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本誌をご愛読いただいている皆様へ

当社が関わるこの業界では、以前にも増して世界レベルで同質の動向が見られるようにな

り、当社の戦略である優れた技術を駆使してお客様の効率向上を目指すという方向性を裏

付ける状況となっています。都市部では都市化によりインフラや物流を拡大する必要性が

増しており、また環境意識の高まりが省資源化・省材料化につながる技術の需要を後押し

しています。こうした動的な環境の中でお客様に提供させていただくのは、競争力を高める

ための基盤となる高性能な機械やサービスの熟練度です。当社の製品品質は、ドイツのお

客様をはじめ、中国やアルジェリア、ベネズエラあるいはロシアの世界市場においても訴求

力があるため、当社機械の性能や寿命をさらに増大させるべく引き続き活動してまいります。

今号では、最新技術を活用するユーザの報告書をはじめ、当社コンセプトであるOEEのプラ

スという点で機器全体の効率性をさらに高めてくれる新たな開発情報についてもご覧いた

だけます。

チャイナプラス展では、性能的に良好だった一連のシステムから2台の装置を展示い

たします。中国が自国向けに生産した2軸押出機ZEパフォーマンスは、最高品質のコ

ンパウンドを製作できる第一候補としていただける装置です。またパイプ生産における

コニカルニ軸押出機 KMD63K/Rは、中国で使用するU-PVCの配合に最適な技術を提

供いたします。

クラウスマフェイ・ベルストルフの装置は、最高の性能を長期間維持するよう設計・製作され

ています。競争上優位となるこの利点を持続可能な方法でユーザー支援に役立てる確実か

つ高度なサービス体制です。ここで重要なのが定期的なサービスの提供をはじめ、製品需要

が変化した際に制御システムやアップグレード向けに新たな基準に対応させることです。これ

により機械の寿命を長期的に効率良く確保することが可能となり、ひいては設備投資の持続

可能性も保証されるのです。「サービスで確かな未来を」 という内容が今号の特集記事とし

て取り上げられているのもこのためです。

どうぞ最後までお楽しみください。

敬具

ピーター・ルース

クラウスマフェイ・グループ
押出技術部門社長
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押出機のライフサイクルに沿って行われる更新及びアップグレード

サービスで確かな未来を
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吐
出量対段取り時間、生産性対品質、

保守費用対供給信頼性－最適化す

る必要があるのはもはや個別のパラ

メータではなく、むしろシステム全体

総合的に考える

このすべてに対応するためのコンセプトがOEE
（設備総合効率）です。OEEとは、生産システ

ムについて耐用年数全体を通して総合的

に検討することをいい、これにより特典とし

てクラウスマフェイ・ベルストルフの専門家

や技術者が特殊な専門知識や経験をお客

様にご提供し、お客様はそこから利益を得

ることになります。

投資した設備を守る

クラウスマフェイ・ベルストルフ製押出シス
テムは、通常は設置から長い年月を経て
「引退」となりますが、この間は操作の即応
性が高く、それと連動して製品品質も高く維
持されます。これを実現するにはまずはシス
テムの構成部品の品質がすべて高いことが
前提条件となりますが、高性能システムだけ
では不十分で、加えて高度な操作と継続的な
メンテナンスも必要となります。

クラウスマフェイ・ベルストルフが提供する機械やシステムが、最高の
品質と非常に高い性能を備えていることは言うまでもありませんが、これ

で十分とは到底いえません。最高水準を満たすサービスをお客様に提
供させていただくのは、こうしたシステムの性能や稼働率についても製品

寿命に渡り維持していきたいという当社の思いがあるからなのです。

本文：アンドレアス・ヴェースラー、アナマリー・パブス 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ

からサービス対応、また必要に応じたシステム

の修理及び改良又は更新から、取り外し、分解、

及び販売の可能性に至るまで、お客様には常

にサポートを提供いたします。

試運転及び研修

まずは押出システムのライフサイクルを追っ

てみましょう。最初にシステムを設置します

が、これは経験豊富なクラウスマフェイ・ベル

ストルフの従業員がすべて対応いたします。

試運転時には当社の専門家の立合いの下

生産業務の内容に従いシステムを設定し、

機械オペレータの方に研修を行い、サンプル

や受入れ用の運転は実際の状況下でお客様

と一緒に行います。

5クラウスマフェイ・ベルストルフ 特集記事

最先端の制御システム

直感的な操作を実現するマルチタッチ技術による完全

押出システムの制御及び監視（モニタリング）

お客様と需要に応じた特注サービス

クラウスマフェイ・ベルストルフが、システムの

ライフサイクルのすべての段階で需要を満たす

幅広いサービスを提供させていただいているの

は、上述の為なのです。機械の設置や試運転

の性能や稼働率、製品品質を製品寿命に渡り成功

裡に達成させるための基準なのです。



お客様窓口:

ハノーバー拠点

サービス部門責任者

カルステン・フリッツ

carsten.fritz@kraussmaffei.com

ミュンヘン拠点
サービス部門責任者
ステファン・キング
stefan.kling@kraussmaffei.com

行っていただくためのサービスであり、クラ

ウスマフェイ・ベルストルフのサービス体制

で最も重要な役割でもあります。

より望ましいのは予防すること

多くのお客様にとってより望ましいのは、突

発的な故障に対処するよりも予防することで

す。まずは機械オペレーターの訓練を行いま

す。これは微かな感覚が求められるシステム

の管理を行い、問題が重大化する前の初期

の段階でその兆候を発見することは、訓練を

受けたオペレーターのみが実行できる為です。

定期的にサービスを受けていただくことで多

額の出費となるダウンタイムを防ぐことも可

能な為、定期的な周期で行う検査等の予防

サービスの方が優れていることは言うまでも

ありません。たとえばクラウスマフェイ・ベル

ストルフでは、既定のサービス・パッケージ

として 「ギアボックスの解析 」又は 「 スク

リューの測定」を行います。もう一つテレ

サービスという予防策がありますが、これ

によりクラウスマフェイ・ベルストルフ社によ

るお客様の押出機の遠隔制御が可能にな

ります。

更新及びアップグレード

最新の技術で生産方法を変えることは、耐用年数が
長いシステムでは稀です。これは既存システムに
最新技術を統合することもできる為、必ずしも
その既存システムを完全に置き換える理由にはなり
ません。最新の操作制御システムあるいは新たに開
発された機械部品に関わる場合でも、クラウスマ
フェイ・ベルストルフの専門家がご案内する適切
なアップグレードにより、個々の部品の交換から
完全な組立品の改造に至るまで、お客様は最新の技
術

