
OEE プラス

3つの目標を同時に達成し，そして，それ以上の成果

K 2016

費用効果向上のための革新的ソリューション
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社説 目次

この専門技術については，K 2016（ホール15，ブースB27/C2A/ C27/D24）
でより多くを知ることができます。クラウスマッファイ・ベルストルフは，このア
プローチを用いて，貴社の生産に決定的な競争優位を与える多くの新しい
高品質押出成形ソリューションを提供します。280～500mmの直径範囲に対

する効果的な寸法切り替えのための先進的クイックスイッチ技術の最高
バージョンをその目で確かめてください。さらに，弊社は，完璧な配合品質
をめざして，効率的な機械制御と革新的な押出成形プロセスのためのBPC
タッチ制御を導入します。もう一つのハイライトは，ZE 28 ブルーパワー 2軸
押出成形機，完全調整済み配合システムの導入です。これは，まさしくエキ
サイティングな製品です。

ぜひとも視察にお出でください。視察できないなら，いつでも遠慮なく弊社の専門家にご相談ください。

まずは，この顧客誌をご一読ください。
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OEE プラス -貴社のために費用効果を改善

3つの目標を同時に達成し，そし
て，それ以上の成果
生産能力の向上が長いセットアップ時間や予定外のメンテナンスでふいになるなら，高いスループットに何のメリットがある

でしょうか？製品の品質に難があれば，高い生産性に意味があるでしょうか？あらゆる基準を総合的に考慮して初めて，

最適な結果が得られます。これこそが，クラウスマッファイ・ベルストルフが取るアプローチです。

本文：アンドレアス・ウェスラー，アンヌマリー・パブスト 写真：クラウスマッファイ・ベルストルフ
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総合設備効率［OEE］と言うと，何かそっけない感じがし
ますが，実際には，プラスチック加工産業では熱いトピッ
クです。確かに，これは最初，いささかぎこちない用語に
聞こえるかもしれません。しかし，議論していくうちに，こ
の総合的アプローチがゴムおよびプラスチック処理シス
テムの費用効果で優位に立つのに不可欠であることが
明らかになります。K 2016では，OEEというコンセプトは，
徹底的な論議の対象となるでしょう。

未来を指向する生産コンセプト
クラウスマッファイ・ベルストルフには，このテーマで独特の哲学が
あります。「弊社は機械や生産ラインを売っているのではなく，また，
ハードとソフトのユニットを売っているのでもありません。弊社が
売っているのは競争力そのものです」と，クラウスマッファイ・グ
ループの押出成形技術部門の社長であり，クラウスマッファイ・ベ
ルストルフの代表取締役であるピーター・ルースは言います。「弊
社の顧客は皆，同じ課題に直面しています。競争力を持つには，最
高品質の製品を最低価格で信頼性をもって提供しなければなりま
せん」

この公式の単純さは，誤解をまねきます。説明は，はるかに複雑です。「弊

社の顧客は，我々に格別の機械を提供することをもはや期待しておらず，

むしろ，長期的に市場の要求に耐える未来指向の生産コンセプトを求めて

います」総合設備効率は重要な役割を演ずると，彼は指摘しています。

しかし，ルースは，市場でしばしば見られる突飛な定義とは全く異なる

明確で率直な定義を示しています。「ご承知の通り，OEEは性能，稼働

率，製品品質という3つの要素から成ります。これらはいずれも，完全

なシステム（例えば，生産ライン）の全ライフサイクルにわたって考慮さ

れます」彼は，持続可能性がますます重要になっているていると言いま

す。省エネは，弊社のシステムの設計で常に存在する制約になりまし

た」

明確な付加価値の提供
クラウスマッファイ・ベルストルフは，材料供給，押出成形プロセス，
製造という段階ごとに総合的に最適化され，カスタマイズされた機
械とシステムによって，お客様の個々の要求を満たします。この最
適化は，コスト関連の側面を含みます。ルースは言います。「クラウ
スマッファイ・ベルストルフは，加工業者に対する押出成形機のサ
ブライヤーにとどまらず，
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品質 性能 稼働率

機械全体とその機能に対して責任を負う総合的システムおよび材料専

門技術との接点でもあります。この役割は，機械がオンライン化する前

後の総合的相談とサポート・サービスを含みます。弊社はお客様に対し，

数十年の経験を基にした「ソフト サービス」の付加価値を提供します。そ

ういうわけで，弊社は，そのサービス範囲をOEE プラスと呼んでいます」

どのようにして，クラウスマッファイ・ベルストルフは，OEE プラスの約束

を守るでしょうか？お客様の仕様に合わせた機械またはシステムの開発

と設計エンジニアリングを出発点として，弊社は，日常的な生産プロセス

の最大の性能と信頼性に対する土台を据えます」と，ルースは説明して

います。

適切なバランス

性能，稼働率，品質の適切な組み合わせがカギです。労力と費用が合理的
なレベルであっても，ほとんどの場合，3つのパラメータを最大化すると，シス
テムは高コストで利益のないものになります。通常，ユーザーにとって最大の
関心は，性能にあります。ユーザーは，単位時間当たりの確定アウトプットを
必要とする業務にしばしば専念します。稼働率も同様に，押出成形機への投
資の収益性に対する重要な前提条件です。機械の生産寿命がより長いほど，
投資に関するリターンもより大きくなります。ダウンタイムは，すでに厳しい利
ざやを減らすだけす。

したがって，目的は，目標の三角形内で，お客様特有の最適条件を見つけ

ることです。K 2016では，クラウスマッファイ・ベルストルフは，先駆的なアプ

ローチを提示します。その一つは，現在最高500mmの直径でパイプ押出成

形が動作する間，自動的に寸法を切り替えるクイックスイッチシステムです。

「このシステムの利点は明らかです」とルースは説明します。「切り替え

の間，ほとんどスクラップが出ないため，材料消費が最適化されます。

費用効果が優れた小ロット生産による在庫と人件費の最小化，セット

アップ時間の短縮，柔軟性と供給能力の向上は，稼働率とスループッ

トの面で大きなプラスです」

貴社のために品質と性能を改善
もう一つの例は，標準パイプの高性能押出成形です。PVCパイプ分野
の加工業者は，低い利ざやを少しでも高めるため，大量生産のPVC下
水管を最高性能の連続運転で製造することを余儀なくされます」と，
ルースは当初の状況について語っています。「一貫して最高の製品品
質を伴う性能は，競争力を維持する決定的な影響要因です」クラウス
マッファイ・ベルストルフは，2台の2軸押出成形機を結合することによっ
て，この問題を解決します［見本市でデモされる機械はKMD 108-36
E2/Rです］。「弊社の機械は極めて省スペース，高性能，省エネ型で
す」と，ルースは語っています。彼は，こうした点は性能に対する厳しい
見方を越えた「プラス面」だと言っています。

品質向上は，クラウスマッファイ・ベルストルフのフォーム押出成形シス

テムに最初から組み込まれています。フォームエクス＆フォームタンデ

クス・システムは，その標準化設備によって，高品質フォーム・パイプ，

シート，フィルム，プロフィールを安定的に生産します。2軸押出成形機

は，粉状添加物と液状発泡剤だけでなく，さまざまな標準プラスチックや

高温プラスチックを加工します。これらのシステムは，OEEの全ての特徴

を見事に実現しています。だから，これらのシステムは最初から最適の

結果を保証しています」と，ルースは強調します。

貴社のために設備稼働率を改善
タイヤ業界も，その生産施設に極めて高い基準を設定しています。「通常3シ
フトで運転するこれらのシステムにとって，弊社のOEE プラスはベンチマーク
です。これらは，短いセットアップ時間，立ち上げ時の少ない無駄，高い産出
率，優れた製品品質といった弊社顧客の厳しい生産条件を毎日達成してお
り，したがって，より大きな費用効果を保証します」と，ルースは報告していま
す。「特にタイヤ業界の顧客にとって，クラウスマッファイ・ベルストルフの完
全な解決法と高い専門技術は日々不可欠なものとなっています」と，ルース
は言います。「世界中の大手タイヤ・メーカーで使用されている数百ものマル
チプレックス・システムがその証明です」
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「弊社は競争力を提
供している」

