座に糖衣リボンをカットしました。こ

れはドリルパイプ、ノズルまたは電動ブロワーのエアでは

不可能でした。

Super Air Knife

冷却
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正確な位置決めができます。
Model 9060 ユニバーサルエアナイフ設置システムはエクセア社製エアナイフ全機種に

ついて安全かつ正確な位置決めを自由にできます。	エアナイフは効果が期待できる非

常に近い所に設置できます。	全てのエアナイフ (スーパーエアナイフ、標準エアナイフ、

フルフローエアナイフ)は上部または底部に取付けできます。ユニバーサルエアナイフ設

置システムは様々な工業アプリケーションに適合するように耐久性のあるステンレス鋼

部品で構成されています。

この設置システムは静電気除去システムにも使用できます。上部取付は全て可能、また

底部取付は457mm (18インチ)以上の機種で可能です。標準エアナイフについては上部

取付が全ての機種で可能、また底部取付は229mm (9インチ)以上の機種で可能です。

ユニバーサルエアナイフ設置システムはどの位置でも多関節で設置され、最大762mm (30インチ)アームを延長できます。取付用として

13mm（1/2インチ）径のネジ穴があります。

設置システム

型　名 製品名

9060 ユニバーサルエアナイフ	設置システム

610mm(24インチ)から1067mm(42インチ)までの長さのスーパーエアナイフは均一な

エアフローのために両端から圧縮エアを導入します。1067mm(42インチ)以上の場合、

圧縮エアは両端とセンターの3か所に導入されます。エアナイフプランビングキットは圧

縮エア用PVCホースと両端の導入口接続する金具によって構成されます。	スーパー

エアナイフに供給される圧力をモニタするための圧力ゲージが含まれます。

入力は1/2インチNTPです。

エアナイフ プランビングキット

型　名 製品名

9076 ユニバーサルエアナイフ	プランビングキット	42"	(1067mm)以下

9077 ユニバーサルエアナイフ	プランビングキット	42”(1067mm)以上

アプリケーションによっては1372mm(54インチ)以上のスーパーエアナイフが要求されます。

カップリングブラケットキットは2台のスーパーエアナイフを繋ぎ合せるのに便利です。

エアナイフ カップリングブランケットキット

型　名 製品名

110900 アルミニウム製カップリングブランケットキット

110900SS 303	ステンレス製カップリングブランケットキット

110900SS-316 316	ステンレス製カップリングブランケットキット

Model 9060 Universal Air Knife Mounting System

Model 110900カップリングブラケットキットは2台
のアルミニウム製スーパーエアナイフを接合するた
めに使用されます。 

ユニバーサルエアナイフ設置システム

エアナイフプランビング

カップリングブラケットキット／専用接続金具

エアナイフポンピングキットはホースと接合金具
によって構成されます。.

Super Air Knife
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アルミニウム製スーパーエアナイフ
外寸寸法

303/316ステンレス製
スーパーエアナイフ　外寸寸法

PVDFスーパーエアナイフ　外寸寸法

キットにはスーパーエアナイフ本体、シムセット、ドレインフィルタ、圧力
レギュレータが含まれています。

エアフロー

長

エアフロー

長

エアフロー

長

アルミニウム製

Model

アルミニウム製

Model

アルミニウム製

Model

303ステンレス製

Model

303ステンレス製

Model

303ステンレス製

Model

316ステンレス製

Model

316ステンレス製

Model

316ステンレス製

Model

PVDF製

Model

PVDF製

Model

PVDF製

Model

キットにはスーパーエアナイフ本体、EFC、ユニバーサル設置システム
シムセット、ドレインフィルタ、圧力レギュレータが含まれています。

スーパーエアナイフ本体のみ

スーパーエアナイフ キット

デラックス スーパーエアナイフ キット
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超ロングスーパーエアナイフ

Super Air Knife

アルミニウム製スーパーエアナイフのシムセットは0.03mm、0.1mm厚のプラスチッ
ク製シムが含まれます。ステンレス製スーパーエアナイフのシムセットは0.05mm厚
のステンレス製シム3枚が含まれます。PVDF製スーパーエアナイフのシムセットは
0.05MM厚のPTFE製シム3枚が含まれます。

超ロングスーパーエアナイフ、60″（1524mm）、72″（1829mm）、84″（2134mm）と、96″（2438mm）は、完全にセットされた状態で出荷さ
れます。

プランブリングキット付超ロングスーパーエアナイフ基本セット

超ロングスーパーエアナイフキットは、シムセット、ドレインフィルタ、圧力
レギュレータが副含まれます。

プランブリング付超ロングスーパーエアナイフキットは、シムセット、ドレ
インフィルタ、圧力レギュレータが副含まれます。

スーパーエアナイフ シムセット

超ロングスーパーエアナイフ本体のみ プランブリング付超ロングスーパーエアナイフ

超ロングスーパーエアナイフキット プランブリング付超ロングスーパーエアナイフキット

エアフロー

長

アルミニウム製

Model

303ステンレス製

Model

316ステンレス製

Model

PVDF製

Model

エアフロー

長

アルミニウム製

Model

303ステンレス製

Model

316ステンレス製

Model

シムを追加してエアギャップを拡げることによって推力とフロー
を増強させます。

特注スーパーエアナイフについてはご相談ください。

小型スーパーエアナイフにはマグネットベース付フレキ

シブル固定ホースによる設置ができます。
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有限会社 シーエス技研　〒104- 0041東京都中央区新富 1-15-11 マキプラザ 605
Tel .  03-3206-6832  Fax .  03-3206-6829  
Mai l  :  info@cstechkk.co. jp             
http ://www.cstechkk.co. jp/  

自動ドレインフィルタ、3/8NTD、1,841 l/min
自動ドレインフィルタ、1/2NTD、2,548 l/min
自動ドレインフィルタ、3/4NTD、6,230 l/min
自動ドレインフィルタ、1-1/4NTD、425〜1,048 l/min
オイル除去フィルタ、3/8NTD、1841 l/min
オイル除去フィルタ、3/4NTD、1,415〜4,248 l/min
圧力レギュレータ、1/4NTD、1,415 l/min
圧力レギュレータ、1/2NTD、2,832 l/min
圧力レギュレータ、3/4NTD、6,230 l/min
圧力レギュレータ、1-1/4NTD、16,990 l/min

ソレノイドバルブ、1/4NTD、1,133 l/min
ソレノイドバルブ、1/2NTD、2,832 l/min
ソレノイドバルブ、3/4NTD、5,664 l/min
ソレノイドバルブ、1NTD、9,911 l/min
ユニバーサル設置システム
ユニバーサルブランビングキット、1,067mm以下
ユニバーサルブランビングキット、1,219〜1,372mm
ユニバーサルブランビングキット、1,524〜2,134mm
ユニバーサルブランビングキット、2,286〜2,743mm
アルミニウム製カップリングブランケットキット
303ステンレス製カップリングブランケットキット

316ステンレス製カップリングブランケットキット

SLPM＝Nl/min

Super Air Knife

 圧縮  25mm(1インチ) 騒音 
 エア消費量 速度 当たりの風力 レベル 増幅率

アクセサリー アクセサリー




