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新しい Alfa Laval PureSOx Express は
SOx スクラバー搭載の可能性を広げます。
ハンディマックスバルカーやプロダクトタンカーなどの小型船舶の場合、排ガスクリーニング装置搭載の投
資回収期間が長くなりがちです。Alfa Laval PureSOx Expressは搭載費用及び搭載期間を劇的
に短縮することにより、これらの小型船舶においても排ガスクリーニング装置搭載のメリットを享受できる画
期的な手段です。つまり小型船舶においてもHFOの使用を継続し、SOx規制に準拠することが容易にな
ります。
新しいPureSOx Expressはオープンループ システムを採用したシステムです。ファンネル一体型として高度
に造り込まれたモジュールとして提供され、小型船舶へのシンプル且つ高コスト効率な搭載ソリューションを提
供します。SOxスクラバーの設置にかかるエンジニアリング時間、投資コスト、および搭載作業を大幅に軽減し
ます。
排気ガスクリーニングのセールスディレクターであるSteven Pieters氏は「PureSOx Expressは、数百の船
舶で既に搭載実績のあるPureSOxテクノロジーを使用し信頼性はそのままに、
しかし、経験豊かなスクラバー搭載チームを必要とすることなく、容易に搭載工事を実現することができます。
つまり、造船所での作業が少なく、搭載期間として必要なのはわずか10〜14日程です。 初期投資が減る
だけでなく、船舶はより迅速に運転再開することができます。」とそのメリットを強調します。
多くの船舶に向けた容易かつ柔軟性の高い選択肢
モジュールとして洗練されたPureSOx Expressは、1時間あたり最大75トンの排気ガス量 エンジン出力に
して最大10 MWの処理能力を有しております。 これにより、40,000〜65,000 DWTの多くの船舶（通
常、バルカーとプロダクトタンカーを含む）に対応する万能なソリューションになります。
PureSOx Expressはオープンループシステムを採用しており、今日の規制に準拠する上で最も経済的で
す。 しかも後でハイブリッドシステムに変更するための手段も用意されています。 これにより、モジュールはコス
ト効率が高いだけでなく、将来の拡張性も備えた万全のソリューションといえるのです。
「ハイブリッド採用が躊躇される場合は、PureSOx Expressは良い選択肢でしょう」とPietersは言います。
「PureSOx Expressは、将来のより厳しい排水規制に対応する必要がある場合に、将来的にハイブリッド
で動作する機器を追加する柔軟性が備わっています。」
最先端の技術とサービスの提供

PureSOx Expressは搭載工事を劇的に容易にしますが、信頼性、機能、またはサービスに関してはこれまでの利点を
何一つ損なうことなく継承しています。例えば。充填塔式スクラバ―の採用に加えて、エンジンへの洗浄水逆流対策とし
て安全を確保する効果的なウォータートラップを備え高い信頼性を担保しています。同時に他のPureSOxシステムと同
じようにAlfa Laval Touch Controlによるユーザインターフェイスを採用し、使いやすさと遠隔診断機
能”Connectivity”サービスへの対応オプションを提供可能です。これらの全てがAlfa Lavalの10年以上に亘るスクラ
バーの設置経験と仕様実績に基づいて設計・製造されている点が最も重要です。

「2009年に最初のPureSOxシステム搭載船が運用されて以来、経験から学ぶことで製品を最適化してき
ました」とPieters氏は言います。 「その知識はすべてPureSOx Expressに生かされています。搭載する
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PureSOxシステムのタイプに関係なく、Alfa Lavalのグローバルネットワークと、PureSOx Connectを介し
た遠隔運航支援サービスを含む、スクラバーサービスの包括的なポートフォリオによって運航がサポートされま
す。PureSOx Expressは、お客様が搭載メリットを最大限に享受し、規制への効率的な対応を可能にす
る新たなソリューションです。」
Alfa Laval PureSOxおよびAlfa Lavalの排ガス洗浄への取り組みに関する詳細は、
www.alfalaval.jp/puresox をご覧ください。