システムの立上げ前に、現地で保管する必要

がある摩耗部品のスペアパーツ・パッケージに

ついてお客様と当社専門家で合意してから立

上げ作業を行います。

システムの試運転や立ち上げはクラウスマフェ

イ・ベルストルフのリモートメンテナンスシステ

ムによるサポートの下で行います。システムの

耐用期間中はお客様のご要望に応じていつでも

ご利用いただけます。

ホットラインによる専門知識の提供

上記システム以外にも継続的にご利用いただ

けるのが、ホットラインによるサポート対応です。

これはシステムに問題が発生した場合に素早く

回復させて使用可能な状態になるようサポート

させていただくサービスで、迅速かつ高度なアド

バイスと十分な訓練を受けた技術者を派遣する

ことで、お客様の施設でスムーズに生産を

にアクセスしていただけます。

長寿命化の為のアドバイス

システムの生産性は、特に制御システムや電子部品
を改造することで著しく向上する場合が多く、これによ
り生産品質や稼働率も向上し、ユーザーの作業状況
も楽になります。つまり、システムの年数や保留となっ
ていた修理状況から「交換時期が到来した」と考えら
れる場合でも、クラウスマフェイ・ベルストルフ
の専門家にご相談いただく価値はあります。
お客様の方では、お客様の具体的事例に適
した対策や投資関係についてご検討いただ
くことになりますが、一般的な分解検査に
よってあと数年は十分生産可能な機械であ
ることが確認できる場合もあります。

あらゆる需要に対応する実践的なプログラム

サービス&
ソリューション

常備パッケージ

サービス&
ソリューション

基本パッケージ2

サービス&
ソリューション

実行時

サービス&
ソリューション

アドバンストパッケージ

サービス&
ソリューション

研修時

サービス&
ソリューション

プレミアムパッケージ

サービス&
ソリューション

基本パッケージ1

→詳細はこちらから！

http://www. 
kraussmaffeiberstorff.com/ 
en/service-packages.html
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AHEAD：クラウスマフェイ・ベルストルフ中国のサービス体制に

ついて、現在はどのような構成になっているのでしょうか。

シュスキー氏：上海・深圳のお客様について、現在計13名のサー

ビス技術者により対応させていただいております。お客様の既設

システムの定期点検やサービス対応は、当社のコア・コンピタンス

の一端であると考えており、現在はこのネットワークを継続的に拡

大している過程にあります。生産能力を絶えず高めることだけでな

く、技術者を対象としたトレーニングも継続的に提供しております。

つまり当社のお客様にとっては、最先端の知見を活用した有能か

つ高品質なサービスをお受けいただけるということです。当社の

サービスにより、お客様の生産工程において信頼できるシス

テム・アクセスを確実に確保いただくことで、競争優位性の

獲得につながります。

AHEAD ： 中国拠点で提供しているサービスにはどのようなものがあり

ますか。

シュスキー氏：クラウスマフェイ・ベルストルフでは、中国におけるサー

ビス範囲についても継続的に拡大しており、その範囲は定期検査か

ら摩耗測定、お客様の拠点で常時対応可能なサービス技術者に提供

するギヤ解析にまで及びます。もう一つ焦点として、既存システムの

最新化があります。ここでは詳細な分析を行った後に改善に向けてお客様

に具体的な提案を行いますが、例として、押出工程における効率の高め方を

提案させていただくこともあります。

AHEAD：最も信頼できる制御システムであっても年を追うごとにエラー

が発生しやすくなりますが、お客様をサポートする為の周辺サービスは

どのようなものを提供しているのでしょうか。

シュスキー氏：要求事項が増えた場合、古い制御システムを最新の技

術にアップグレードする必要が出てくることがよくあります。最新の制御

システムとしてクラウスマフェイ・ベルストルフの高度プロセス制御シ

ステムがありますが、これによりお客様は、処理タスクや機械構成

の制御、調節、監視が簡単に行えるようになります。高度プロセス

制御システムの制御や可視化に関わるあらゆる機能がこのシステ

ムで手に入ります。また大きさについても、それぞれの押出機に合

わせて柔軟に変えることができます。制御システムをクラウスマフェ

イ・ベルストルフ の高度プロセス制御システムにアップグレードいた

だくことで、対象の機械がより最新の状態となり、ひいては長期的な

効率向上につながるのです。

AHEAD：お客様の個別のニーズに応じたサービスを注文することは可

能でしょうか。

シュスキー氏：もちろん可能です。お客様のニーズがどのような内容

であっても、その個々の要件が確実に満たされるよう当社のサービス

をお役立ていただけます。当社のサービスにより競争力が高まり、所

有総コストという点において効率的かつ持続可能な生産に大きく貢献

いたします。

対談は以上です。ありがとうございました。

「もちろん、お客様のニーズがどのよ
うな内容であっても、その個々の要
件が確実に満たされるよう当社の
サービスをお役立ていただけま
す。」

信頼できるサービスを

13名の従業員体制で、

クラウスマフェイ・ベル

ストルフ 中国のお客様

にサービスを提供。

スヴェン・シュスキー氏との対談

中国のサービスで重要なのは
専門的知見
ハノーバー拠点のスペアパーツサービス部門の取締役であるスヴェン・シュスキー氏は、クラウス

マフェイ・ベルストルフ中国のサービス体制の立上げの先駆者として初期段階を支えた人物です。
AHEADでは、中国における今後のサービス活動の拡大についてお話を伺いました。

対談：アンドレアス・ヴェーズラー 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ
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チャイナプラス展で市場導入された

