ニュー・ジェネレーション

NG・PS-2600
プレーサー/スプレッダー
日本代理店：マシンケアテック株式会社

高容量の荷卸し配置と拡散
＊ GomacoPS-2600 は、高容量のコンクリート荷卸し配置と路盤上での拡散を行います。
＊ ５ft(1.52m) 幅のコンベア・システムには、ダンプ・トラックからのコンクリート重量に耐える
強度と耐久性があります。
＊ コンベア・ベルトのドライブ・システムは、約 500fpm（152.4mpm）で、長さ 22ft（6.71m）の
コンベア・ベルトを動かす能力があります。
＊ コンベア・デフレクターにより、コンベアからの荷卸し地点でのコンクリート・フローを制御管
理します。

排気ガス規制エンジン
により、最適な作業効率
を実現します。
PS-2600 プレーサー/スプレ
ッ ダ ー は 、 275hp(205.2kw)
のキャタピラーＣ９，8.8Ｌタ
ーボチャージド・ジーゼル・
エンジンを搭載しています。
このエンジンは電子制御で、
排気ガスを抑制し、世界の排
気ガス規制に合致しています。
このエンジンは燃焼効率が高
く最適な作業効率を実現します。モジュラー式エンジン設計となっておりサービスが非常に容易です。燃料容量は、
150gal（567.8L）であり、油圧作動油の容量は、207gal(783.6L)で、それぞれが独立しています。

モジュラー式伸縮型フ
レームですから幅員を
変更出来ます。
PS-2600 プレーサー/スプ
レッダーは、左側の延伸が、
６ft6in(1.98m)です。
コンクリート拡散幅は、
12ft（3.66m）から、
32ft（9.75m）に拡幅でき
ます。

＊

ベルト・フレームは蝶番式になっており、トラックがその下を通り抜けることが出来る様に、油圧によって、
上下する事が出来ます。

＊

コンベアは、左右対称に設計されており、現場へのコンクリート搬入都合により、左右どちらにも配置出来ま
す。

＊

材料の拡散幅は、32ft（9.75m）迄可能です。直径 20in(508mm)の油圧式スプリット・リバーシブル・オーガ
ーにより、材料を動かします。

＊

油圧式の圧力相殺サイド・プレートにより、エッジ・コントロールを板厚深さ 19in（483mm）迄行います。

＊

Gomaco G21 専用デジタル運転システムでは、前後のグレード、クロス・スロープ、前後進ステアリング、更
には、材料配置や拡散に応じた正確なステア制御に対する容易な操作性を実現しております。また、それらへ
の自動診断も行います。運転操作用センサーは、ペーバと同じものを共有出来ます。また、機械の幅員以内で
は、360 度回転も可能です。

＊

2 脚式 Gomaco PS-2600 が、スリップフォーム・ペーバの前に走行し、コンクリートの配置・拡散を行う事
により高い生産性を実現出来るばかりか、結果としての高いライダビリテイーも実現します。

Gomaco G21 専用の運転システム：（デジタル式運転システム）
G21 コントローラーの操作は極めて簡単です。読取り、サービス、信頼性、費用対効果の
みならず、現在は勿論、将来の技術革新に対しても対応しています。この G21 運転システ
ムは産業振興賞に輝くものです。G21 は、システム全般の自動診断を行うばかりか、操作
が簡単なコントロール・パネルによるコンピューター・システムとなっています。これに
よって良好な機械操作を実現している訳です。また、このシステムは、オペレーターに優
しい誰にでも理解出来る簡単なユニバーサル設計となっています。赤色 LED を使用した
ディスプレイにより、操作し易く、各メーターの変化を見易くしています。G21 は、スト
リングレス技術である３D 制御システムやレーザー技術にもインターフェース出来ます。

信頼性と安全を考慮した設計
Gomaco 社の機械は、耐久性と安全性第一に設計されています。PS-2600 には、5 箇所に
緊急停止ボタンが配置されておりますが、中央パネルに 1 個、残りは機械の各コーナーに
あります。機械の各コーナーにある緊急停止装置は、手の届く所に配置されています。その他の安全装置は、バックアップ・アラーム
ですが、これらにより、トラックが後進する時に機械の付近にいる人々に警告を与えます。トラックが通過する為に、コンベア・ベル
トが上がったり下がったりする場合に警告音を発します。その他の安全システムは、トラック・ガードや警告標識、オペレーター・マ
ニュアル、安全マニュアル等ですが、コンクリートの荷卸し状況や拡散作業状況が見易くした設計思想もＰＳ-2600 機の安全システム
です。