押出成形機システムの費用効果を継続して高める選択肢は，

ますますOEEのコンセプトを中心に求められています。これはそも

そも何なのか，そして，クラウスマッファイ・ベルストルフのOEE プラ

スは何を提供しなくてはならないのですか？AHEADは，クラウス

マッファイ・グループの押出成形技術部門の社長であり，クラウス

マッファイ・ベルストルフの代表取締役であるピーター・ルースにイ

ンタビューしました。

インタビュー：アンドレアス・ウェスラー，アンヌマリー・パブスト 写真： クラウスマッファイ・ベルストル
フ

AHEAD：あなたは，今年特にOEE（総合設備効率）の宣伝に力を入れていま

す。それにプラスも追加しています。あなたは時流に乗って誇大広告をしている

だけなのか，それとも，何か別のものがあるのですか？

ルース:これは決して誇大広告ではありません。OEEは以前から論議の的に

なっていました。OEEは，プラスチック処理の収益性を高める考え方に徐々にな

りつつあります。K 2016は，このアプローチへの関心を高める絶好の機会です。

これは，お客様に長期的な利益をもたらすはずです。弊社の機械とシステムを

通して，お客様は，特に性能とコストの最適化を達成しています。したがって，

お客様は収益性を高める新たな選択肢を求めています。OEEにはそれができ

ます。

AHEAD：誰もがこの用語を理解するよう，聞きたい。OEEとはそもそも何で

すか？

ルース:まず簡単なコメントから始めます。一見したところ，総合設備効率は，

総合的な資本収益率のような測定基準を示しています。しかし，それは実際

には正確ではありません。確かに，研究者はOEEを公式にはめ込もうとしまし

た。そのような公式は立場によって異なる形をとります。しかし，それらはまだ

我々にとって実用的とは思えません。総合設備効率は，これら3つのターゲッ

ト変数を包括的に眺め，各々のお客様に対して最適化するための哲学である

と，弊社は考えます。性能，稼働率，製品品質はいずれも生産ラインまたは同

様の完全なシステムの全ライフサイクルを通して測定されます。総合設備効

率は，システムの投資収益率を測定する上で不可欠な要素です。

AHEAD：それで，プラスとは何ですか？
ルース:弊社の「プラス」は基本的に3つの要素から成ります。第1に，経験と専
門技術，第2に，お客様に技術的な競争優位を与えるさまざまな独自の理念，
第3に，機械のライフサイクル全体を通してOEEの全ての特色を維持するため
のサポートです。「OEEピュア」は，性能，稼働率，欠陥率など測定可能なパラ
メータだけを品質尺度として含んでいます。他方，弊社の「プラス」は，サブライ
ヤーのイメージを定める信頼性といった，測定しにくいが，お客様よって感知さ
れる性能特徴に適用されます。最大の「プラス」は，弊社のスタッフの心の中に
あり，ユーザーの市場に関するその経験と知識です。クラウスマッファイ・ベル
ストルフからシステムを購入する人々は，そのシステムのコンセプトと設計段
階の間，非常に熟練した未来指向のアドバイスを買っているのであり，そして，
機械またはシステムの耐用年数を通して同様に熟練したサポートを受けること
ができます。したがって，弊社が提供するプラスとは，さらなる競争優位なので
す。
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この二重機能の好例は，クイックスイッチです。

これは，パイプ生産における寸法切り替えを時

間から分に短縮するシステムと，巣の中心にい

るクモのように全ての機能を制御するC6制御シ

ステムから成ります。十分に試行されたクイック

スイッチ寸法切り替えシステムは，パイプ押出成

形の柔軟性を大幅に高めます。直径範囲280～
500mmの新しい最高バージョンを追加すること

によって，これは，以前の25～450mmという増

加帯域を拡大しています。総合設備効率［OEE］
の重要な部分としての機械稼働率の見地からす

れば，クイックスイッチは，クラウスマッファイ・ベ

ルストルフの旗艦です。

この柔軟なシステムによって，パイプ・メーカーは，

ボタンに触れるだけで（C6制御システムを介して）

数分以内にパイプ寸法を変えることができます。

コア・コンポーネントは，パイプ・ヘッドと較正バス

ケットです。パイプ・ヘッドは円錐形のダイ・セット

を備え，溶解チューブはアジャスタブル・ピンまた

はノズルを使って調整することができます。下流

の吸い込みベルは，わずかな真空を介して融解

チューブを調整します。しかし，最も重要なコン

ポーネントは，較正バスケットです。この技術的傑

作は，必要な較正直径に自動的に調整されます。

他の寸法従属コンポーネントも全てクラウスマッ

ファイ C6制御システムを通して調整されます。

K 2016:ハイエンドテクノロジーの広がり

より高い費用効果のため
の革新的ソリューション
総合設備効率［OEE］とプラスチック4.0（インダストリー4.0に対する弊社の解釈）は

いずれも，K 2016でクラウスマッファイ・ベルストルフが取り上げる最大の包括的ト

ピックです。これらの展示物を別々のトピックに分類しても，あまり意味はありませ

ん。OEEと，デジタル的にネットワーク化された生産は，コインの両面にすぎず，密

接に関連し，多くの面で重なり合っています。

本文：アンドレアス・ウェスラー，アンヌマリー・パブスト 写真： クラウスマッファイ・ベルストルフ , iストックフォト, K 2016

寸法切り替えから生じる唯一の廃棄物は，3～
6mの先細パイプの断片です。材料費はパイプ生

産コストの最高70％を占めるため，これは顕著な

利点です。また，このシステムは，重量超過した

パイプを最小に抑える加工業者の必要を満たす。

クイックスイッチにより，正確なパイプ肉厚を維持

することができます。また，加工業者は，はるか

に小さいロットサイズで，多量の在庫を抱えること

なく，ジャストインタイムで生産するという競争上

の優位性を得ます。

ボタンひとつでインライン寸法を切り替えるクイックスイッチ技術

お問い合わせ：

アネット・バイアリング

パイプ押出成形製品マネージャー

annette.beierling@kraussmaffei.com

クイックスイッチは設備稼働率

を改善します。

自動寸法切り替え技術は今や

500mmに達しています。

8 プロセス＆製品
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K 2016は10月19日から26日まで
デュッセルドルフ（ドイツ）で開催されま
す。是非とも，ホール15，ブース
B27/C24/C27/D24にご来場ください。