KMD 63 K/R コニカルニ軸押出機

パフォーマンス・シリーズ

小口径・ツイン・ストランド[2本取り生産用

コニカルモデル

「コニカルモデルの導入により、 2本取りシ

ステムをはじめ最大小径63mmという頑丈な

機械を取り扱うパイプメーカーの要求事項に

対し、専門的に対処することができるように

なる」 と、中国押出部門の副社長であるカイ

ユン・ファン氏は強調します。広州のチャイナ

プラス展で初公開される予定の当モデルは、

130～360kg/時の性能範囲で設計されており、

これは現地中国のU-PVC配合にきっちり合わせ

たものです。低性能範囲には、伝統的にコニカ

ル設計機が使われることが多いため、それに相応

したコンセプトとなっています。

力強く柔軟でコンパクト

「36DパフォーマンスシリーズのモデルはU-
PVC分野の高出力範囲でもまだ使えますし、ま

た専用機であるKMD 60 KK及びKMD 90-26は
C-PVC加工用に使える為、当社ではパイプ加工

全体を対象としています」とファン氏は言います。

省スペース設計以外のコニカル押出機の特

徴として、優れた高性能ギヤボックス、それ

からプロセス技術という点から見た高水準の

柔軟性・プロセス安定性が挙げられます。C6
制御システムには監視・制御機能を数多く備えていま

すが、これらは最適な生産工程の重要ポイントです。

現地ドイツで組み立てられた

最高品質の構成部品

「当社が一貫して追求しているのは、中国市場を対

象とした総合的かつ費用対効果の高い生産方法と

いう点で高度な品質基準です」とファン氏は力説し

ます。「当社のパフォーマンスシリーズでは機械品

質の高さとドイツの専門技術が頼りですが、製品は

中国のニーズに合わせた特注品です。このため機

械の性能を決定する構成部品はドイツにある当社

の主要工場から調達しますが、仕上げや設置、試

運転は海陽で行います。これにより中国で通常行

われている配合や市場要件に対応する最高の品質

をお客様にお届けすることができるのです」とファン

氏は述べています。

OEEのプラスにより品質を高める

モリブデン溶接スクリューと深窒化鋼シリンダー

により高効果の耐摩耗性が得られる為、様々な

P VCパイプ混合物を費用対効果的に処理でき

るようになり、ひいては機械の長寿命化を確実

にします。

クラウスマフェイ・ベルストルフが中国のお

客様に提供する高い性能と最大限の稼働

時間、最適な品質の正しい組み合わせによ

り、システムの総合設備効率を高めてくれ

ます。

ブランド及び市場

コニカルニ軸押出機

中国のパイプを最高品質の
機械で配合する

チャイナプラス展の事実上の目玉として中国広州で

初披露される新KMD 63 K/R コニカルニ軸押出機。こ
の押出機に最大限適しているのが、中国で一般的に
使われるU-PVCの配合です。この押出機を提供するこ

とで、クラウスマフェイ・ベルストルフのU-PVCパイ
プ部門の中低出力範囲における性能範囲が広がっ

ています。

本文：アナンナリー・パブス 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ

お客様窓口:

カイユン・ファン

押出部門 中国拠点副社長

kaijun.fan@kraussmaffei.com

→ OEEのプラスにより

お客様の費用対効果を後押しする

お客様の競争力を確かなものに

性能・稼働率・品質の向上により

設備総合効率を高める

www.kraussmaffeiberstorff.com/oeeplus
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お客様窓口:

ゼノ・ドゥ

ニ軸押出機部門 中国拠点営業部長

zeno.du@kraussmaffei.com

「新しい配合機を使い始めてから、当社では費用対効果や、競争の激し

いポリアミド配合市場で競争力を維持する力が著しく向上しました」と

Zhejiang Xinlistates社のYe Yaoting氏は言います。この配合機がクラウスマ

フェイ・ベルストルフの新ZEパフォーマンスシリーズニ軸押出機であ

り、中高価格市場のニーズに正確に合わせた性能特性を備えてい

ます。

Xinli社では年間生産能力2万トンのラインが計25本あり、ここで自動車及び電気

産業用のPA6・PA66防炎／補強コンパウンドを生産しています。こうした業界のお

客様が求める基準は非常に高く、競合商品と一線を画してChint社、Tenen社、

Huanyu社、Great Wall Motors社といったお客様とのビジネス獲得を期待する全

てのプラスチック加工業者にとって、製品品質の高さは絶対に不可欠なのです。

Ye Yaoting氏は、「緩やかで優れた混合を行う新押出機で生産するコンパ

ウンドは、同等製品よりも遙かに優れた機械的性質を備えており、機械の

生産性も高まります。」と言及しています。

用途が幅広い

ZEパフォーマンスには、すべてのニ軸押出機と同様に、大手サプラ

イヤーのリソースを使ってクラウスマフェイ・ベルストルフが独自開発

した処理エレメントが備わっています。標準的な配合作業用に特別に

開発されたスクリューエレメントとZEパフォーマンスとの連動により、

配合品質と生産性の幅広い用途を提供いたします。処理ユニットは

モジュール設計となっている為、様々な用途の吐出量に適応させるこ

とができます。

吐出量が300～1,200kg/時の場合にご利用いただけるZEパフォーマン

スの大きさは52及び62で、これはコンパウンドの標準的な製造範囲全体

が対象となるサイズです。ハウジングは様々な機種に対応するため4つの

サイズを揃えており、L/D比は4、8、10又は12の中から処理内容に合わせ

て最適なものをご利用いただけます。冷却は水の注入により、加熱は電熱

カートリッジにより行います。ハウジング・エレメントの交換はC-クランプ・フ

ランジ・システムにより素早く簡単に行い、これにより段取り時間が確実に

短くなります。

ご満足いただいている中国のお客様から、「当社製品でお客様の信用を高めてくれ

ると市場で評判を呼んでいる」とのお言葉をいただきましたが、これは押出機の性

能パラメータだけではなく、機械メーカーのチームとの連携もあって成し得るもので

す。「クラウスマフェイ・ベルストルフからは当社の要望に合わせたソ

リューションを提供していただき、疑問点や懸念材料についても迅速かつプ

ロフェッショナルな方法でサポートいただいてます」とお客様。

チャイナプラス展で公開された
新ZEパフォーマンス

ニ軸押出機

中国向けの機械を中国から：

ZEパフォーマンスシリーズ

最高の性能で
高い水準を実現

クラウスマフェイ・ベルストルフが中国のお客様向け
に中国で生産している新ZEパフォーマンスニ軸押出機は、
中国市場に特別に合わせた性能特性を備えた機械です。

温州にあるZhejiang Xinli New Material社で当シリーズ
の配合機を数か月間ご利用いただいてますが、お客様

には大変ご満足いただいております。

本文：アンドレアス・ヴェーズラー 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ
ユーザーの成功事例

Xinli社では、自動車・電気産業用のプラスチックをZEパフォーマンスニ軸

押出機で生産しています。
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お客様窓口:

