


グローバルサービスとサポート 

世界中300を超える 

パートナー 

工場で訓練を受けた 

技術者 

40,000純正部品 

在庫あり 

市場をリードする 

保証 

遺産 サービスに最適化したデザイン 

出力 生産能力 

 

設計、製造、サポート、品質における100年の

経験は、信頼性、耐久性や優れた総所有コス

ト(TCO)はすべてのPowerKitから期待で

きます。 

また、信頼性は高品質基準、堅牢なコンポー

ネント、およびクラス最高の保証によって保

証されています。 

マリンは私たちのDNAです。簡単、迅速、かつ

費用対効果の高いメンテナンスと整備、海洋産

業にとっても私たちのPowerKitエンジンは、

そのようなニーズに応えるために設計されて

おり各要件を満たしています。PowerKitエン

ジンは経済的でオーバーホールが簡単で、メン

テナンスも容易でお客様の競争力アップのた

めにもに貢献します。 

当社のPowerKit製品のフルレンジは、18～

3125kVAに及び、この範囲に匹敵するエンジ

ンメーカーはほとんどありません。私たちは、

燃費、負荷受容性、出力密度において卓越した

成果を上げており、PowerKitは選ばれる製

品群となっています。世界中にある9つの研究

開発センターでは、お客様や規制の要件に基づ

き、継続的に改良とカスタマイズを行っていま

す。 

Weichai社とのパートナーシップは、当社が膨

大な生産能力と柔軟性を持っていることを意

味し、お客様のソリューションを期限内に、お客

様の仕様に合わせて提供することを期待でき

ま す。当 社 の 最 先 端 の 製 造 施 設 は、ISO 

9001、14001、18001の認証を取得してい

ます。 

ボードゥアン社は100年以上にわたり、船舶用およ

び発電用として最高品質のエンジンを製造してきま

した。舶用事業者の過酷な環境では、信頼性と耐久

性が最も重要であり、ボードゥインは1918年以来、

この市場の成功に貢献してきました。ボードゥアン

が品質と信頼性で高い評価を得ているのは、この

船舶用エンジンの伝統に由来します。 

1960年代から1970年代にかけて、ボードゥイ

ンは世界有数の発電機メーカー向けにさまざま

なエンジンを製造してきました。 

2008年、ボードゥインは世界最大級のエンジン

メーカーであり、産業機器製造グループである

Weichaiに買収されました。1946年に設立さ

れたWeichaiは、技術力、グローバルな事業展

開、そして発電事業における強力なバックグラウ

ンドにより、このパートナーシップは完璧に合致し

ました。 

研究開発、精密製造、優れた品質、幅広い販売・

サービスサポートにおける専門知識を結集し、

ボードゥインは発電産業における理想的なパート

ナーとなっています。 

ボードゥアン社は自信を持って最も包括的な発電

用製品ラインアップを市場にご提供します 



顧客メリット 

クラス最高基準の保証 
PRP2年、時間無制限 
ESP4年、800時間 

複数のオプション 
テレコム設計でサービス
インターバルの最適化
などを含む 

デュアルスピード対応 
より柔軟に、最適化され
たインベントリ(50/60Hz) 