多層パイプは，非常に流行しています。多層

パイプは，補給および排水ラインの設置や修

繕，フロア等の表面温度調節システムの設置

や修繕，そして業界内での市場シェアを高め

ています。スクラッチ保護，拡散抵抗，温度安

定性，絶縁性能といった複数の機能を備えた

レイヤを適切な材料と接合剤から共押出成形

し，単一のパスで複合パイプを作製すること

ができます。

これは，マルチレイヤ用のコア・コンポーネントで

ある特殊なパイプ・ヘッドによって達成されます。

共押出成形がポリオレフィンまたはPVC，あるい

は2つまたは7つのレイヤの組み込みになるかは，

顧客ごとに異なるソリューションです。こうしたパイ

プ・ヘッドも，クラウスマッファイ・ベルストルフ独自

の技術です。その顕著な特徴は，レイヤの優れ

た粘着力，レイヤの均一な厚さそして，高い機械

的負荷に耐える低比重です。

ポリオレフィン処理のためのクラウスマッ

ファイ・ベルストルフのマルチレイヤ・パイ

プ・ヘッドは，基本的に螺旋形のディストリ

ビュータ・ヘッドとして設計されています。K
2016では，弊社は2つのモデルを公開しま

す。1つは試験済みの5レイヤ・パイプ・ヘッ

ド KM-5L-RKW 01-40 で あ り ， 直 径 8 ～

40mmのPOパイプを押出成形します。

ポリオレフィンとPVC処理のための
多機能レイヤによるパイプ生産と

いうコンセプト

もう1つは，PVCパイプ用の3レイヤ・パイプ・ヘッドKM-3L
RK 42-250です。ハンドリング向上と簡単取付け・取外

しのために最適化されたコンパクトな共押出形成ヘッ

ドは，75～200mmの寸法範囲に対応しています。これ

は最高800kg/hのスループットを達成し，上位の性能

範囲にあります。

ディストリビュータ・ブロックがヘッドにすで

に組み込まれているので，正確なレイヤ厚

さ分布が保証されています。また，これはパ

イプ・ヘッド内の溶解物の滞留時間を減らす

ため ,安定した材料処理につながります。コ

ストと持続可能性の面で特に魅力的な特徴

は，コア・レイヤをフォーム・レイヤとして設

計可能なことです。

これはまた，再生材料の共押出成形や低

フィラーおよび高フィラーの乾式混合製法で

使用することができます。

お問い合わせ：

アネット・バイアリング

パイプ押出成形製品マネージャー

annette.beierling@kraussmaffei.com

パイプ・ヘッド専門技術
一貫して高い品質で高性能
な押出成形
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ZE 42 ブルーパワー

クラウスマッファイ・ベルストルフの2軸押出成形機

ZE 42 ブルーパワーによる配合システムの主な

ターゲットは，特製品メーカーです。K 2016のデモ

ンストレーション・ラインでは，線形低密度ポリエチ

レン［LLDPE］を使った高輝度色マスターバッチの

生産を公開します。この材料は，直径0.4～
0.5mmの微小粒状体です。

配合システムのコンポーネントは，ZE 42 ブルー

パワー，下流スクリーン・チェンジャー付き溶解物

（エプロテック）ポンプ，エコン水中ペレタイザー，

遠心ドライヤー付きエコンプロセス・ウォーター・

システムなどです。この用途に対するスループッ

トは，約70kg/hです。このシステムは，ホール9
（ブースC55）のエコン社見本市ブースで展示され

ます。

Size 42は，主として250～500kg/hのスルー

プットに対して最適化されています。したがっ

て，これは，例えば，小ロットで特製品を製造

しており，高い生産性で製法を急速に切り替

えるためのソリューションを求めているコンパ

ウンダを主に対象としています。また，この

ブースの来訪者は，当該システムを見ることに

よって，新しいベルストルフ・プロセス・コント

ロール・タッチ［BPCタッチ］を見ることができま

す。このコンセプトは，ラインの全てのプロセス

を通して機械オペレータを確実に手引きします。

お問い合わせ：

ラルフ・J・ダール

2軸押出成形機担当部門マネー

ジャー

ralf.j.dahl@kraussmaffei.com

ZE 42 ブルーパワー 2軸押出成形機

最高のプロセス信頼性と最適の稼働率のためのエコ

ン下流機器

10 AHEAD 2016年2月号プロセス＆製品

mailto:ralf.j.dahl@kraussmaffei.com


BPCタッチ

K 2016は，新しい直観的な機械制御システ

ム・ソフトウェアベルストルフ・プロセス・コント

ロール・タッチ [BPCタッチ]の発表の場となり

ます。プラスチック4.0内の統合生産の一例と

して，新しい制御システムは，受注と生産シス

テムをリンクさせます。その結果，受注データ

を問い合わせ，プリセット・データを引き継ぎ，

プロセスを開始することができます。制御シス

テムは，ターゲットとされた拡張サービス用の

リモートメンテナンス・インターフェースを備え

ています。そのため，他の利用可能な双方向

サービスを遡及的に導入することができます。

また，この見本市では，ZE ブルーパワー，ZE
UTX，ZE ベーシック 2軸押出成形機シリーズ用の

BPCタッチが初公開されます。重要な効果は，使

いやすさの向上や製品切り替え時間の短縮など

です。製品の種類を増やすと，スループットが低

下するため，こうした効果は，配合工程の柔軟性

と費用効果を高めることに大きく貢献します。新し

いシステムにおける機械オペレータの「切り替え

センター」は，機械の正面に置かれた人間工学的

に使いやすい21.5インチのマルチ・タッチ・パネル

です。

このインターフェースを使って，BPCタッチは，押出成

形機自体のプロセスだけでなく，全てのプロセスを通

してスタッフを確実に手引きします。このコンセプトは，

ライン全体を通して機械オペレータを確実に手引きし

ます。

各スタッフは，制御システムに組み込まれた

トランスポンダーでRFIDチップカードによる認

証を受けなければなりません。その後，スタッ

フは，ユーザーレベルに応じて割り当てられ

る機能にアクセスすることができます。

制御システムは，スタッフの操作段階の各々を

シームレスに記録します。もう一つの特徴は，高

度測定技術です。BPCタッチによって，2軸押出成

形機と周辺機器のエネルギー消費量を測定する

ことができます。

お問い合わせ：

ピーター・フローズ
自動化＆電気工事責任者
peter.froese@kraussmaffei.com

効率的なマシン運転のための新し

い制御システム

BPCタッチ制御システムは，プラス

チック4.0をサポートします。

カスケード押出成形

K 2016で，クラウスマッファイ・ベルストルフ

はホール15（ブースB27）にて，プラスチック

をアップサイクル/リサイクルするカスケード

押出成形という革新的なコンセプトを発表し

ます。この押出成形プロセスは，PEおよび

PP廃棄物から，また，他のポリマーからの

再生品から，1回の処置で，中間処置なく，

高品質の再配合品を製造するという理想的

な選択肢をコンパウンダに与えます。

カスケード・プロセスでは，2つの押出成形処

置が連続実行されます。最初の押出成形機

は，上流での粉砕または凝集を選択して，洗

浄され分離された再生品の送り出し，溶解と

均質化，溶解物の脱気といったタスクを引き

継ぎます。このプロセス・ユニット終了後，微

細濾過システムは，固体の汚染物質を確実

に除去します。この処理は，1軸または2軸押

出成形機のいずれでも実行できます。

その後，ポンプが第2の押出成形機に溶解物

を分注します。この装置は，従来型の配合押

出成形機として設計されています。全てのコン

ポーネントに対する比重計量装置に加えて，

これはサイド・フィーダーと補助脱気装置を備

えています。

したがって，これは，計量フィラー，補強材，新製

品に対する添加物，染料の全てに対応できるあ

らゆる補助装置を備えているので，カスタマイズ

された高品質のコンパウンドを製造する上でさま

ざまな選択肢を与えます。製法と個々のタスクに

応じて，1軸押出成形機と2軸押出成形機，また

は2軸押出成形機と2軸押出成形機のコンビ

ネーションのいずれも可能です。

お問い合わせ：

ラルフ・J・ダール

2軸押出成形機担当部門マネー

ジャー

ralf.j.dahl@kraussmaffei.com

カスケード設計の処理システム
完璧なコンパウンド品質のための革新的な押出成形プロセス
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お問い合わせ：

