バリオマティック・スクリード
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

VOLVO VARIOMATIC SCREEDS.
ペーバーのハート
ペービング・スクリードはペーバーのハートであ
り、そして舗装品質に取って大変重要になります。
Volvoバリオマティック・スクリードは効率性と
採算性を兼ね合わせ、道路施工の今日そして明日
の要求を完全に視野に入れた超現代的なデザイン
です。

2.5m或いは3.0mのベーシック幅
ミディアムとラージ・サイズのぺーバー
用のVolvoバリオマティック・スクリー
ドは2種類のベーシック幅があります。
2.5m幅のベーシック・スクリードは油
圧によって連続的に5.0m迄の幅調整が
可能、3.0m幅ベーシックは6.0m迄の調
整が可能です。
2.5 m -5.0 m

3.0 m - 6.0 m

ABG5820
ABG6820
ABG7820B
P7820C
ABG8820B
P8820C
ABG9820
ABG5770
P5770C
ABG5870
P5870C
ABG6870
P6870C

スクリードは連続して変化する舗装幅に
追随しますので、ユーザーは他の施工幅
に変更する時間を節約出来ます。
延長スクリードを使えば10m幅迄の施工
が出来ます。
Volvoバリオマティック・スクリードは、
サイクル・トラックやカントリー・ロード
から高速道路、滑走路そしてレーシング・
トラックと、ものすごく多様で幅広い
アプリケーションをカバーします。
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Volvoバリオマティック・スクリードは
タンピングと振動スクリードの
コンビネーションです。
シングル・タンパー或いはダブル・
タンパーのどちらかを選ぶことが出来
ます。

連続的に舗装幅の調整が可能

施工幅 最大10m

容易なメンテナンスと広範な操作利
便性はVolvoの特長です。
中央集中潤滑システムによって日常
のメンテナンス作業は最小限に減ら
せます。
特許のクイック‐カプリング・システム
は延長スクリードの取付けを簡単且つ
安全にします。
中央EPMコントロール・パネルは全て
の舗装機能の状態をグラフィック化
した情報として提供しますから、
オペレーターは作業工程のフル情報を
得ることが出来ます。
電気スクリード・ヒーターは極低速
エンジン・スピードで最大能力を発揮
しますので、環境にも貢献します。
それは更に、ノイズ・レベルそして
燃料消費量も併せて低減します。

舗装厚

300mm迄

ベーシック幅

調整範囲

スクリード・タイプ

2.5 m

2.5 - 5.0 m

VB 78, VB 79,

3.0 m

3.0 - 6.0 m

VB 88, VB 89

2.5 m

2.5 - 5.0 m

VDT-V 78, VDT-V 79

3.0 m

3.0 - 6.0 m

VDT-V 88, VDT-V 89

特長

シングル・タンパー＆バイブレーション
シングル・タンパー＆バイブレーション
ダブル・タンパー＆バイブレーション
ダブル・タンパー＆バイブレーション
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プラクティカルな経験
そして 絶え間ない技術革新
スクリード・テクノロジーの長年に亘る経験と最新の開発トレンドが組み
合わされて、パーフェクト・ペービングの基礎が築き上げられます。

キーとなる特長

・特許 スクリード・ガイド・システム
・ベーシック幅をダブルに連続的に
・延長スクリード・セクションの迅速、
同時調整

・スクリード延長の為の特許

クイック‐カプリング・デバイス

・オーガー・チャンネル・プレートの

迅速なアセンブリ・システム
（ホイール・ペーバーのみ）
・リモート・コントロール
油圧クラウン調整
・Ｖベルト無し、直接油圧駆動の
タンパー＆バイブレーション・
シャフト
・中央潤滑システム
・電気或いはガス・ヒーティング
・3つの独立したヒーティング・
サーキット
・3つのスクリード・セクション全てが
独立した温度コントロール
・幅広い5つの独立してヒーティング・
サーキット （電気スクリードのみ）
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延長部分パーツの安定したガイダンス
とマウンティング
高精度であるとともに極めて堅牢な
デザインのVolvoバリオマティック・
スクリードは、バリオマティック・
コンポーネントの常に精度の高い伸縮
を保証します。頑強、高硬度クロム・
メッキのシリンダーがクローズド・
エクステンダブル・ブレームを構成して
います。2本のガイド・シリンダーの間
の広い間隔が、メカニカル・コンポーネ
ントであるスクリード・フレームの曲が
りや捩れに対する高い抗力を確実なもの
にしています。ウェイト・ニュートラル
であるべくアレンジされたエクステン
ディング・シリンダーはベアリング機能
が無く、それ故、何も傾いたり歪んだり
しません。