PS-2600 には、板厚 19in（483mm）迄の油圧式圧力相殺調整サイド・プレートが装置されております。
PS-2600 のエンジン・プロファイルは、低く設計されており、後部視界を確保してあります。従って、オペレータ
ーは、中央コントロール・パネルから離れることなく、コンクリートの配置や拡散の全容を監視する事が出来ます。

Gomaco のトレイン・システムは、最高のライダビ
Ｇｏｍａｃｏ
リテイーを実現します。PS-2600 に、GP-2600 が
追随し、T/C-600 が仕上げを行います。このケース
では、コンベアは、左側に設置されています。

この PS-2600 は、幅員 24ft(7.32m)でのダウエル・
バー・バスケット越しに、材料を配置・拡散してい
ます。コンベアは、右側に設置されています。
ニュー・ヨークでのプロジェクトです・

PS-2600 には、ロック・ホ
ッパーの搭載が可能で、造
成路盤の全幅員に渉って砕
石の拡散敷きを行なう事が
出来ます。

右の写真のプロジェクトでは、
1 時間当り、幅員 28ft（8.53m）
長さ 550ft（168m）の砕石敷き
を行いました。
Gomaco の RTP-500 ゴム・タ
イア・プレーサーが砕石をロッ
ク・ホッパーに送り入れ、
PS-2600 が、ジオテキスタイル
の路盤上に砕石を敷いていき
ます。この方法では、１日で、
2800 トンの砕石を処理する事
が出来ました。これは、1 時間
当りに直すと 311 トン、１分当
りで、5 トンの計算になります。

早い・・綺麗・・効率的
Gomaco のコンベア・システムは、早く、綺麗に、効率的に、路盤へのコンクリート荷卸し作業を行なう事が出来
ます。コンベア・システムは、油圧式シングル・ドライブで、ベルトの可変速度は、ほぼ 500fpm(152.4mpm)迄上
げる事が出来ます。PS-2600 のベルトは、幅 5ft（1.52m）、長さは、22ft（6.71m）です。ベルトの長さは
19ft（5.79m）、22ft（6.71ｍ）
、25ft（7.62m）及び 28ft（8.53m）にすることが出来ます。

支持輪が、コンベアに取付けてあり、ベルトの安定性を確保します。
一方、蝶番式ベルト・フレームを上げたり下げたりもします。

PS-2600 は、現場の状況により、左右どちら側でも、ダンプト・
ラックやアジティタ・トラックを受け入れる事が出来ます。コン
ベヤー・ベルトには、アジティタ・トラック 2 台分を同時に荷卸
しガ可能です。

早くて正確なコンクリートの拡散は、逆
回転可能な、直径 20in(508mm)の油圧
式,スプリット・オーガによって行われま

が

出
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す。

ま

す

コンベア・デフレクターは、コ
ンベアの荷卸し地点のコンクリ
ート・フローを管理します。

ユニークな機能ですが、施行幅の変化に応じて、フレームの左側を、6ft6in(1.98m)延伸することが出来ます。

。

PS-2600 プレーサー/スプレッダーには、24ft（7.32m）幅のストライク・オフ並びに、中央には PTA
（パワー・トランジッション・アジャスター）が搭載されています。更に広幅のコンクリート配置・拡散が必要な場合に
は、追加のストライク・オフを取付けることが出来ます。メトリック・システムの使用圏用には 7.5m 幅のストライク・
オフもあります。

PS-2600 プレーサー/スプレッダー、GP-2600 スリップフォーム・ペーバ及びＴ/Ｃ-600 で構成した Gomaco の
ペービング・トレインは、高い生産性と素晴らしいライダビリテイーを実現します。PS-2600 の蝶番式ベルト・コンベア
の場合、トラックを 14 秒間で通過させます。

上記は、有料高速道路の造成場面ですが、Gomaco の PS-2600 が、縦方向に連続して設置したスチール上に、
コンクリートを荷卸ししています。

PS-2600
エンジン

スペシフィケーション

フィルター

トラック・システム

タイプ：C-9,8.8L キャタピラー・ター

タイプ：1 個の 100 ミクロン主フィルタ

タイプ：2 個の油圧式ギア・ドライブ・

ボチャージド・ジーゼル・エンジン

ー、25psi バイパス。3 個の 100 メシュ、

クローラー・トラック。

馬力：275hp（205.2kw）@2200rpm

３psi バイパス吸引ストレーナーと 1 個

トラックの全長：トラック・ガードを含

燃費：11gph（41.6Lph）＠80％（定格

の 10 ミクロン・リフト圧力フィルター.