アネット・バイアリング

パイプ押出成形製品マネージャー

annette.beierling@kraussmaffei.com

最小所要スペースと高性能押出成形機による効率的なPVCパイプ生産

このカスタム・ソリューションは，U-PVC標準パ

イプを大量に製造し，費用効果を重視しなくて

はならない加工業者というターゲット・グルー

プを対象としています。K 2016では，クラウス

マッファイ・ベルストルフは，最小所要スペース

で最大の能力となるように設計された2台の

36D 2軸押出成形機のコンビネーションを展

示します。

このシステムは，最高2,000kg/hという傑出した高

いスループットを示し，知的な個別システム・エン

ジニアリングを具現化しています。2台のKMD
108-36 E2/R 2軸押出成形機のコンビネーション

は，所要スペースを約3分の1減らすように設計さ

れています。

したがって，これは，より高い総合設備効率を目

指すクラウスマッファイ・ベルストルフsの努力の

好例です。省スペースでの性能向上が長期的に

生産コストを減らすことは，明らかです。また，こ

れは省エネをも伴っています。ツインストランドで

稼働するより大型の押出成形機［KMD 164-
32/R］と比較すれば，エネルギー所要量は，

h/kg材料スループット当たり0.02kW少なくなっ

ています。

この製品のもう一つの注目すべき特徴は，

KM-RK 23-250パイプ・ヘッドを備えていること

である，これは，非常に高いアウトプットで非

常に大きな直径範囲となるように設計された

新型パイプ・ヘッドに基づくモデルです。

このパイプ・ヘッドは，独特の設計特徴（例えば，

最適流量のために設計されたフロー・チャンネ

ル流量とマンドレル・リッジ）のおかげで，一貫し

て高い品質で高性能な押出成形に最高に適し

ています。

2軸押出成形機 KMD 108-36 E2/R
省スペースで効率的なPVCパイプ

生産
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共押出成形モデルによる費用効果的な異形押出

再生品の使用拡大へのトレンドは，競争の激しい

プロフィール市場で衰えていありません。何年も，

弊社は，加工業者が可視的でないコアに対して，

より費用効果的な製法を使えるようにする省ス

ペースの共押出成形モデルを提供してきた。

K 2016では，クラウスマッファイ・ベルストルフ

は，円錐形シリーズの新型モデル73 K/P2軸
押出成形機を発表します。その特徴は省ス

ペース設計にあります。また，これは旋回計量

ユニットを備え，非常に多用途です。アウトプッ

トは最高270kg/hと，円錐形シリーズの中で初

めて上位の性能範囲に入る製品です。

お問い合わせ：

エリック・サンソン
製品マネージャー（異形押出）

eric.sanson@kraussmaffei.com

THE KMD 73 K/P
円錐形シリーズの新型2軸押出成

形機

低コストで高品質を実現する新型ストレート押出成形ダイ

ゴム加工業者は，製品の品質を上げる同時に

原材料の消費量を減らすことによる生産性の

向上を夢見ています。ゴム・ホース製造用の新

型ストレート押出成形ダイは，それを実現する

ものです。クラウスマッファイ・ベルストルフは，

K 2016でこの製品を公開します。

新型ストレート押出成形ダイの特徴はすぐには明

らかになりません。在来の設計では，前部ヘッド・

エリアの肉厚は，軸方向に移転するノズルによっ

て調節されます。しかし，新型ダイの新機軸は，

油圧モールド・センタリング装置を備えたノズル・

ホルダーです。

スプレー・ヘッドは，Ｘ線測定システムと共に最高

の性能に達しています。したがって，ユーザーは，

これまでのようにヘッドを手動でなく，自動的に再

調整することができます。このシステムは，頻繁

にゴム・ホースの肉厚，偏心率，外径を測定し，

油圧式肉厚センタリング装置をデジタル・コント

ローラによって正確に1mmの100分の1まで調整

します。

この自動ラジアル・センタリングは，起動時および

生産中の調整作業を時間と材料消費量の両面

で大幅に減らす。この押出成形機ヘッドは，3～
100mmのホース径で利用可能です。

「このシステムは，高い費用効果で，かつ，最

高品質で均一な肉厚のホースを長期間，確実

に生産したいメーカーに特に適している」と，

クラウスマッファイ・ベルストルフの加工部門

およびゴム技術開発を担当するフランク・ライ

ネケは説明します。「さらに，古いホース押出

成形システムを，この新型油圧モールド・セン

タリング装置で改装することができます」

このシステムは，ホース・メーカーの品質管理と

操業を大きく改善します。連続自動生産監視のお

かげで，メーカーは，システムを調節するために

必要な時間を大幅に減らすことができます。その

結果，システムの稼働率が上がり，人件費が削

減されます。さらに，肉厚の公差縮小は，多くの

安全対策を不要にするため，顕著な材料節減に

つながります。これは，品質を維持しつつ，毎年

材料コストを相当に削減できることを意味します。

このシステムへの投資は，短期間で元が取れま

す。 お問い合わせ：

マイク・ワイテラー
販売部長兼製品マネージャー（プロ
フィール＆ホース押出成形システ
ム）
mike.weiterer@kraussmaffei.com

影響力大の小型システ

ム

油圧モールド・センタリ

ング装置を備えたスト

レート押出成形ダイ
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総合設備効率を高める新型実験用押出成形機

研究開発に適したオール
ラウンドの能力
研究開発も，あらゆる次元での速度，生産性，効率への関心を強めています。新

型実験用押出し成形機ZE 28 ブルーパワーは，これらの要求を考慮に入れ，加

工業務の範囲を大幅に拡大しています。クラウスマッファイ・ベルストルフは，K 

2016でこの事実を証明します。
本文：ヨアヒム・ウェーバー 写真： クラウスマッファイ・ベルストルフ

28mm 2軸押出成形機によって，クラウスマッ

ファイ・ベルストルフは，3年前に導入したZE ブ

ルーパワー機械シリーズをより小型のモデル

に拡大します。これは，研究開発業務だけに適

しているのではありません。これはまた，既存

の実験用押出成形機と比較して小バッチ生産

に対するプロセス・ウインドウが大幅に拡大さ

れています。この新鋭機は，多品種少量生産

の増加に直面する配合工程のオペレータには

特に魅力的です。

「ZE ブルーパワーシリーズのおかげで，弊社

は，将来を見据えた機械シリーズの市場投入

に成功しました。これはさまざまな独自の売り

提案（USP）を特徴とし，総合設備効率のあら

ゆる側面 ― エネルギー効率，費用効果，稼

働率，性能と製品品質 ― で，加工業者と開

発者の高まる要求を容易に満たすことができ

ます」と，クラウスマッファイ・グループの押出

成形技術部門の社長であり，クラウスマッファ

イ・ベルストルフの代表取締役であるピー

ター・ルースは説明します。

「この実験用押出成形機は，ZE ブルーパワー

シリーズの多くのディテールを取り入れていま

す。これは，例えば，量産のための1.65の
Da/Di直径比率，最高の柔軟性のための試験

済みAまたは6-ハウジング，最適な耐摩耗性

のための圧入ブッシングなどです。改善された

サイド・フィーダーと脱気装置，新型のBPC
タッチ制御システム，機械のベース・フレーム

に組み込まれた電気駆動および制御システム，

そして，オプションのエネルギー管理ツールは，

この新型実験機を円熟した製品にしています」

と，ルースは付言しています。
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扱いやすい制御と構成
実験用押出成形機のハイライトは，新型のBPC
タッチパネル［BPC：ベルストルフ・プロセス制御]
を備えていることです。タッチスクリーンとオペ
レーティング・ソフトウェアのわかりやすいメ
ニュー構造は，単純で直観的な操作を保証しま
す。この制御システムは，標準化されたインター
フェースを使用するソフトウェアに迅速かつ容易
に組み込まれる全ての関連した周辺装置と下流
の機械類を完全に総覧し，全てのプロセスを通
して機械オペレータを確実に手引きします。