ウェー・ワグナー

ゴム技術部門長

uwe.wagner@kraussmaffei.com

今年で18年目を迎えたタイヤ技術エキスポが2017年2月14日から16日
まで開催されましたが、この展示会が世界中のタイヤ製造業界を引き付

ける存在であることが改めて示されました。国際的な専門家グループに

とっては、クラウスマフェイ・ベルストルフのブースでタイヤ部品を製造

する最新の押出技術を視察いただく機会となりました。乗用車用ラジア

ルタイヤ（PCR）をはじめ、商用トラック・バス用ラジアルタイヤ（TBR）の製

造システムも展示されました。

企業見学で特に目玉となったのが最新世代のヘキサプレックス・ユニットで、

6つの異なる押出機が特徴となっています。このユニットでは、１回で異なる

材料を混ぜ合わせたタイヤ部品（内部部品の場合はキャップ2回

分、ベース、ウィング、クッション及びチムニー）を最大6つ組み合わせて

ランニングストリップを形成することができます。当ユニットはモジュール

設計の為、新たな押出ユニットには要件に応じて45～250mmのスク

リュー径のコールド・フィード押出機を搭載することができます。

来場者が目にしたこれまでとは全く異なるローラーヘッド・システム

これに加えて導入されたのがローラーヘッド・システムで、品質、生産性、耐
久性について最高の基準を満たすシステムです。このシステムにはクラウ
スマフェイ・ベルストルフが独自に開発した押出機、押出機ヘッド及び2本
ロール・カレンダーが搭載されています。この次世代システムにより、 最大
幅500mmの高気密インナーライナーを生産することができます。カレンダ

ロールは特殊な方法で支持・熱バランスが行われている為、一定の生産信
頼性が保証されます。またユニークなシャットオフシステムにより、幅の広い
注入ヘッドでも開閉が素早く行えます。

専門家グループによる見学の締めくくりは、シングル・ローラーヘッド装置で

した。これは高品質の異形天然ゴムウェブを様々な幅・厚みで製造する際に

使われる装置で、特に段取り時間の短さと取り扱い易さが強みです。「タイヤ

製造を推し進める上で生産性と費用効率を求めている皆様にとって、事実上、クラ

ウスマフェイ・ベルストルフの押出システムは見逃すことのできない設備なの

です」と、クラウスマフェイ・ベルストルフのゴム技術部門長であるウェー・

ワグナー氏は強調しています。

舞台裏を追う

クラウスマフェイ・ベルストルフの最新技術を追う

タイヤ専門家達

タイヤ技術の専門家と
クラウスマフェイ・ベルストルフ

最高峰の技術が犇めく

展示会ブース

ハノーバーで開催されるタイヤ技術エキスポは、世界のタイヤ製
造技術において最も重要な展示発表会です。本年はクラウスマ

フェイ・ベルストルフの興味深い展示品も発表されました。
企業見学では世界各地のタイヤ専門家達を当社工場にお
招きしました。

本文：アンドレアス・ヴェーズラー 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ
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お客様窓口:

ヨアヒム・ブロドマン

ストリップ巻取装置部門

joachim.brodmann@kraussmaffei.com

長年に渡る試行・試験を経た製品であって

も、さらに改善する余地はあります。クラウ

スマフェイ・ベルストルフの技術者が改めて

注目したのは、現在第4世代となっているゴ

ムローラーを製造するためのストリップ巻取

装置の開発における費用対効果です。高度

な自動化と年々進化する被覆精度を高める

ことで、人件費や材料コストの大幅な削減

が保証されます。

こうした生産性水準の高さは、最先端のゴム押

出機、最適な流量及び被覆制御の相互運用性

を微調整し、かつシンプルな操作性を徹底した

結果です。実質的な成功要因は電子制御シス

テムであり、このデータとプロセス制御により機

械オペレータによるすべての被覆作業を安全

に行うことができます。機械オペレータはゴムコ

ンパウンドを入れ、長さ、直径、層肉厚を入力

す」と説明するのは、クラウスマフェイ・ベルスト

ルフのストリップ巻取装置部門責任者であるヨ

アヒム・ブロドマン氏です。「また立上げ時に必

要な材料も大きく減りました。原材料の大幅な

削減と段取り時間の短縮は、当社のユーザー

が繰り返し感銘を受ける点です。」2016年には、

欧州、アメリカ、アジアの複数のローラ・メー

カーが、クラウスマフェイ・ベルストルフ製スト

リップ巻取装置の使用を開始しています。

するだけで、残りの作業は自動的に行われま

す。

最先端の制御技術により最もシンプル

な操作性を実現

こうした操作の簡素化をはじめ、中央パネル

を介したレシピデータの保存オプション及びリ

アルタイムで呼出しできるオプションにより、コ

ンパウンドの変更に要する時間が短縮されま

す。最終ダイの交換が素早く行えることも、時

間短縮の一因となります。第4世代システム

で使われるゴム押出機で製造するストリップ

は正確かつ寸法上安定しており、これが正確

な被覆の基盤となります。

こうした精度を供給速度やコーティング制御と

組み合わせることで、材料の節約を測定できま

す。「つまりリワークが必要な被覆過剰を最大

70%まで減らすことができるということで

高自動化が魅力のストリップ巻取装置

手軽で安全なロール被覆
高精度ゴムローラーは、繊維産業や家具産業、紙加工、箔産業など、数多くの産業で使われています。お
客様の工場生産向けにクラウスマフェイ・ベルストルフが提供する主要システムは、最高水準の生産性
と製品品質はもちろん、最新の制御技術による操作性の良さも特徴となっています。

本文：アンドレアス・ヴェーズラー 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ
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最
高品質の広告パネルを実現する