お問い合わせ：
Steven Pieters
Sales Director, Exhaust Gas Cleaning
Alfa Laval Marine Division
Phone: +31 24 352 3148
E-mail: steven.pieters@alfalaval.com
Anne Henningsen
Marketing Communications Manager, Business Unit Boiler & Gas Systems
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編集者メモ
アルファ・ラバルについて
アルファ・ラバルは、熱伝導、分離、および流体制御の主要技術に基づく専門製品およびエンジニアリングシステムの世
界的なプロバイダーである。
同社の機器、システム、およびサービスは、顧客のプロセス効率の最適化をサポートすることに貢献している。 これらのソ
リューションは、食品や飲料、化学薬品や石油化学製品、医薬品、澱粉、砂糖、エタノールなどを生産する産業におい
て、製品の加熱、冷却、分離、移送に利用されている。
アルファ・ラバルの製品は、発電所、船舶、石油およびガス探査、機械産業、鉱業および廃水処理、さらには空調制御
および冷凍用途にも使用されている。
世界規模にわたるアルファ・ラバルの組織は、世界 100 カ国に及ぶ顧客と密接な協調関係を持ち、世界の各分野でそ
の競争優位をサポートし続けている。 アルファ・ラバルは Nasdaq OMX に上場しており、2019 年には年間売上高約
465 億クローネ（約 44 億ユーロ）を計上した。 同社の従業員数は約 17,500 人である。
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New Alfa Laval PureSOx Express offers easy
access to SOx scrubber advantages
For smaller vessels like handymax bulkers or product tankers, the cost of installing a
scrubber for SOx compliance has sometimes outweighed the benefits. Now Alfa Laval
PureSOx Express makes it simple for these vessels to continue using HFO and comply
with SOx regulations.
The new PureSOx Express is an open-loop PureSOx system, but one delivered as a fully
enclosed module. Adapted for a simple and cost-efficient fit on smaller vessels, it reduces the
investment cost, engineering time and physical work of installing a SOx scrubber.
“PureSOx Express uses the proven PureSOx technology that’s already used on hundreds of
vessels”, says Steven Pieters, Sales Director, Exhaust Gas Cleaning. “But it can be lifted on
board and connected without a specialized scrubber team, which means less work at the
shipyard and an installation time of just 10–14 days. Not only is the initial investment lower, the
vessel can return more quickly to its money-making operations.”
Easy and flexible choice for many vessels
Prefabricated and preconfigured, PureSOx Express is designed for up to 75 tonnes of exhaust
gas per hour and engine power up to 10 MW. This makes it a one-size-fits-all solution for
many vessels of 40,000–65,000 DWT, which typically include bulkers and product tankers.
As an open-loop system, PureSOx Express is economical in complying with today’s
regulations. But the scrubber is also hybrid-ready, with connections present for a later
conversion to a hybrid system. This makes the module as future-proof as it is cost-efficient.
“Customers who hesitate to commit to a hybrid can feel comfortable choosing PureSOx
Express,” says Pieters. “PureSOx Express offers flexibility to add equipment for closed-loop
operation down the road, should they need to meet stricter water discharge regulations.”
Full benefits of leading technology and service
While PureSOx Express is easy to install and work with, it cuts no corners when it comes to
reliability, function or service. In addition to a packed scrubber bed, it features an effective
water trap that ensures safety by preventing any backflow to the engine. Steered with Alfa
Laval Touch Control in the same way as other PureSOx systems, it offers the same ease of
use and connectivity options. Perhaps most importantly, it builds on over 10 years of scrubber
installations and operating experience at sea.
“Since the first PureSOx system sailed in 2009, we’ve optimized our offering by learning from
each installation,” says Pieters. “All that knowledge has also gone into PureSOx Express. No
matter which type of PureSOx system they install, customers can count on efficient
compliance, supported by Alfa Laval’s global network and a comprehensive portfolio of
scrubber services – including data-driven services through PureSOx Connect. PureSOx
Express is yet another way of keeping our customers ahead.”
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To learn more about Alfa Laval PureSOx and Alfa Laval’s approach to exhaust gas cleaning,
visit www.alfalaval.com/puresox
For further information, please contact:
Steven Pieters
Sales Director, Exhaust Gas Cleaning
Alfa Laval Marine Division
Phone: +31 24 352 3148
E-mail: steven.pieters@alfalaval.com
Anne Henningsen
Marketing Communications Manager, Business Unit Boiler & Gas Systems
Alfa Laval Marine Division
Phone: +45 24 92 86 10
E-mail: anne.henningsen@alfalaval.com

Editor’s notes
This is Alfa Laval
Alfa Laval is active in the areas of Energy, Marine, and Food & Water, offering its expertise,
products, and service to a wide range of industries in some 100 countries. The company is
committed to optimizing processes, creating responsible growth, and driving progress –
always going the extra mile to support customers in achieving their business goals and
sustainability targets.
Alfa Laval’s innovative technologies are dedicated to purifying, refining, and reusing materials,
promoting more responsible use of natural resources. They contribute to improved energy
efficiency and heat recovery, better water treatment, and reduced emissions. Thereby, Alfa
Laval is not only accelerating success for its customers, but also for people and the planet.
Making the world better, every day. It’s all about Advancing better™.
Alfa Laval has 17,500 employees. Annual sales in 2019 were SEK 46.5 billion (approx. EUR
4.4 billion). The company is listed on Nasdaq OMX.
www.alfalaval.com
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