貴社のために性能を改善
BPCおよびZE ブルーパワーシリーズ内の同一の
システム構成によって，実験室で開発されたプロ
セッシング・パラメータは，実験用押出成形機か
ら，より大型の生産機器へとたやすく伝達されま
す。しかし，「小型の」ZE 28 ブルーパワーさえ，
卓越した性能データを示し，小バッチ・メーカーに
とっては先行モデル（ZE 25）より魅力的です。

新しい実験用押出成形機のために28mmのスク

リュー直径を選択したクラウスマッファイ・ベルスト

ルフエンジニアには，明確な目的がありましまし

た。

高トルク密度で設計されたモーター/ギアボッ

クス・コンビネーションによって，この押出成形

機は，既存の25mm ZE実験用押出成形機と

比較して，アウトプットが大幅に上回っていま

す。

貴社に対する設備稼働率の改善
トルク制限プロセスでは，スループットは43％増
に達します。数量制限プロセスでは，スループッ
トは70％増に達します。ZE 28 ブルーパワーは，
最高1,200rpmの速度で20～200kg/hというアウ
トプットで設計されています。見本市で展示され
る実験用押出成形機は，44Dのプロセス長です。

実験用システムのもう一つの特徴は，垂直脱

気ドームを通して二次脱気するための2軸サ

イド・ユニットです。この装置は，特に強靭また

は粘着性の製品に対する生産信頼性と機械

稼働率を高めます。さらに，フィラーを計量す

るための補助的な2軸サイド・フィーダー装置

も展示されます。

このサイド・フィーダーは，ウルトラ・フィード真空

技術を備えています。

フィラーが押出成形機の加工スペースに達

する前に，真空は空気を除去し，容積密度を

高めます。この脱気により，フィラー材は，よ

り高い割合でプロセスに供給されます。基本

的に，全てのサイド補助装置は，旋回アーム

によって押出成形機のベース・フレームに取

り付けられます。これは，最小の所要スペー

スと容易なハンドリングを保証します。

貴社のために品質を改善

便利なハンドリングも，ウルトラ・グライド駆動
ユニットで意図されています。ほんの数秒で，
ユーザーは，充填されたスクリューを，固定し
た加工装置から引き抜くことができます。実験
室における最も魅力的な要素は，全ての段階
で，開発者は，混合プロセスの品質を視覚的
にモニターし，評価することができるという点
です。さらに，スクリュー素子は，下流の装置
を取り外すことなく，洗浄し，交換することがで
きます。

「新しい実験用押出成形機の開発は，初めは

総合設備効率の最適化に重点を置いていまし

た。研究開発室とコンパウンダの生産現場で

は，より良い品質，より高いアウトプット，より

長い稼働率と共に費用効果を高めることが投

資収益率を決定する重要な要素である」と，

ルースは要約しています。

お問い合わせ：

トーマス・ヴィンケルマン博士
プラスチック技術開発責任者

thomas.winkelmann@kraussmaffei.com

「新しい実験用押出成形機の開発は当初，総
合設備効率の最適化に重点を置いていた」
クラウスマッファイ・グループ押出成形技術部門社長ピーター・ルース
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オンデマンド顧客注文処理

クイックスイッチは自動寸法
切り替えにとどまらない
クラウスマッファイ・ベルストルフの独創的技術は，時代の要請にかなっており，パイプ・

メーカーは最先端の生産設計に向けて一歩踏み出すことができます。

本文：カリン・レゲル 写真： クラウスマッファイ・ベルストルフ

クイックスイッチ

パイプラインはボタン一つで

新しいパイプ寸法に切り替

わります。

簡単な使用，短い切り替え時間，少ない不良品の量，

高度な柔軟性は，クラウスマッファイ・ベルストルフ［ミュ

ンヘン］のクイックスイッチ技術と密接に関連した特性

です。「しかし，利点はそれだけではない」と，販売部長

アンドレアス・ケスラーは，西欧や海外で，寸法切り替

えシステムの採用を決めるパイプ・メーカーが増えてい

ることについて説明します。需要は，新規顧客のみなら

ず，すでにクイックスイッチを使っており，もっと増やした

い企業間でも伸びています。その一つは，カーベル

ヴェルク・オイペン社です。同社は，2011年以降すでに

2台のクイックスイッチシステムをその生産に組み込ん

でいるが，第3のシステムを設置することによって，補

助的な在来型パイプ製造ツールを長期的に交換する

計画です。

カーベルヴェルク・オイペン社は，ベルギー

最大の有名なパイプ・メーカーです。同社の

生産施設でPEおよびPVC製パイプが20～
400mmの寸法範囲で生産されており，その

多くは特に冷水，温水，廃水輸送用に製造

されています。しかし，製品範囲は，ガス輸

送用PE100パイプに限られていありません。

排水システム，エネルギー回収，光ファイ

バーおよび銅ケーブルの保護用など，さま

ざまな種類のパイプがあります。製品の範

囲はきわめて多様であり，クライアント受注

のカスタムメイドという性格が同社の業務の

中心にあるため，クイックスイッチの使用に

非常に適しています。

既存の2台のクイックスイッチシステムの寸法

範囲は25～63mmと75～160mmですが，同

社は，直径範囲160～250mmのマルチレイ

ヤ・ポリオレフィン・パイプ用の完全なシステム

を選択しました。したがって，カーベルヴェル

ク・オイペンは現在，クイックスイッチシステ

ム・シリーズのうちの3モデルを使用していま

す。これに直径範囲250～450ｍｍのパイプ用

に設計された第4の最も大型の切り替えシステ

ムが加われば，シリーズの全モデルが揃いま

す。

現代的でインテリジェント

「カーベルヴェルク・オイペンだけでなく，ニッチ
用途のパイプを生産する傾向がある多くの小規
模企業やメーカーでは，1営業日に1回の生産
シフトでしばしば複数の寸法切り替えが行われ
ています」と，販売部長のアンドレアス・ケス
ラーは顧客について語っています。これは，寸
法切り替えが材料の大きな損失を伴わずに短
期間で行われる限り，経済的に実行可能です。
在来型の生産ラインでは，少量の受注でも，寸
法の切り替えから，受注量と等しい廃棄量を生
じることがあります。ここでは，クイックスイッチ
技術が真価を発揮します。
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お問い合わせ：

アンドレアス・ケスラー

クラウスマッファイ・ベルストルフ

（ミュンヘン）販売部長

andreas.kessler@kraussmaffei.com

パイプラインは，ボタン一つで新しい寸法に切り

替えられます。このプロセスには約10分しかかか

らず，先細りの部分が4～6m発生し，スクラップと

なります。このスクラップは，リグラインドとして生

産プロセスにフィードバックすることができます。

クイックスイッチは同時に，パイプ肉厚とパイプの

センタリングを微調整することができます。これら

のパラメータのどちらも，効率性に不可欠なだけ

でなく，高品質パイプの生産にも不可欠です。

パイプ・メーカーが完全に自動化された切り

替えシステムを選択する限り，微細な調整

は容易になります。保存された生産データ

はいつでも検索でき，必要に応じて修正でき

るため，最も厳しい公差内での正確な再現

性を保証します。「重量超過したパイプは，

パイプ・メーカーにとって，お金の無駄でしか

ありません」と，アンドレアス・ケスラーは

語っています。この制御装置に組み込まれ

る全ての下流装置は，自動的に調整されま

す。再調整は不要です。したがって，このシ

ステムは，インダストリー4.0の原則を実行

する過程にある現代的企業にとって最適な

システムです。インテリジェント制御システム

で全ての生産パラメータをモニターし，文書

化することができます。このシステムは，最

高の柔軟性と稼働率をもたらします。

すっきりしてフレキシブル

「クイックスイッチでパイプ・メーカーは生産プロ
セスを再編成することによって新しい市場セグメ
ントを開拓することができます」と，ケスラーは，
もう一つの利点を説明します。クイックスイッチ
は，柔軟性があり，単純で迅速な切り替えを可
能にするため，従来の2本のパイプラインを一本
化できます。その結果，生産現場に空きスペー
スができるため，新規投資が可能になります。し
たがって，ポリオレフィン・パイプ・メーカーは，新
たな販売市場向けに設計される新型システムに
投資し，場合によっては，完全に異なる応用分
野をカバーすることもできます。このようにして
品揃えが強化されれば，新しい成長市場への道
も開ける」