32Dニ軸押出機

長期に渡り取引させていただいている

ロースター社（本社はサンクトペテルブ

高品質のPVC発泡シートを

効率良く生産する

32Dシリーズニ軸押出機

ルク）は、開発プロジェクトへの投資を継続的

に行っていますが、その生産工程を最新化す

る中で、コンパクトな発泡シートを生産する為

にクラウスマフェイ・ベルストルフ製のシート

押出機をもう一台購入する決断をされました。

「購入を決意したのは、32Dニ軸押出機の技

術力を通じた素晴らしい経験が影響しました。

当機があれば最高品質のPVCシート製品の

生産を柔軟に行えるよう保証してくれるので

す。」と強調するのが、ロースター社の専務理事

であるアレクセイ・カロベス氏です。「これに加

えてパートナー企業の工程技術に関する優れた

ノウハウから得られるメリットもあります。その結

果当社では、これまで輸入していたものを自国で

製造した一流の製品に代えていくという差別販

売特性を実現したのです。」と誇らしく説明してく

れたカロベス氏。 サンクトペテルブルクで

KMD33-23/PLニ軸押出機の運転を開始したのは

11月ですが、現在は最大幅が2,050 mm、最大

厚が12 mmのシートをそこで生産しています。

36D単軸押出機によるスチールパイプ被覆技術

ヤールツェヴォに本社を構えるSMIT-ヤールツェ

ヴォ社は、PUR絶縁パイプをはじめパイプライ

ン用のHDPEパイプ・成形部品・付属品のPO処

理を行う大手メーカーの一つで、クラウスマ

フェイ・ベルストルフとの協力関係を長期的に

継続することが決まっています。この新たな投

資としてスチールパイプ被覆を加えることで、

同社は自社製品ポートフォリオの拡大を目指

します。納入させていただくのは共押出用に組

み合わせた36D・30Dシリーズの単軸押出機2
台とフラットシート押出ダイが2つです。「こうし

た高効率のシステムを使って、接着剤とPE保
護層をスチールパイプで被覆するのです」と説

明するのは、クラウスマフェイ・ベルストルフ

プレミアム品質システム工学

ロシア市場における
品質の広がり
品質により成果を上げる－ロシア・ルーブルの継続的な為替相場変動にもかかわらず、
ロシアの加工業者が長期的に目指している戦略は最高品質であり、先駆的で複雑な最
終製品を生産する工場への投資が行われています。

本文：アナマリー・パブス 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ、ISTOCK（ストックフォトサイト）
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代表的なスチールパイプ被覆装置の例

→その他詳細については
以下サイトをご確認ください。
www.rosstar.ru
www.smit.su
www.slt-aqua.ru

でロシア地域のセールス・マネージャー を 務

めるヴァディム・シュワルツ氏です。「長年の実績

がある当社の単軸押出機に関わる技術により、

この用途ではまさに欠かすことのできない最大

限の生産信頼性と一定の製品品質を備えた最

適な溶融品質を確保いたします」とシュワルツ氏

は言います。スチールパイプの防食被覆は地下

にパイプラインを敷設する際に必要なもので、こ

れによりパイプの錆びや汚染を防ぐだけでなく、

敷設し易さや長寿命化も確保されます。このシス

テムは2016年末に成功裡に稼動しました。

最高品質のPP-Rパイプ生産を開始した

SLTアクア社

モスクワに本社を構えるSLTアクア社は、パイ

プの加工処理においては全くの新規参入企業

ですが、最高品質の飲料水・温水パイプの生

産に重点を置いています。ここでもやはり最終

製品の品質が完璧であることが、メーカーを選定

する上で決め手となりました。「ラボ試験で特に注意を

払ったのは材料の廃棄です」と説明するのは、SLTア
クア社で専務理事を務めるゲオルギー・グセフ氏。

「材料廃棄水準が最も低かったのはクラウスマ

フェイ・ベルストルフ製装置で作製したパイ

プサンプルで、結果的に最高品質のパイプ

であることが証明されました」と副技術部長のミ

ハイル・バレフスキー氏は強調します。一つ目のラ

インでSLTアクア社が生産しているのは、直径範囲

が20～110mmのPP-R製飲料水用単層パイプで、

これには KME60 ～ 36B/R単軸押出機と KM-
RKW32-110パイプヘッドが使われています。二つ

目のラインでは中間層がガラス繊維で充填された

3層PP-Rパイプを生産しており、こちらは加熱パイ

プシステムに使われます。ここでは 2台の

KME45‐36B/R 単 軸 押 出 機 の 他 に KM‐3L
RKW73‐160多層パイプヘッドが使われています。

当システムは2016年10月に成功裡に稼動しまし

た。

お客様窓口:

ヴァディム・シュワルツ
クラウスマフェイ・ベルストルフ
ロシア地域セールス・マネージャー
vadim.schwarz@kraussmaffei.com

「購入を決意したのは、32Dニ軸
押出機の技術力を通じた素晴ら
しい経験が影響しました」

ロースター社専務理事 アレクセイ・カロベス氏
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「驚異の材料」という平凡とは言い切れない呼び名の72HA材。この短い呼び

名となった背景には、この材料が炭素やクロムの含有量が高い鉄ベースの粉

末や金合金だからという事実がありま

す。その化学成分により摩耗や腐食に対する優れ

た耐性が保証されますが、これに加えて72HA製部

品の製造工程が二段階であることからも、機械加

工を大幅に楽にしてくれるのです。

72HA

第一段階としてHIP工程の際にブランクが形成されます。

HIPとはホット・アイソスタティック・プレスのことで、加熱

された耐圧容器内で粉末混合物のプレスと焼結が同

時に行われます。この工程で製作される加工物の材料

密度は突出して高くなりますが、最終的な完成部品とし

て望ましい強度がありません。加工物が柔らかい状

態だと作業が楽になり、その後もしばらくは硬化し

ません。これは鉄ベースの72HA材だからこそ可

能な工程なのです。

交換時期の間隔が長くなる

クラウスマフェイ・ベルストルフで樹脂技術開発を担当するプロセス・

エンジニア、アンドレアス・マドル氏は、この新材料のメリットについて次

のように力説します。「この材料により摩耗や腐食によるストレスを受け

る際に最適な耐摩耗性が得られ、その結果ハウジング・ライナーの交

換間隔が著しく長くなります。また72HA材は、価格面においても以前よ

りはるかに魅力的な選択肢となります。新世代のハウジング・ライナー

は、最新のZEブルーパワーニ軸押出機シリーズでも利用できるようにな

りました」

最後に生産工程ですが、ZE BluePowerシリーズのライナーに関する特殊

要件を満たすものとなっています。スリーブの特殊な楕円形状は、従来の

製造作業で作製するのは難しいものの、数多く

のメリットがあります。まず第一に冷却・加熱カー

トリッジの穴部分の位置決めが最適化されるた

め、ハウジング・エレメントの焼戻しが効果的に行

えるようになります。

摩耗を撃退するクラウスマフェイ・ベルストルフ

究極の特性を備えた
新たな粉末材

コンパウンディング用押出機で特に課題となるのが摩耗や腐食で
すが、クラウスマフェイ・ベルストルフではニ軸押出機用ハウジン
グブッシュに新たな材料を使うことで、従来よりも優れた取り組みが