み 12ft（3.66m）。

馬力に対して）

拡散オーガ・システム

トラック・パッドの幅：15.75in (400mm)。

サービス能力

タイプ：逆転可能直径 20in(508mm)油圧

ギアボックス・リダクション：202：１。

燃料タンク：150gal (507.8L)

式スプリット・オーガ

トラック速度：最大 69.5fpm（21.18mpm）

油圧作動油タンク：207gal (783.6L)

オーガー速度：最大 29.5rpm

トラック高さ調整：36in(914mm) 油圧式

自動制御システム

ストライク・オフ

重量（オプション搭載により変化する）

タイプ：電子式油圧制御

24ft（7.32ｍ）幅：1 個の 4ft（1.22m）

搬 送 重 量 ： 42,000lbs(19,051kg), 24ft

制御：Gomaco 機専用 G21 デジタル操作

右ドライブ・セクション、1 個の 4ft

（7.32ｍ）の延伸フレーム、ストライク・

システム、前後部グレード、クロス・ス

（1.22m）左ドライブ・セクション及び

オフ・モールド及びコンベア附き。

ロープ、前後進ステアリング、材料配置

1 個の 4ft（1.22m）PTA セクション。

オプション重量：70,000lbs(31,752kg),

や正確な拡散に対する選択的ステアリン

顧客仕様でのバランス・インサーツ。

24ft（7.32ｍ）の延伸フレーム、ストライ

グ及び簡単な操作システムに対する自動

拡散幅最大 32ft（9.75m）迄の追加イン

ク・オフ・モールド及びコンベア附き。

診断。制御システムは、機械の両側にあ

サーツあり。最大 19in(483mm)迄調整可

ディメンジョン：

るストリングライン・センサーに従って

能な油圧式圧力相殺型サイドプレート。

プレーシング/スプレッデイングの幅：

双方同時に制御する方式。

国際版：メトリック・システム使用圏に

インサーツ無しで 12ft（3.66ｍ）から、

延伸フレーム

は、7.5ｍ幅のストライク・オフあり。

18ft（5.64m）。

延伸システム：左側を 6ft6in (1.98m)延

ベルト・コンベア・システム

オプション幅：インサーツを追加して

伸するモジュラーフレーム

幅：5ft（1.52ｍ）

最大 32ft（9.75m）
。

油圧システム

長さ：22ft（6.71ｍ）

稼働時長さ：23ft5in（7.14m）

トラック・サーキット

折畳時の高さ：14ft7in (4.45m)

稼働時高さ：８in(203mm)スラブの材料

ポンプ：1 個のタンデム・クローズド・

折曲システム：30in(762mm) の油圧シ

プレーシング/スプレッデイングの場合

リンダーによる 3.5in(89mm)蝶番 2 個。

で 12ft５in(3.78m)

（54.9Lpm）合計 29gpm(109.8Lpm)

折曲速度：上昇 8 秒，下降 6 秒。

搬送最小長さ：12ft（3.66m）のストラ

オーガ・サーキット

ベルト・ドライブ：油圧式

イク・オフを取付けたままで、19ft

ポンプ：2 個のオープン・ループ油圧翼

ベルト速度：可変。最大 491.5fpm

（5.79m）

板式ポンプ。各 22.6gpm(85.6Lpm) 、合

（149.81mpm）。

搬送時最小幅：12ft（3.66ｍ）トラック

計 45.2gpm(171.1Lpm)

ベルト・テンション：搬送時の道路事情

附きで 12ft（3.66m）

リフト・サーキット

により油圧式圧力相殺型ベルト・テンシ

搬送時最小高さ：ストライク・オフなし

ポンプ：1 個のオープン・ループ圧力相

ョン。

で、9ft９in(2.97m), ストライク・オフ・

殺型ポンプ。40gpm( 151.4Lpm)

コンベア搭載システム：機械のどちらの

モールドを附けたままの場合、10ft２in

コンベア・サーキット

側でも可能。

(3.10m).

ポンプ：1 個の クローズド・ループ式油

油圧式コンベア・デフレクター：コンベ

アタッチメント

圧 ポ ン プ 。 40.6gpm （ 153.7Lpm ）

アの荷卸し地点でのフローの制御管理。

手動・油圧などのアウトリガー

油圧作動油の冷却

オプション：幅員 26ft（7.92ｍ）以上の

高圧水、低圧水システム、延伸フレーム

固定クーラー：コンベア、トラック及び

材料拡散に対しての 3ft（0.91ｍ）のコン

各種インサーツ等々いろいろなオプショ

オーガー・サーキットに対する 1 個の固

ベア・インサーツ

ン機器もあります。

（ガス規制認可）

ル ー プ 式 油 圧 ポ ン プ

定クーラー

14.5gpm

：：：：