排出量の最適化 
多数のバージョンがあ
ります 

THE POWERKIT DIESEL  

COP|PRP|ESPのエンジン、発電能

力 18-3125 kVA、50&60Hzの 

１１プラットフォームをお届けします  

PowerKitディーゼルエンジンシリーズは、18-

3125kVAをカバーしており、この範囲と匹敵

する他のエンジンメーカーはほとんどありませ

ん。 ボードゥアン社は、お客様に対して非常に柔

軟な対応が可能であり、幅広い出力の機種を揃

えており、機械式とコモンレール式のエンジンな

どがあります。グローバルに展開するためにお客

様のニーズに合わせてその環境と規制の中で最

適な製品をお届けします。 

ボードゥアン・PowerKitのエンジンは連続電力

（COP）アプリケーションの中心となります。グ

リッド電源接続のない設備は、信頼性が高く安定

した一次電気エネルギーを供給するために発電

設備に依存します。 

PowerKitエンジンは、機器の動力源として一定

のベースロード電力を供給しています。遠隔地の

採掘現場、繊細な産業プロセスや農村部のマイク

ログリッドなどに提供するものによって得られる

TCOは非常に競争力があります。優れた燃費性

能と耐久性、経済的な信頼性がボードゥアンの

COPアプリケーション用のPowerKitエンジン

が選ばれる理由です。 

常に安定した電力を必要とする電力消費者に

とって、ボードゥアンPowerKit製品は、主電力

供給機として信頼できる中核となるものです。

産業プロセスのサポートや商業活動への電力供

給など、信頼性の低い電源に接続される場合、

消費者はその耐久性と信頼性によりPowerKit

エンジンを選択します。Baudouin PowerKit 

PRP 製品はまた、ピークカット用アプリケーショ

ンや、遠隔地の重要なインフラサポートなど、送

電網に代わる経済的な手段としても使用されて

います。テレコムタワー にも信頼性が高く、経済

的で持続的なPowerKit製品はお客様に選ばれ

ます。 

気象現象や技術的な事故は主電源網の電力供給

に影響を与える可能性があります。重要なアプリ

ケーションは緊急事態に備えて電力供給に中断

されないように自動に起動するバックアップ電

力供給システムが必要です。一般市民にとって

は、銀行のデータは安全であり、病院は閉院せず

にいて生命は安全であり、あるいは、快適な休日

を過ごすことができるリゾートは常に運営状況

にあることです。 

スタンバイ用Baudouin PowerKit 

発電機群は弾力性に富み重要なアプリ

ケーションの為のソリューションです。 



顧客メリット 

データの保存と保護は、かつてないほど企業に

とって重要な関心事となっています。すべての

企業は、ロバストで高セキュリティITとクラウド

システムに依存しており、また、効率的で信頼性

の高いデータ処理の必要性は、人工知能(AI)の

採用により継続的に高まっています。 

毎秒何十億人もの人が電子メール、家族とビデ

オ通話、ウェブ検索やストリーミング、音楽など

のデータやりとりの中でデータ処理するデータセ

ンターが不可欠です。これらの情報は、常にアク

セス可能状態にし続ける必要があります。 

信頼性の高い発電機は電力ネットワークが24時

間365日何が起きても電力を確保できます。膨

大な量のデータ処理および大容量のストレージ

が必要である データセンターでは、消費電力は

小さい都市が必要とする量に匹敵します。IT機

器とエネルギーの需要に応えるのは、大きくて信

頼性の高い発電設備と冷却システムです。 

ボードゥアン DCP 定格の PowerKit エンジンは、システムの基本コンポーネントであり、あらゆる

規模のデータセンターに無停電電源装置を提供しています。 

さまざまなデータセン
ターの要件に対応する
包括的な製品ライン
アップ 

ロバストで信頼性の高
い安全な電力供給を
実現 

冗長性を通して信頼性
を増幅するためのデュ
アルスターターオプ
ションを追加 

高過渡応答性と過負
荷遮断能力 

市場をリードする保証
期間2年と対応時間無
制限 

ボードゥアン PowerKit DCPソリューション

はデータセンターのための最適なクリティカル

バックアップ電源です  



顧客メリット 

排出ガス規制の強化に伴い、パワーソリューショ

ンはこれらの要求に応えつつ、増加し続ける電力

要求を満たす必要があります。 

ガス発電機は、環境面や経済面でのメリットか

ら、効率的なソリューションとして浮上していま

す。また、ガスは他の燃料と比べ、費用対効果の

高い燃料です。 

ボードゥインは、エンジン性能、燃料消費量、サー

ビス性に重点を置き、競争力のある総所有コスト

（TCO）を保証します。 

ボードゥアンのガスエンジンは、コージェネレー

ション/トリジェネレーションに最適なエンジンで

す。熱回収機能を利用したアプリケーションで、

経済的で大型温室、病院、製造業施設に有利で

す。 

 