できるようになっています。

本文：アンドレアス・ヴェーズラー 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ

お客様窓口:

アンドレアス・マドル

樹脂技術開発プロセス・エンジニア
andreas.madle@kraussmaffei.com

耐摩耗性が最適化された
ZE 65ブルーパワーニ軸
押出機

低摩耗性

新たな72HA材で作られた楕円形ライナー

部を備えたZEブルーパワー・ハウジング
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またこの楕円形状がガセット部でのライナー破損を

防いでくれるため、本体外側からライナーへの熱

伝達が促されます。またライナーは特殊なカラーに

よりハウジング内で軸方向に固定されているため、

固定されていない場合にライナーと本体外側との

間の熱膨張の違いから生じ得るシリンダー接続部

のシール面の漏れ発生を防いでくれます。「新たな

金属材料を使って完全に硬化した複雑な形状のラ

イナーを問題なく製造できます」とマドル氏は絶賛

します。
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お客様窓口:

ピーター・オズワルド
クラウスマフェイ・ベルストルフ
製品管理責任者
peter.oswald@kraussmaffei.com

パートナー及びプロジェクト

アルジェリアで窓枠を

新規参入企業のOxxo 社－
大規模生産

セビタルグループ（本社：アルジェリアのコバ）の新規子会社であるOxxo社はこのほど、アル

ジェのボルジ・ブー・アレリジにある19ラインにおいて、23台のニ軸押出機を使った窓枠の生産
を開始しました。また安価なコア材を使った窓枠を共押出で生産する為に組み合わせた機械も
4台提供いたしました。

本文：アナマリー・パブス写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ

クラウスマフェイ・ベルストルフの装置で

製品ポートフォリオを拡大する

「窓枠押出分野における当社お客様の一員と

して新規参入企業をお迎えできることは、当

社にとって非常に光栄です」と充実した様子

で話すのは、クラウスマフェイ・ベルストルフ

で製品管理責任者を務めるピーター・オズワル

ド氏。「受注量は、Oxxo社が市場でどの程度の

位置付けを望むのかによって決まります」 とオズ

ワルド氏は付け加えます。窓枠押出によりセ

ビタル社は、子会社のMFG（Mediterranean 
Float Glass）社が生産する確立製品の板ガラ

スと並行して、更なる足掛かりを築くことがで

きます。クラウスマフェイ・ベルストルフの実

績ある32Dシリーズのニ軸押出機と、今や市

場で十分に確立されたコニカルモデルは現

在、窓枠とロールシャッタースラット両方を生

産するためにアルジェ付近に新設された生産

工場で使われています。

意欲的なオペレータを対象とした

集中実地訓練

集中訓練プログラムの際は、機械の機能や技

術について機械オペレータに徹底的に習熟し

てもらいます。「力強く局所的に取り組んでくだ

さったクラウスマフェイ・ベルストルフとその専

門家チームには、大変感謝しております」と話すの

は、Oxxo社でサプライ・チェーンのディレクターを

務めるホシネ・メジャーハッド氏。職務では工

場全体の設置や立ち上げも担当しています。

事業拡大を図る新参企業
セビタル・グループは1971年以降、様々な産業分
野のアルジェリア市場で取引を行ってきました。
例えば2007年に設立された子会社のMFG社では、

建設産業用に様々な種類の板ガラスを数多く

生産しており、その日産量は1,400トンです。こう

した製品は2008年以降、国内市場と欧州で販

売されてきたものです。同社は市場戦略の理

由から、その製品ポートフォリオに窓生産を含

める決定をしました。この窓は新たに設立さ

れた子会社であるOxxo社により製造・販売さ

れています。

当初は年間で720,000枚程度の窓生産を予定し

ていましたが、その他の拡大フェーズも少しづつ

実行していく予定です。

異形押出ラインの生産風景
クラウスマフェイ・ベルストルフ製単軸・共押出装置を使って生産される
アルジェリア市場向け窓枠

15クラウスマフェイ・ベルストルフ パートナー及びプロジェクト

mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com


性能を高める

共押出と組み合わせて
製造するツイン・ストラン
ド・プロファイル

クラウスマフェイ・ベルストルフの長年のお客
様であるシューコ・ポリマー・テクノロジー社は、
来年早々にヴァイセンフェルス工場において、

共押出と組み合わせたツイン・ストランド・プロ
ファイルの試運転を予定しています。このプロ

ジェクトでは、10年以上稼働してきたKMD 114–
32/Pニ軸押出機を新たに共押出と組み合わせ
て統合しており、KMD 63 K/Pコニカル機も2台
備えています。

本文：アナマリー・パブス 写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ、ISTOCK（ストックフォ
トサイト）