同時に，パイプ寸法の迅速な切り替えは，オン

デマンドで顧客の注文を処理することを可能に

し，

必要な貯蔵スペースの削減や，効率性および費

用効果の大幅な向上につながります。「クイック

スイッチを使えば，切り替えコストは在来型パイ

プラインと比較して最高90％減り，貯蔵コストは

半減し，生産性はほぼ倍増します」と，ケスラー

は顧客のメリットを要約し，さらに，「クラウスマッ

ファイ・ベルストルフは，クイックスイッチという独

自の売り提案を市場に出しています。これは世

界中で使用された最初の寸法切り替えシステム

であり，その耐久性により10年以上にわたって

日常的な生産の一部となっています。今日まで，

クイックスイッチの自動化レベルを凌ぐほど技術

的に進んだシステムは現れていません。した

がって，クイックスイッチは未来指向の生産設計

のための最先端のコンポーネントです」

「重量超過したパイプはパイプ・メー
カーにとってお金の無駄でしかな
い」

クラウスマッファイ・ベルストルフ（ミュンヘン）販売部長アンドレアス・ケスラー
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新経営陣の下でのミュンヘン営業所のサービス業務

最優先事項：
信頼できるパートナーであること
ステファン・クリングは，2016年3月1日からミュンヘン営業所で押出成形のサービス業務を担当しています。産業工
学の学位をもつこの熟練した技術者は以前，業務用厨房技術と医療技術関連の地域サービス部長および最高責任
者を務めていました。AHEADは，これまでの経験，現在の計画，新しいアプローチについて質問しました。

インタビュー：アンヌマリー・パブスト 写真： クラウスマッファイ・ベルストルフ

ステファン・クリング

2016年3月1日からミュンヘン営業所のサービス業務責任者

AHEAD： サービス分野でどんな目標を設定していますか？

クリング：第1の目標は，お客様との密接な関係をさらに改善することです。私にとっては，

働きながら，お客様との明確なコミュニケーション経路を維持することが特に重要です。顧客

のニーズを正確に理解している人だけがお客様の期待を満たすために必要な措置をとるこ

とができます。目下，弊社の優先事項は，応答能力です。当初の主な目標は，全ての問い

合わせへの応答時間を伸ばし，スペアパーツの納期を最適化することです。そうすることで，

弊社のスペアパーツとサービスの質を高めていくことができます。

AHEAD： 就任から6か月以上たち，簡単な報告はできると思います。これまで

のところ，目標達成にどこまで近付きましたか？

クリング：ここ数月間，弊社は，受注処理と上得意先管理に関してサービス

技術者部門で有能な人材の育成にかなり投資してきました。成功の兆しは，

稼働率の大幅な改善と応答時間の削減という形ですでに現れています。さら

に，弊社は処置装置とギアボックスの在庫を著しく増やしています。その結

果，納入時間が多くの場合，3ヵ月から1，2週に減るという注目すべき成果を

上げました。新しいＥ-サービス・プラットホームが開始されれば，全てのサー

ビス処置が大幅に簡素化され，もう一つの加速分野となる見込みです。デモ

版は，K 2016の弊社の見本市ブースで見ることができます。[ホール15，
ブース B27/C26/C27/D24].

AHEAD： 「インダストリー4.0」が大きな話題になっています。機械
および工程ネットワークを通して顧客を助けるサービスの分野にど
のような商機がありますか？
クリング：一見したところ，インダストリー4.0は純粋に生産コンセプトです。サービ
スという側面はマイナーな要素のように見えます。上述のＥ-サービス・プラットホー
ムは，弊社の業務分野もインダストリー4.0のためにネットワーク化された生産に完
全に組み込まれるという好例です。このプラットホームは，中央位置から全ての関
連機械データを顧客に提供します。
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「弊社は販売後のサポー
トの全ての側面で信頼
できるパートナーとなり
たい」