ガス設備は スーパーマーケットや工場などに直

接接続することによって推奨されています。ガス

ネットワークを利用することで、コスト削減が可

能であり、また、燃料の貯蔵リスクを避けられま

す。 

 

ボードゥアンのガスエンジンは、完璧な補完物を

提供します。再生可能エネルギー発電の操作の

柔軟性と高い効率性によりこれらの発電の断続

性を相殺することができます。 

環境負荷の低減が求められるプロジェクトでは、ガス燃料のエンジンは 他の燃料に比

べて排出量が少なく、農業、排水処理、その他の産業プロセスから排出されるガスの

利用も可能です。また、燃料コストを削減します。 

低NOx 排出量 高過渡応答性と過負
荷遮断能力 

COPとPRP向け、 
柔軟な負荷サイクル 

低エネルギー燃料許容
度（埋立地 ガス＆バイ
オガス） 

電子制御によるシステム
エンジン性能の最適化 

PowerKitガスエンジンは総所有コスト

(TCO)と低排出量を実現するために設計され

ています。効率的な電力が供給ができるように

常に挑戦しています  



顧客メリット 

産業用ロバストなエンジン 

農業、港湾ガントリークレーン（RTG）、空港

地上動力装置（GPU）、食品加工工場など、

可変速エンジンは動的な動力要件をサポート

する機敏なソリューションを提供します。 

 

エンジン回転数の調整を可能にすることで 

PowerKit VS製品は、消防、港湾、農業灌

漑設備の各重要分野のために正確な出力と

燃費の最適化をしています。 

PowerKit VS シリーズは、燃料の質の変

化に対応し、シンプルで信頼性の高い燃料噴

射機能を使いメンテナンスをし易くするため

の対応をしています。  

PowerKit VSシリーズは、1400-

2200rpmに最適化されています。顧客に

安心、満足を与えるためにもクラス最高水準

の2年(換算2,500労働時間)を保証をしま

す。 

動作範囲  
1500-2200RPM 

メンテナンスがし易いように
機械式燃料噴射装置使用 

燃料の質の変化に対して高
耐性を持つ 

市場をリードする保証
期間2年と対応時間無
制限 

PowerKit VSシリーズ 5つの可変速を

提供し 30～370kwmをカバーします 



非常用待機電力とは、主電源網が故障してい

る間、負荷を変化させるために利用できる最

大の電力である。24時間稼働の平均負荷率

は、エンジンのESP出力定格の70％を超えて

はならない。 エンジンの標準的な稼働時間は

年間200時間で，最大で 使用時間は年間

500時間です。 

 

この中には、年に最大25時間 ESPの定格出

力で、過負荷機能の搭載は許されていません。

このエンジンは、持続的なユーティリティ並列

化アプリケーションには使用できません。 

データセンターの電力は、可変または連続的な

電気負荷を供給しながら、無制限の稼働時間

中に発電セットが供給できる最大電力と定義

される。供給するサイトと信頼できるユーティ

リティの可用性に応じて、発電セットのメー

カーは、ハードウェア、ソフトウェア、または保

守計画を含めて、要件を満たすために供給で

きる電力レベルを定義する責任があります。 

プライムパワーとは、可変負荷アプリケーショ

ンにおいて、時間制限なく使用できる最大出

力のことです。24時間の平均負荷率は，エン

ジンのPRP定格出力の70％を超えないこと

が望ましい。 

 

10%の過負荷が可能ですが，12時間ごとに 

1時間までとなっています。 

連続電力は、一定の負荷率で無制限に使用で

きる最大電力で、過負荷機能は認められてい

ません。 