頑
丈な32D押出機を改造して費用対効

果に優れた高性能の共押出成形を
実現
「シューコ社の特殊要件を満た
したのは、当社のツイン・ストラ
ンドの共押出というコンセプトで

す」と話すのは、クラウスマフェイ・ベルスト

ルフのドイツ営業担当であるマーク・ストラ

ム氏です。「単軸押出機として10年以上稼働

してきた機械を新型の効率的かつ高性能なツ

イン・ストランド押出機と統合し、共押出によ

る窓枠を700～800kg/時という高出力にて生産

しています」とストラム氏は続けます。メイン

押出機で調製する材料は、内層用として再生

材又は充填剤の含有率が高くなっています。

ピギーバックモデルとして動作する2台の共押出機

が提供するのはツイン・ストランドの外層で、線毎に

最大200kg/時という性能を備えています。

C6制御システムを実装することで、制御や監視

という点でも最新のシステムとなります。これに

より、特にマルチユニット・システムや下流ユニッ

トで生産を行う押出機について、高い生産信頼

性が保証されます。

「当社が異形押出し用に長年使っているのが、

クラウスマフェイ・ベルストルフ製ニ軸押出

機です」と強調するのは、シューコ・ポリマー・テ

クノロジー社のサプライ・チェーン・マネージャー

であるヨアヒム・パペンハイム氏です。「この

機械はとてもコンパクトで頑丈な為、構成内

容を手直しすることで、手間を省きながらも

信頼性は確保し、何よりも将来的に相当高い

出力での生産が可能になると確信していま

す」とパペンハイム氏は説明しています。

OEEプラスにより費用効率を高める

クラウスマフェイ・ベルストルフはシステム・

コンセプトの最適化を更に進めるべく絶え

ず努力を重ねています。これにより生産工

程の収益可能性が大幅に高まり、ひいては

システムの稼働率や最適な製品品質、最

高水準の性能を実現すべくますます高まる

メーカーからの要望に応えることになるの

です。クラウスマフェイ・ベルストルフのOEEプ
ラスにより、総合設備効率（OEE）を高めるための最

高品質のソリューションをお客様に提供いたします。

お客様窓口:

マーク・ストラム氏

クラウスマフェイ・ベルストルフ

ドイツ営業担当

marc-alexander.stramm@
kraussmaffei.com

転換前後の異形押出機

KMD114–32/Pニ軸押出機を単軸押出成形用

に改良した前後の様子。ツイン・ストランド用

コニカル共押出機2台とC6制御システムを搭

載して改造されている。

AHEAD2017年第01号
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パートナーシップという信頼性

「南アメリカでも建設業界やインフラ分野おいて、

最高品質の製品を使うという傾向が高まってい

ます」と報告するのはツブリカ社のオーナーで

あるラウル・アルヴァレス氏。「当社とクラウス

マフェイ・ベルストルフ社とは、長年に渡り非

常に良好なビジネス関係を維持してきている為、

こうした規模の大きなプロジェクトについても、

当社が全面的に信頼を置く優秀なシステム

パートナーである同社に改めてお願いすること

になりました。同社に対する評価については、

ライン事業における機械品質と工程技術に関

する知見から既に実証されています」とアル

ヴァレス氏は述べています。

ポリオレフィンパイプ加工における革新的かつ

最高品質の製品

様々な製品をご注文いただきましたが、これに

はHDPEやPP-R等のポリオレフィン材を使った

パイプ生産を行うための全体で7台の機械に加

え、石油・ガス産業において高圧域で使われる

革新

お客様窓口:

アンドレアス・ケスラー

クラウスマフェイ・ベルストルフ

ミュンヘン拠点営業責任者

andreas.kessler@kraussmaffei.com

ベネズエラのパイプ生産

より高い品質と生産量

ベネズエラに本社を置くツブリカ社は、年間およぼ9万トンのパイプを生産する南米大陸最大
のパイプメーカーです。同社は現在、PO及びPVCパイプの生産量を高めるべく複数拠点への

投資を行っています。

本文：アナマリー・パブス写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ、ISTOCK（ストックフォトサイト）

的な複合パイプを生産するためのラインも含ま

れています。クラウスマフェイ・ベルストルフ

ミュンヘン拠点の営業責任者であるアンドレ

アス・ケスラー氏は次のように力説します。「当プ

ロジェクトでお使いいただくのは、当社の実証済

み単軸押出機シリーズと高度なパイプヘッド技

術ですが、ツブリカ社には先進的な材料やプロ

セスによる具体的なソリューションも提供させて

いただいております。当システム（合計で10のラ

インと2台の単軸押出機）は、2017年度半ばを目

途に少しづつ稼動を進めている段階です。」

標準規格のPVCパイプを高性能システムで

製造する

ご注文いただいたのは、POシステムに加え、

PVCコルゲートチューブ生産用の押出機が

複数台、 PVCパイプ生産用ラインが複数、

ならびに（径範囲が63 ～160 mmの）U-
PVC下水道パイプ生産用ツイン・ストラン

ド・システムです。 「ツイン・ストランド・ライ

ンの設計は、その見事な省スペース要件

が特徴です」とケスラー氏は説明しています。

「KMD 108–36/Rニ軸押出機2台を組み合わ

せることで、非常に省スペースかつ高性能でエ

ネルギー効率の良い生産を可能にする、オー

ダーメードのソリューションをお客様に提供いた

します。これは僅かでも利益率を高めつつ寸法

の大きな標準規格のパイプを生産する必要が

ある場合に興味深いソリューションです」とケス

ラー氏は言います。

納入前にK 2016の出展機として展示された成約済みシ

ステムの傍らに立つツブリカ社とクラウスマフェイ・ベル
ストルフ社のチームメンバーら。

→ OEEのプラスにより

お客様の費用対効果を後押しする

お客様の競争力を確かなものに

性能・稼働率・品質の向上により

設備総合効率を高める

www.kraussmaffeiberstorff.com/oeeplus
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AHEAD誌：樹脂・ゴム業界におけるクラウスマフェイ・グループの役割について、