特許 クイック-カプリング・システム
でシンプルなスクリード延長部取付け
Volvoのバリオマティック・スクリードは
幾つもの特長によって拡張が出来ます。
クイック-カプリング・システムが延長部
の抜群に早い取付けを容易にします。
油圧作動のラムが延長部をベーシック・
スクリードにロックします、従って、
ツールの使用は全く不要になります。
油圧クランピング・デバイスの使用に
よって、スクリード延長部は短時間に
最少の労力で取付けられます。

油圧クラウン調整
延長部によってVolvoバリオマティック・
スクリードは舗装幅10mにまで達する
こと出来ます。
その結果、道路幅をワン・パスでカバー
出来ます。
クラウン・プロファイルを成形する為に
Volvoスクリードは標準仕様で油圧
クラウン調整装置を提供します。

全ての場面でひとつのスクリード
VB 79/89及びVDT-V 79/89は舗装面へ
の特殊クラウン・プロファイルの為の
スクリードです。標準のクラウン調整
に加えて、スクリード延長部を10％
(5.7°)まで上方向及び下方向にスイベル
可能であり、従って、2つのアーティ
キュレーテッド・セクションが追加さ
れていることになり、例えば、特殊排
水路要求にも対応することが可能です。

経済的な電気ヒーティング
Volvoヒーティング・システムは素早く
且つ経済的にスクリードをオペレー
ティング温度に上昇させます。Volvo
スクリードは低エンジン・スピードで既
に最大ヒーティング能力を獲得します。
エレクトロニック・コントロールが
ディーゼル・エンジンのスピードを電気
ヒーティング・システムの要求に自動的
に適合させることで、エンジン・ノイズ
及び燃料消費を低減させます。Volvo
スクリードは、温度相違があってもオフ
セットする様に3つの独立したコント
ロール・サーキットを有します。統合さ
れた温度コントローラーは、ベース・
プレートのヒーティング温度をコンスタ
ントに調節して、スクリード全域の均一
な熱分配を確実なものにします。
ヒーティング温度は各ヒーティング・
サーキット毎に別々各ヒーティング・
サーキット毎に別々パネルのディスプ
レーに表示されます。各スクリード・
セクションの温度を個別に調整すること
が出来ます。

ガス・ヒーティング
電気ヒーティングに類似して、ガス・
ヒーティングにも3つの独立した
サーキットがあります。サーモ・コント
ロールにより、ベーシック・スクリード
と油圧延長部分の温度を個別に調節可
能であり、そして、バーナー・プロセス
はサーモ・エレクトリック・フレーム・
モニターがコントロールします。
スクリュー・タイプの電気及びガス接続
のお陰で取付けと取外しがシンプルです。
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コントロールされたペービング・クォリティー

材料はフローティング・スクリードの原理に従って舗装されます。
スクリードはトーイング・アームによってペーバーに繋がっていますから、
舗装材料上を自由にフロートします。舗装状況によっては、しかしながら、
目標とするコントロールをスクリードに及ぼす必要があります。Volvoは
その為の効果的な解決策を提供します。
1 スクリード・ロック

スクリード・ロックは、ペーバー
が停止した時にスクリードが舗装され
た直後のアスファルトに沈み込むのを
防止します。スクリードはシリンダー
によって一定の高さに保持されます。
この機能は、ペーバーが再スタート
すると自動的にスイッチ・オフになり
ます。

2 スクリード・

アンチ-クライミング・ロック
(トラック・ペーバーのみ)
ペービング・プロセスが中断された後
では、例えば材料供給が理由で、材料
はオーガー・チャンネル内で冷えてし
まいます。ペービングを再開した時に、
スクリード・アンチ-クライミング・
ロック・シリンダーが最初の数メートル
floating position

lower
raise

1
floating position

lower
raise

2
floating position

lower
raise
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に亘ってスクリードにプレッシャー
を掛けることによって、冷えた舗装
材の上に乗り上げることがありませ
ん。これにより、スクリード・アンチクライミング・ロックはバンプの発生
を抑えて舗装品質を向上させます。

3 スクリード・アシスト(オプション)