お問い合わせ：

ステファン・クリング

ミュンヘン営業所押出成形サービス責任者

stefan.kling@kraussmaffei.com

その結果，リモートメンテナンス・システムを使用するサービス・ケースの直

接の処理を含め，どんなサービス工程も容易に処理することができます。さ

らに，顧客はスペアパーツが入手できるかチェックし，統合オンライン・ストア

で直接注文することができます。さらに，このオンライン・ストアは，クラウス

マッファイ，クラウスマッファイ・ベルストルフ，ネスタルから個々のウェブサイ

トを使うすべてのクラウスマッファイ・グループのブランドにアクセス可能です。

しかし，それがすべてではありません。クラウスマッファイ・グループは現在，

そのソリューションをプラスチック4.0という名称の下で，インテリジェント・マ

シン，統合生産，インタラクティブ・サービスという3つのカテゴリーに分けて

います。ちなみに，インタラクティブ・サービスの分野は，弊社の担当貢献で

す。そのシステムとサービスは，最先端の通信テクノロジーに基づいてグ

ローバルに稼働中の高速サービス環境にあります。

AHEAD：顧客との協力のどの側面が特に重要と考えていますか？

クリング：弊社の最優先事項は，販売後のサポートの全ての側面で信頼で

きるパートナーとなることです。これは，弊社の本部における有能な専門家

だけでなく，反応の早いサービスを現地の言語で提供できる子会社と代理

企業の熟練した分散チームを含みます。 これを実現するため，弊社は，子

会社と代理企業のサービス・スタッフに対する特訓セッションをミュンヘンで

定期的に実行しています。

AHEAD：将来に向けて，どんな革新的なサービス・コンセプトを

用意していますか？

クリング：将来のサービスは，顧客とそのシステムへのオンラ

イン接続に基礎をおく。弊社は，ギアオイルや振動測定といった

予防保全処置の範囲をオンライン・プラットホームに移すことに

取り組んでいます。その結果，問題のモジュールに適切な測定

機器を確実に装備することができます。収集したデータに基づい

て，弊社の技術者は，現場で存在する問題を分析し，解決する

ため，ビデオ接続を通して機械オペレータと協力することができ

ます。

これはオンラインですべて行われるため，技術者の到着を待って時間

を浪費することがありません。これは，お客様にとって時間とお金の節

約になります。したがって，弊社は，特に稼働率に関して，加工業者の

システムの効率性を最大化するのを助けます。

AHEAD：効率性（OEE即ち総合設備効率）は，今年のK 2016の主要トピッ

クです。貴社のサービス部門は，このトピックにどのような貢献ができます

か？

クリング：クラウスマッファイ・ベルストルフの焦点は，OEE プ
ラスです。サービス分野のプラスに対する責任は大きい。弊社

の業務に対する新しい広範なアプローチについては今説明し

たばかりです。お客様に在来型のメンテナンスを提供するだけ

でなく，要求があれば，ライフサイクル全体を通してシステム

に対する継続的な最適化とアップデートを提供します。これは，

持続可能な生産能力，稼働率，製品品質，言い換えると，在

来型のOEEパラメータの保証につながります。プラスは，ス

タッフの特殊な知識，周到な応用技術，各システムの履歴に

関する知識以上のものを意味します。このアフターサービスは，

システムの設計と構成段階におけるエンジニアからの適切な

販売前アドバイスと共に，プラスというパッケージの大きな部

分を占めます。
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お問い合わせ：

ヒルマー・ハイトルスト

フィルム＆フォーム押出成形システ

ム部門責任者

hilmar.heithorst@kraussmaffei.com

東方雨虹防水技術社

「一流メーカーを選択する」
建築用シーリング・システムのアジア最大のメーカー，東方雨虹は，熱可塑性ポリオレフィン

[TPO]製ルーフトラックの製造のため，完全なクラウスマッファイ・ベルストルフ・システムを選
択しました。契約は2016年7月，上海における中国国際ルーフィング＆防水見本市で調印さ
れました。

本文：アンドレアス・ウェスラー 写真： クラウスマッファイ・ベルストルフ

「調印式」は，いかにも中国風に行われました。

東方雨虹の見本市ブースの演壇は，国家色の

赤の敷物で飾られていました。テーブルも赤い

布で覆われ，両社の旗とエキゾチックな生け花

がその上に置かれていました。このテーブルの

上で，東方雨虹の会長，李衛國とクラウスマッ

ファイ・ベルストルフのフィルムおよびフォーム

押出成形システム部門の責任者ヒルマー・ハ

イトルストが中国におけるベルストルフの初の

大型ルーフ・トラック・システムに関する契約に

サインしました。

その後，両参加者は，演壇の後ろに掛かって

いる大型ポスターにもサインしました。「中国随

一のルーフ・トラック・メーカーは，ルーフ・トラッ

ク生産用機械の一流メーカーを選択した」と，

李衛國は語っています。

この式典は大手マスコミと多数の来場者が

見守る中で行われました。この調印式は，

中国のプラスチック処理業界団体のウェブ

サイトだけでなく中国の業界紙でも大々的

に報じられました。

業界最大手に対する高い関心

大きな反響は偶然ではありません。東方雨虹は
中国では有名な企業です。同社の評判は，重要
な国家プロジェクトへの参加から来ています。同
社は，北京の人民大会堂など，中国の多数の国
家的建造物のシーリングを請け負ってきました。
さらに，2008年の北京オリンピックにおける複数
の建設プロジェクトや，北京と上海間の高速鉄道
といった大型インフラ・プロジェクトに参加しました。

2015年にこの上場会社は，アスファルトを含むさまざま
な設計で1億平米以上のルーフ・トラックと20万トン以
上のシーリング材を販売しました。同社とその約3,600
人の従業員は，52億5000万元［現行為替レートで7億
1200万ユーロ］の収益を上げました。売上伸び率は，
中国における巨大な建設ブームを反映し，3年間で平
均29％に達しました。

高性能向け設計

東方雨虹は，クラウスマッファイ・ベルストルフの新
製品である特殊な押出成形コーティング・システム
用の強化繊維フィルムの製造を意図しています。
このシステムは，TPO剤のインライン配合を目的と
した1軸押出成形機と2台の2軸押出成形機ZE 110
A x 40Dから成り，高性能向けに設計されています。
このシステムの予想される総アウトプットは，毎時4
トンのスループットです。強化ポリオレフィン繊維が
このシステムで押出成形されます。その後，測定，
圧縮成形，ラベル付けされ，大型ワインダーでコイ
ル状にされます。その後，オフラインで輸送チュー
ブに詰められます。

業界最大手は，ク

ラウスマッファイ・

ベルストルフの新

製品用の強化繊

維フィルムの製造

を望んでいます。
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ケンタッ
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ローレンス

アメリカ

米国クラウスマッファイ，50年間のサクセス・ストー
リーを振り返る

世界中に優秀な従業員とスタッフがいます。

我々はこの会社で働くことに情熱を持っており，

この情熱は毎日実証されています」と，クラウス

マッファイ社のＣＥＯ兼会長クラウスマッファイ

は語っています。「弊社事業の焦点となってい

る顧客は業績好調です。弊社は，次の10年以

上にわたって好業績を維持すると確信していま

す。これはすべて，我々に協力し，成長と発展

を助けた人たちのおかげです」

同社は，1966年の設立以来，順調に業績を伸ば

し，北米市場におけるプラスチックとゴム機器の大

手供給元として認められています。今日，同社に

はクラウスマッファイ，クラウスマッファイ・ベルスト

ルフ，ネスタルという3つのブランドがあります。

クラウスマッファイの米国子会社は50周年を迎

えました。5月18日と19日，ケンタッキー州フロー

レンスの同社本部に400人以上の顧客が祝賀

パーティーに駆けつけました。

このイベントでは，ネスタル

射出圧縮成形セルや新型2軸押

出成形機ZE 65 ブルーパワーと

いった，射出成形，押出成形，反

応工程機器部門の実演による多

数の応用機器が披露されました。

さらに，新しい顧客別技術，サー

ビス商品，生産性の最適化に関

するプレゼンテーションが行われ

ました。

「クラウスマッファイ社は誇るべき点がたくさん

あります。弊社は国際的なマーケット・リー

ダーであり，

クラウスマッファイ・グループ

10年目を迎えたクラウスマッファ
イの対日進出

「弊社は，最先端の製品と技術，そして非常

に優秀な労働力のおかげで，日本の顧客の

ニーズに迅速かつ個別に対応することができ

ます。これは間違いなく日本におけるクラウス

マッファイの成功のカギです。弊社は現在，自

動車その他の業界における多数の大手企業

とサブライヤーに― 日本のみならず，その海

外拠点向けにも ― 供給しています」と，クラ

ウスマッファイ・グループのリアクション・プロ

セス・マシナリー部門社長ニコラス・ベイルは

語っています。

2015年以降，クラウスマッファイは，顧客別

のHP-RTM［高圧樹脂トランスファー成形］シ

ステムも日本で生産しています。

今春，クラウスマッファイは対日進出10周年

を迎えます。2006年に設立されてから，クラ

ウスマッファイの子会社リアクション・プロセ

ス・マシナリーは順調に業績を伸ばし，特に

ポリウレタン・ソフト・フォーム・システムと複

合材ソリューションの分野で，高品質製品と

信頼性が高いサービスを供給する一流サブ

ライヤーとして市場での地位を確立しました。

クラウスマッファイは主として反応工程機器の広範な

品揃えによって日本の自動車産業に貢献しています。

最も重点を置いているのは，ソフト・フォーム・システ

ムの分野です。次に重視しているのは，繊維強化プ

ラスチックに対する成長市場です。
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ルストルフ

クラウスマッファイ・
グループ



15年目を迎えたシュベ
リーンのロボット・エンジ
ニアリング部門

2000年にクラウスマッファイ・オートメーション社に第2の拠点を設ける決定が
行われ，2001年1月1日に型抜きロボットの開発と生産がシュベリーンで開始
されました。その後数年に渡って，いくつかの新しいロボット・タイプが市場に
投入されました。これらは継続的に更新され，改良されています。

