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価値を生むエンジニアリング



お客様及び関係者の皆様へ

クラウスマファイ・ベルストルフでは「価値生むエンジニアリング」という業務上の指

針を掲げておりますが、これは押出技術部門の新社長である私としては、特に堅持

すべき指針であると実感しております。まずは「価値生むエンジニアリング」を当社の

お客様である皆様の観点から捉え、それから当社の専門知識と能力（「ノウハウ」と

「できること」）を生かしてお客様の価値を創造し、これを長期に渡り維持していくこと

が当社の願いです。つまり様々な課題を迅速かつ専門的に分析、解決するための

信頼性あるサービスを提供するということです。また言及するまでもないですが、こ

れは市場におけるお客様の立ち位置を強化できる新たな製品を開発し、それを長期

に渡り発展させていくということでもあります。

今号のAHEAD誌では、今後持続可能な形でお客様の市場を形成する可能性がある

ヨーロッパやアフリカ、アメリカのお客様の施設で行われている最先端の新規開発事

例をご紹介いたします。

（ドイツのライン川下流地域の）クレーフェにあるエネテック・プラスティック社では、ス

パイラル・ディストリビューターの設計を組み合わせた独自のパイプヘッドにより最大

限のパイプ品質を確保しています。2014年に設立された同社は大きな成長を享受し

ており、年間最大4万キロメートルの5層PE-RTパイプを生産しています。

スペインのソトラファ社では、幅8.3mという非常に幅広のホイル用研磨カレンダーを稼

働させています。更にもう一台優れた機械として、1時間当たりの押出量が70トンとい

う単軸押出機があります。クラウスマファイ・ベルストルフ製KE800は世界最大の単

軸押出機で、テキサスにある大手樹脂メーカーの施設で使われています。

クラウスマファイ・ベルストルフでは、PVCとPOの両分野における造粒システムの受

注が大幅に増加しました。PVC用32Dニ軸押出機、PO材用36D単軸シリーズ及びラボシス

テム用KMD35-26/Lコンパクトニ軸押出機により、すべてのペレタイジング用途において信

頼性と性能を提供いたします。

今号のAHEADをお読みいただき、上記事例やその他「価値生むエンジニアリング」事

例との出会いをお楽しみいただければ幸いです。
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2台の完結システムをエネテック・プラスチック社に納入済み。3台目も間もなく納入予定。

独自のパイプヘッドにより品質を
最大限確保する
「当製品で間違いないと当初から考えていました」と報告するのは、ドイツのクレーフェにあるエネテック・プラス

チック社でマネジング・パートナーを務め、表層交換システム用に生産される5層PE-RTパイプの専門家でもあ
るマイケル・フレンツェル氏です。徹底的に調べ上げた結果、ドイツ・ミュンヘンのクラウスマファイ・ベルストル
フが提供する完結システムを使うことに決めた同氏の目的は、競争力と品質の高さを兼ね備えたパイプを生

産することでした。2014年に設立されたばかりのエネテック・プラスチック社では現在、最大4万キロメートルの
パイプを生産するシステムを2台稼働させており、これが大変うまくいったことから第3ラインを発注し、今年中