支持力が低い舗装材では、
スクリードが自重で材料に沈んでし
まい、アタック・アングルを失うこと
が起こる可能性があります。これを
防ぐ為に、スクリード重量の一部分が
トランスポート・シリンダーによって
ペーバーにシフトされます。
スクリード・ロード・デバイス
(トラック・ペーバーのみのオプション)
幅広施工の為に、スクリード・ロード・
デバイスがスクリード・アンチ-クライ
ミング・ロックの実用的な延長として
提供されます。スタート・アップの後の
短時間スクリードにプレッシャーを掛け
ることで、スタート・オフのバンプを防
ぎます。シリンダーの配置によって力が
幅広く働きます。

スクリード・テンショニング・デバイス
(オプション)
大変幅の広い施工では、スクリード端部
はスクリードと舗装材の間の摩擦力がも
たらす捩れが常に課題となります。
それらの力は、スクリード・
テンショニング・デバイスが効果的に
オフセットして、スクリード全体の
コンスタントなアタック・アングルを確実
なものにします。油圧シリンダーのお陰で、
テンショニング・デバイスの長さをバリオ
マティック・スクリードの変化する幅に応
じて適合させることが出来ます。
このテンショニング・デバイスの使用は、
施工幅7.50m以上の場合に推奨されます。

ダブル・タンパー テクノロジー

デュアル・タンパー・システムの
Volvo ハイ-コンパクション・スクリードは最大級の
プリ-コンパクションと均一性により、道路及び
エアー・ポート施工での全てのタイプの配合設計
施工に於ける費用効果の最適化をもたらします。
Volvo Duotamp ハイ・コンパクション・
スクリードは全世界のアプリケーション
で、その価値が証明されています、
例えば、舗装ベース、基層及び表層、
粒状材料、CBM、RCC、そして、伝統
的なコンパクション方法が使用出来な
い、ダム・スロープのビチュミナス・
シーリング表層や高いバンクのカー・
レーシング・サーキット及びテスト・
コース等の特殊なアプリケーションに
於いてもです。
Duotamp スクリードでのメイン・
コンパクションはバイブレーション･
スクリードのフロントに材料のフロー
を送り込むタプル･タンパーによって
為されます。ダブル･タンパーは施工
全幅に亘って舗装材の正確な配合と均
一な高密度を保証します。スクリード
で材料が2度締め固められることで､
サプグレードの条件に大きな多様性が
あっても､仕上げレベルのトレランス
はタイトにコントロールされます。
その後で､バイブレーション･システム
が表厨の滑らかな仕上がりを確実なも
のにします。

ダブル･タンパー･テクノロジーに
よって、良好なコンパクション効果
があるとされるシングル･タンパーと
バイブレーション･システムの
コンビネーション･スクリードよりも
5−7％高い等級のコンパクションを
達成します。コンパクション値は
マーシャル･デンシティー9B％迄の
達成が可能であり､従ってローラー
仕上げを大幅に滅らすことが出来ます。
夜勤ローラー下の低スランプの点から
見て、ローラーによるパスを少なくす
ることで不睦が濾ります。従って、
抜群の平坦性の舗装厨が保証されます。
Volvoハイ･コンパクション･スクリードは
更に､チッピングを含むマスチック･
アスファルトや舗装後短時間に直接
ロールしなければならないロールド･
コンクリート(RCC)の様な特殊材料の舗装
にも優れて適合します。高い等級の
プリーコンパクションからして､数回の
ローリング･パスしか必要となりません。
最適な平坦性が得られていますので､
最終コンパクションは最小限の
ローリングで十分です。

7

8
VDT-V 78
VB 79

2.5 - 8.0 m
P7820C, P8820C, ABG7820B, ABG8820B

P7820C, P8820C, ABG7820B, ABG8820B

ABG6820

VB 78

P7820C, P8820C, ABG7820B, ABG8820B

P5770C, ABG5770

ABG5820, ABG6820, P5870C, ABG5870

P7820C, P8820C, ABG7820B, ABG8820B, P6870C, ABG6870

舗装幅

VB 78, VDT-V 78, VB 79, VDT-V 79

VDT-V 79

VDT-V 88
VB 89

P7820C, P8820C, ABG7820B, ABG8820B, ABG9820

P7820C, P8820C, ABG7820B, ABG8820B, ABG9820

VB 88

P7820C, P8820C, ABG7820B, ABG8820B, ABG9820

ABG6820

P6870C, ABG6870

P7820C, P8820C, ABG7820B, ABG8820B, ABG9820

舗装幅

VB 88, VDT-V 88, VB 89, VDT-V 89

VDT-V 89

3.0 - 9.0 m
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延長スクリード

延長スクリード
長き250、750及ぴ1250mmの延長
スクリードがあり､組合わせることで
異なる舗装幅を創り出せます。
延長スクリード油圧高さ調整の特長
高さ調整は延長スクリードの高さを
ベーシック･スクリードに精確に適合
させます。標準的な機械的調整に
代わって､Volvoでは使い勝手の良い
油圧式高さ調整装置も提供して
います。