現在のリニア・ロボット製品には4つのサイズが

あり，モジュラー製造システムにより，最高

350,000種の別形が可能です。ロボット軸のスト

ローク長といった態様に対する顧客の要求は，

27人の従業員チームによって個別に実行するこ

とができます。南北ドイツ間の協力は模範的で

す。「シュベリーンにおける数十年のロボット製

造の経験は，ミュンヘンにおける射出成形技術

に完全に取り入れられています」と，シュベリー

ン工場長ユルゲン・ブランズは語っています。

レンゾ・ダバーツ：ネスタ
ルの新CEO

2016年7月1日，ネスタルの新CEOにレンゾ・ダバーツが就任しました。彼は，

2012年以降CEOとしてネスタルを運営していたハンス・ウルリッヒ・ゴルツの職

務を引き継ぎました。「後継者にレンゾ・ダバーツを持って嬉しい。彼は，顧客と

社員の両方から高く評価されています。近年，彼は，ネスタルのサービス事業

分野のために卓越したグローバルな地位を確立するのに重要な役割を果たし

ました。戦略的な観点から見て，ネスタルの運営と一層の発展に成功すること

は間違いない」と，ハンス・ウルリッヒ・ゴルツは語っています。ダバーツは25年
間，ネスタルで働き，着実に昇進してきました。1989年に見習い電気技師として

入社し，すぐに技術サービスの責任者，その後，アフターサービスの責任者と

いった管理職に就きました。2012年以降は，ネスタルと，クラウスマッファイ・グ

ループの総合部門インジェクション・モールディング・マシナリーの両方でサー

ビス担当副社長を務めてきました。引き続き，この職務に就く予定です。ハン

ス・ウルリッヒ・ゴルツは，ネスタルの新取締役会長に就任します。

人事異動に伴い，ネスタルは，会社とブランドのグローバルな地位の継続性と

安定性に専念しています。「ネスタルは，世界中の顧客から，高性能・高精度

の射出成形機器の一流サブライヤーと見なされています。私は，長年，良き職

場仲間だった販売・マーケティング副社長のマルクス・ダル・ピアンと共に，こ

の一流の地位と順調な営業を強化したい」と，ダバーツは強調しています。ダ

バーツは，ますますコスト集約型になる環境での国際競争力の拡大によって，

ネーフェルス工場を長期的に保護したいとも考えています。ネーフェルス工場

は，短いサイクル時間と極限精度を誇る高速プレミアム製品のコンピテンス・

センターです。「私の目標は，今後もお客様に最良の製品とサービスを提供す

ることです。この点で，私はグローバルなネスタル・チームの能力と熱意を信頼

しています。ネーフェルス工場の長期的な保護と発展は，私にとって特に重要

です。ネスタルは今後もグラールス州における大事な雇い主でなくてはなりま

せん。なぜなら，150年以上にわたって，ネスタルの心臓はここネーフェルスで

鼓動してきたからです。また，これからもそうでなくてはならない」と，ダバーツ

は付言しました。

ネスタル・マシーネン社は，1992年以降，クラウスマッファイ・グ

ループの傘下となっています。

レンゾ・ダバーツ

2016年7月1
日からネスタ

ルの新CEO
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全電気式，オーダーメイドの機器

クラウスマッファイは，エンドユーザーがその具体的な製造ニー

ズに従ってカスタマイズできる初のオール電化マシンを市場に

投入します。この新しいPXシリーズは，オール電化射出成形マ

シンの利点を前例がない方法で最高のモジュール性と結合して

います。加工業者は，あらゆる生産段階で精度，生産性，柔軟

性を改善できます。

K 2016の来場者は，新型のPXライブをさまざまな業界での用途と機器の豊富な選択肢と共に体験

できます。

新型PXシリーズ：全電気式射出成形機

新しい駆動装置に支えられた性能

構想から現実へ

デュッセルドルフにおけるK 2016では，ネスタルは，業界を問わず，革新的

生産システムの専門プロバイダーとしての売り込みを図ります。ELIOS
7500をリリースすることによって，ネスタルは，薄肉包装部門における新し

い標準を定める新型プレミアム射出成形機を世に出します。このマシンは

最高級の設計により，高精度の連続運転が可能であり，また，個々のニー

ズに従ってカスタマイズすることができます。

ネスタルの見本市ブースの来場者は，様々なエキサイティングな製品イノベーションと，精巧で細部

にこだわったソリューションを目の当たりにするでしょう。

クラウスマッファイ・ベ
ルストルフ

23版元

2016年11月～2017年6月の見本市カレンダー

コンポジット・エンジニアリング・ショーNEC（バーミ
ンガム，イングランド）

02.11.2016-03.11.2016 クラウスマッファイ

ウオータープルーフ・メンブレン（ケルン，ドイツ） 07.11.2016-09.11.2016 クラウスマッファイ・ベルストルフ

ガルフード・マニュファクチュアリング（ドバイ，アラ
ブ首長国連邦）

07.11.2016-09.11.2016 ネスタル

フェイプル（サンパウロ，ブラジル） 08.11.2016-10.11.2016 クラウスマッファイ

コンポジット・ヨーロッパ（デュッセルドルフ，ドイツ） 29.11.2016-01.12.2016 クラウスマッファイ

ラバー・テク（上海，中国） 01.12.2016-03.12.2016 クラウスマッファイ・ベルストルフ

プラスト・ユーラシア（イスタンブール，トルコ） 07.12.2016-10.12.2016 クラウスマッファイ

アラブプラスト（ドバイ，アラブ首長国連邦） 08.01.2017-10.01.2017 クラウスマッファイ・グループ

スイス・プラスチック（ルツェルン，スイス） 24.01.2017-26.01.2017 クラウスマッファイ

インタープラスティカ，モスクワ，ロシア 24.01.2017-27.01.2017 クラウスマッファイ・グループ

タイヤ・テクノロジーEXPO（ハノーバー，ドイツ） 14.02.2017-16.02.2017 クラウスマッファイ・ベルストルフ

ガルフード（ドバイ，アラブ首長国連邦） 26.02.2017-02.03.2017 ネスタル

PUテク・インド（ニューデリー，インド） 08.03.2017-10.03.2017 クラウスマッファイ

JECワールド（パリ，フランス） 14.03.2017-16.03.2017 クラウスマッファイ

ユーテックラス・アメリカス（メキシコシティー，メキ
シコ）

04.04.2017-06.04.2017 クラウスマッファイ

ジャザグロ（アルジェ，アルジェリア） 10.04.2017-13.04.2017 クラウスマッファイ

タイヤ＆ラバー（モスクワ，ロシア） 17.04.2017-20.04.2017 クラウスマッファイ・ベルストルフ

コンパウンディングワールド（ケルン，ドイツ） 24.04.2017-26.04.2017 クラウスマッファイ・ベルストルフ

ムオヴィ・プラスチック（ラーティ，フィンランド） 27.04.2017-28.04.2017 クラウスマッファイ

インターパック（デュッセルドルフ，ドイツ） 04.05.2017-10.05.2017 クラウスマッファイ, ネスタル

プラスティコ・ブラジル（サンパウロ，ブラジル） 22.05.2017-26.05.2017 クラウスマッファイ, ネスタル

FIP（リヨン，フランス） 13.06.2017-16.06.2017 クラウスマッファイ, ネスタル

http://www.kraussmaffei.com/
http://www.kirchhoff.de/


エンジニアリング・
バリュー

高度な総合設備効率（OEE）は，貴社の成功の基本的な前提条件です。 したがって，クラウス

マッファイ・ベルストルフの製品ポートフォリオは，貴社の生産の経済的効率性と持続可能性を高

めるカスタマイズされたマシンおよび製品と，それらに完全に適合するサービスで構成されてい

ます。

OEE プラス
貴社のために費用効果を改善

kraussmaffeiberstorff.com/oee

クラウスマッファイ
ベルストルフ
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