に設置する予定となっています。

本文：カリン・レゲル 写真：エネテック・プラスチック社

多層PE-RTパイプ

生産時の様子

こちらをクリックして

動画をご覧ください
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エ
ネテック社の親会社はライン川

下流のクレーフェに拠点を置いて
おり、イタリアのイー・グループ社
の一員でもあります。エネテック

社は、加熱・冷却システムのOEMサプライヤー

として世界的に大きな成功を収めてきています。

「逆統合によりパイプメーカーとなるために当

社がまず決断したのは、当イー・グループ社の

製品用に競争力あるパイプを生産することでし

た」と説明するのは、家族経営の企業で社長を

務めるマイケル・フレンツェル氏です。同氏が

エネテック・プラスチック社を設立し、ヨーロッ

パの新設プロジェクトでは前例のない超近代

的なパイプ生産工場を既存施設の近くに築き

上げたのには、こうした理由があります。「適

切な押出ラインを探しておりましたが、その中

で絶対的な説得力があったのが、システムエン

ジニアや技術者で構成されるクラウスマファイ・

ベルストルフのチームでした。効率や納期とい

う点でお客様の仕様を満たすことができたのは、

クラウスマファイ・ベルストルフというエンジニア

リング企業のおかげです。その他ターンキー・

システムという、稼働が完璧な総合システムを

提供できるパートナーを獲得するということも、

私にとっては非常に重要でした」と、自身の満

足度について力説するフレンツェル氏。その満

足度が最も示されたのは、第2ラインを発注す

ることになった9ヶ月後のことでした。そして今、

第3のラインについても発注いただくことになり

ました。当社の専門家が生産するパイプの

80％は世界中のお客様に輸出されており、そ

の対応範囲は、もはやイー・グループ社そのも

ののニーズに止まりません。「当社製品

の成功の秘訣は、精度や秩序、几帳面さと

いったドイツを代表する長所の中に存在しま

す」とフレンツェル氏は確信しています。つまり

絶対的な寸法精度と抜群の表面仕上げを備えた

最高品質のパイプが時間通り正確に納入される

製品ということです。

PE-RTパイプの成長に対する需要
5層PE‐RTパイプは現在、PE-Xパイプとともに、床
下暖房システム向けに需要が高まっています。
柔軟性があり個別に経路設定が可能なこうした
パイプは、そのEVOH層が酸素バリアの役割を果
たす為、耐久性が非常に高くなっています。「PE-
Xパイプは競合製品と比べると、生産時に架橋等
の後処理がないため、非常に単純な工程技術と
なっています」と、PE-RTパイプを選んだ理由をマ
イケル・フレンツェル氏は説明しています。その他
こうしたパイプの成長市場となるのが、壁や天井
用の冷暖房システムで、世界中の住宅やオフィ
スビルで設置されるケースがますます増えていま
す。