ヒンジ式スクリード･エンド･プレート
2.55m幅迄はペーパーの輸送上の
法的制約はありません。スクリード・
エンド･プレーﾄを後に折畳むことで
この幅にすることが出来ます､従って、
取外す必要はありません。
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オプション

スクリード･エンド･プレートの加熱
Volvo バリオマティック･スクリードの
エンド･プレーﾄで以って、ユーザーは
エッジぴったり迄のきれいな舗装を
得ることが出来ます。エンド･プレーﾄ
もまた､電気的加熱可能です
(オプション)。これが更なる有効性を
向上させます。結果として、より及び
良好な舗装ジョイントとの接着性表面
規則性をもたらします。
スプリット･トーイング･アーム
バリオマティックとマニュアル･
スクリードの迅速な交換をトーイング･
アームの取外し無しで出来る様になり
ます。ホイール･ペーパーでは、
ホイールの交換に於いては､シンプル
にホイールにアクセスするだけです。
更なるオプション
- エッジ･シュー 30, 50, 70, 120 mm /
45° and
50 mm / 60°
- ベーシック舗装幅の0.5m迄の縮減
( VBスクリードに限り )

仕

様

シングル･タンパー･スクリード
スクリード･タイプ

ダブル･タンパー･スクリード

VB 78

VB 79

VB 88

VB 89

VDT-V 78

VDT-V 79

VDT-V 88

VDT-V 89

m

2.5

2.5

3.0

3.0

2.5

2.5

3.0

3.0

m

2.5 - 5.0

2.5 - 5.0

3.0 - 6.0

3.0 - 6.0

2.5 - 5.0

2.5 - 5.0

3.0 - 6.0

3.0 - 6.0

m

9.0

9.0

10.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

Min. 舗装幅

m

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

延長スクリード

m

0.25

-

0.25

-

-

-

-

-

m

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

m

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

ベーシック幅縮減

m

0.50

0.50

0.50

0.50

-

-

-

-

ベース･プレーﾄ厚

mm

350

350

350

350

350

350

350

350

ベーシック幅
調整範囲
Max. 舗装幅

1

タンパー

1

2

1st タンパー･ストローク

mm

5

0/3/6/10

2nd タンパー･ストローク

mm

-

5

アングル

°

50

45/50

mm

43

43/43

Hz

0 -27.5

0 - 27.5

Hz

0 - 53.3.....60

0 - 53.3.....60

幅
繰返し速度

2

バイブレーション速度

2

ヒーティング･システム
エレクリッタ / プロパン
クラウン調整

%

E/P

E

E/P

E

E/P

E

E/P

E

-2/ +4

-2/ +4

-2/ +4

-2/ +4

-2/ +4

-2/ +4

-2/ +4

-2/ +4

機械式 / 油圧式

油圧式

アーティキュレーテッド･
スクリード･セクション
調整範囲
重量

油圧式

-

イエス

-

イエス

-

イエス

-

イエス

%

-

± 10

-

± 10

-

± 10

-

± 10

kg

3 620

3 860

4 090

4 460

4 000

4 230

4 530

4830

3

ベーシック･スクリード

4

延長スクリード 0.25 m

kg

155

-

延長スクリード 0.75 m

kg

375

450

延長スクリード 1.25 m

kg

555

595

1
2
3
4

Max. 舗装幅は当該ペーバーによります。
ペーパー･タイプによって異なります。

重量はヒーティング･システムによって異なる可能性があります。
トーィング･アーム及びエンド･プレートを含みます。
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volvo construction equipment

Volvo Construction Equipment is different. Our machines are designed, built and supported
in a different way. That difference comes from an engineering heritage of over 180 years.
A heritage of thinking first about the people who actually use the machines. About how to
help them be safer, more comfortable, more productive. About the environment we all share.
The result of that thinking is a growing range of machines and a global support network
dedicated to helping you do more. People around the world are proud to use Volvo.

Not all products are available in all markets. Under our policy of continuous improvement, we reserve the right to change
specifications and design without prior notice. The illustrations do not necessarily show the standard version of the machine.
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