どのようにお考えでしょうか。

スティーラー博士：当社が関わるこの業界は世界規模で拡大しているため、

数多くのチャンスが生まれています。当社の立ち位置は良好であり、過去最

高業績の年となった2016年来の勢いをうまく利用したいと考えています。

AHEAD誌：御社の具体的な強みは何でしょうか？

スティーラー博士：当社の機械技術におけるルーツは強固であり、その

伝統は長きに渡り成功を収めてきました。現在当社では、市場の一

リーダー企業としてグローバルな体制を敷いているため、世界中の数

多くの地域における幅広い顧客ニーズを熟知しています。製品やシス

テムに関する当社の革新力が生み出す価値は普遍的であり、当社の

エンジニアやサービス技術者の熱い情熱の結果でもあります。当業界

の最高品質基準は、当社の技術により設定されたものなのです。

当社独自の取り組みで
成長
「クラウスマフェイ、クラウスマフェイ・ベルストル

フ、ネスタルは、その歴史を振り返る際に誇らしく
思えるほど、長きに渡り成功を収めてきていま
す」 クラウスマフェイ・グループと同社ブランド製

品の未来について対談した際にこう言及する
CEOのフランク・スティーラー博士。

AHEAD誌：樹脂メーカーがクラウスマフェイ・グループに期待で

きるものはなんでしょうか？

スティーラー博士：競争力を高める製品やサービスをお客

様に提供することが当社の継続的な使命であるため、今後

も引き続き革新性を付加することで製品範囲を拡大してい

きます。お客様には、当社のシステム・ソリューションを利用

して最高の最終製品を最低単価で生産するという立ち位置

が求められるはずです。当社では標準的な機械も提供して

おり、特殊な要件に対応するソリューションについてお客様

にアドバイスを行っています。

AHEAD誌：技術開発について今後重視しているのは、主にどんな領域で

しょうか。

スティーラー博士：樹脂やゴム業界では、新製品を高品質かつ大量に

素早く費用効率的に生産することを日常的に求められる為、生産体制

のデジタル化や自動化がますます重要になっています。この分野は当

業界に付加価値をもたらす可能性が大きいと考えています。

AHEAD誌：今後の課題についてクラウスマフェイ・グループではどのよ

うな準備を進めているのでしょうか。

スティーラー博士：今後も引き続き当社自らが取り組むことで成長し、中国

その他アジア諸国を中心とした他地域の成長を促進していく予定です。当

社の生産力や開発力を高めることで、それを利用するお客様に近づくこと

になります。ドイツと欧州におけるブランドや拠点は、長期的には人材や技

術という点で強化されていく予定です。これにより当社お客様に安心という

保証を提供することで、今後も引き続きお客様と共に積極的に未来を築い

ていくことをお約束いたします。

“当業界の最高品質基準
は、当社の技術により設
定されたものなのです。”
フランク・スティーラー博士
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ペットボトルの予備成形品を生産
する場合に第一候補となる
ネスタル社のペットボトル用ライン

タイ・ビバレッジ社で使われている
ネスタル社のペットボトル用ライン

タイ及びアセアン地域で最大手の飲料メーカーの一つであるタイ・ビバレッジPLC社
（「タイビバレッジ社」）は、当該地域にビールや蒸留酒、清涼飲料や水等、数多くの人

気飲料ブランドを販売しています。

現在タイビバレッジ社では、生産を拡大させるためにペットボトルの予備成形品用に自社生産ラ

インを設置しています。また子会社のベヴテック社とともに、ネスタル社のペットボトルラインの

シリーズである高性能射出成形システムへの投資も行いました。

優れた技術力

「当社の優れた実績を元に、他の選択肢についても慎重に検討した結果、最先端かつ高効率のネス

タル社製システムを使って当社独自の予備成形品を作製することにしました」と、タイビバレッジ社

の社長兼CEOであるサパナ・シリヴァダハハキ氏は説明しています。ネスタル社のCEOであるレン

ゾ・ダダッツ氏は、バンコクで行われた契約調印式で次のように述べています。「性能や省エネ面で

優れた当社の技術があれば

うまく勝ち抜けると断言できる

為、非常に嬉しく思います」

展示会日程表（2017年5月～12月）

プラストポール（キールチェ／ポーランド） 23.05.2017–26.05.2017 クラウスマフェイ・グループ

自動車技術展覧会（AEE）

（横浜／日本） 24.05.2017–26.05.2017 クラウスマフェイ

成形博覧会（シュトゥットガルト／ドイツ） 30.05.2017–02.06.2017 クラウスマフェイ

FIP（リヨン／フランス） 13.06.2017–16.06.2017 ネスタル、クラウスマフェイ

PSE ヨーロッパ（ミュンヘン／ドイツ） 27.06.2017–29.06.2017 クラウスマフェイ

コンピテンス・デイ パルトルージョン（ミュンヘン／ドイツ） 28.06.2017 クラウスマフェイ

PUテック ユーラシア（イスタンブール／トルコ） 11.07.2017–12.07.2017 クラウスマフェイ

中国複合材展覧会（上海／中国） 06.09.2017–08.09.2017 クラウスマフェイ

ドリンク・テック（ミュンヘン／ドイツ） 11.09.2017–15.09.2017 ネスタル、クラウスマフェイ

コンピテンス・デイ（ミュンヘン／ドイツ） 14.09.2017 クラウスマフェイ

ヨーロッパ複合材展（シュトゥットガルト／ドイツ） 19.09.2017–21.09.2017 クラウスマフェイ

ゴム技術展（上海／中国） 20.09.2017–22.09.2017 クラウスマフェイ・ベルストルフ

コンパウンディングに関するグローバルアジア会議
（シンガポール）

21.09.2017–22.09.2017 クラウスマフェイ・ベルストルフ

インタープラス（バーミンガム／イギリス） 26.09.2017–28.09.2017 クラウスマフェイ

イランプラスト（テヘラン／イラン） 26.09.2017–29.09.2017 クラウスマフェイ・ベルストルフ

クンストッフェン（ブリュッヘン／オランダ） 27.09.2017–28.09.2017 クラウスマフェイ

イコプラスト（バルセロナ／スペイン） 02.10.2017–06.10.2017 クラウスマフェイ・グループ

MSV（ブラノ／チェコ共和国） 09.10.2017–13.10.2017 クラウスマフェイ

ファクマ（フリードリッシャーフェン／ドイツ） 17.10.2017–21.10.2017 クラウスマフェイ・グループ

ガルフード・マニュファクチャリング

（ドバイ／アラブ首長国連邦） 31.10.2017–02.11.2017 ネスタル、クラウスマフェイ

プラスマゲン（メキシコシティ／メキシコ） 07.11.2017–10.11.2017 クラウスマフェイ・グループ

アンディナ・パック（ボゴタ／コロンビア） 07.11.2017–10.11.2017 ネスタル、クラウスマフェイ

防水膜展（ケルン／ドイツ） 14.11.2017–16.11.2017 クラウスマフェイ・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） 07.12.2017–10.12.2017 クラウスマフェイ

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


価値生むエンジニアリング

会社を成功させるには、高い総合設備効率（OEE） が大前提となります。クラウスマフェイ・ベル

ストルフの製品ポートフォリオは、生産上の経済効率や持続性を高めるための最適なサービスを

伴った特注の機械やラインで構成されています。

OEEのプラスにより
お客様の費用対効果を後押しする

kraussmaffeiberstorff.com/oee

http://kraussmaffeiberstorff.com/oee/
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