「適切な押出ラインを探していましたが、

その中で、システムエンジニアや技術

者で構成されるクラウスマファイ・ベル

ストルフチームこそが売上げを伸ばす

ことを本当に確信させてくれたのです」

エネテック・プラスチック社
常務取締役 マイケル・フレンツェル氏

正面及び中央部分

C6制御システムとKM-5L-RKW
01-40 5層パイプヘッドを搭載した

KME45-36 B/R メイン押出機

クラウスマファイ・ベルストルフ



パイプの直径は通常8～32ミリメートルで、肉厚

は1.1～3ミリメートルですが、クラウスマファイ・ベ

ルストルフのパイプ押出ラインで対応する寸法は

丁度この範囲です。このため当ラインでは6台の

単軸押出機を備えており、それぞれに独自の材

料重量計測機能が有り、異なる層厚でも完璧に

設定することができます。具体的にはPE-RT内層

用のKME45-36B/Rメイン押出機と、PE-RT外層用

のKME30-30B共押出機です。その他にKME30-
25D/C型共押出機が2台あり、それぞれで接着層

用に原材料を可塑化し、そこにEVOH酸素バリア

層を埋め込みます。このためメイン押出機には、

ピギーバック・ソリューションとしてKME30-25が搭

載されています。最後に 6 台目の KME20-
25D/C押出機ですが、こちらもピギーバック・

ソリューションとして、共押出機のうち1台の上

部に搭載されており、ストライプ用の器具類

の代わりとなっています。

多くのメリットを備えた新たなパイプヘッド
ライン全体のコア部品であるKM5L-RKW01-40
5層パイプヘッドは、ミュンヘンに拠点を置く機械エ
ンジニア製品の斬新さだけに止まらず、その業界
内における独自性でもあります。「当社が成功を
収めたパイプヘッドは、複数のスパイラル・ディス
トリビューターという理念を組み合わせて設計され
ています。これにより、肉厚分布が理想的な多層
パイプを高速で生産することができます」と誇らし
げに語るのは、クラウスマファイ・ベルストルフ
で営業部長を務めるケスラー氏。内側層を軸方
向のスパイラル上に導き、接着層であるEVOH材
は3つのスパイラル・ディストリビュータ上に分布さ
れ外層用にはコニカル・スパイラルを使っていま
す。この設計では層の分布精度が主なメリットで
あり、これによりパイプ生産における材料コストが
大幅に削減されます。「従来の設計と比べると流
れ距離が短く、セルフクリーニングが完備されて
おり、堆積物が蓄積するような死角が一切ない
ということも、新たなパイプヘッドの決定的な利
点となっています」とケスラー氏は詳述していま
す。また「新たなパイプヘッドは、PE-RTパイプや
PE-Xパイプだけでなく精度やコスト効率が基本
となるその他ほとんどの多層パイプでもお役立
ていただけるというコンセプトになっています」。

完璧なソリューションを導く制御システム

「エネテック・プラスティック社向けの

押出ソリューションを実現することで、

我々は完璧なライン設計を単一サプ

ライヤーでも調達できるということが

実証されたのです」 と自信を持って

営業部長は続けた。エネテック・プラ

スティック社向けに設計・設置させて

いただいた完結ラインに含まれてい

る材料計量や下流用の装置は、真空

タンク、スプレー式水槽及び抽出装

置で構成されており、

PE-RTパイプの生産
写真は巻取装置

KM 5L-RKW 01-40
5層パイプヘッド

クラウスマファイ・ベルス

トルフのシステム用コア

部品及び新製品

「当社が成功を収めたパイプ

ヘッドは、複数のスパイラル・

ディストリビューターという

理念を組み合わせて設計

されています」

クラウスマファイ・ベルストルフ

営業部長 アンドレアス・ケスラー

AHEAD 2017年第02号6 特集記事



お客様にご用意いただくのは巻取機のみとなりま

す。そして最後に完璧なソリューションで締めくく

るのがC6制御システムです。「パイプ生産を経済

的に行う上で理想的な前提条件となるのが自動

化というコンセプトだと当社では考えていますが、

当制御システムは、押出機が最大で7台搭載する

共押出システム用に設計されており、非常に最先

端かつ直感的な操作性が特徴となっています」と

マイケル・フレンツェル氏は説明しています。

パラメータ・ページは、24インチのHD画面

上で個別かつ柔軟に作成・表示することが

できます。「エネテック社のシステムでは、マ

スターとして機能するメイン押出機を介して、

その他の装置を個別又は全体的に制御す

ることができます」とケスラー氏は続けます。

そしてエネテック社の社長であるマイケル・フ

レンツェル氏が「押出技術の未来とは、ます

ます高まる市場の要求に対して理想的に備

えるということなのです」と力説し、総括して

います。

PE-RT材で作られた内層

接着層 I 

EVOHで作られた酸素バリア層

接着層 II

PE-RT材で作られた外層

お客様窓口：

アンドレアス・ケスラー

クラウスマファイ・ベルストルフ

営業部長 andreas.kessler@クラウス

マファイ.com

エネテック・プラスティック社
の経営を担う二人組

CEOを務めるマイケル・フレンツェル氏（左）と彼の息子であ

るヤン・フレンツェル氏（QA／規格／承認部門）は、ドイツの

ライン下流地域で2014年に設立されたクレーフェ社におい

て、パイプ専門家の成長を促進するべく共同で取り組んでい

ます。

機械エンジニアとして訓練を受け、様々なパイプメー

カーで役職を務めたフレンツェル氏は2014年にエネテッ

ク社の設立に着手し成功を収めています。僅かながら

空き時間があれば、オランダの海岸でのんびりすること

が楽しみとなっています。
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実際の操作を通じて体験する画期的な技術

大成功収めたテック・デイ
リサイクリング＆コンパウンディング
合同開催となったテック・デイのリサイクリング＆コンパウンディングでは、およそ60名の来場者が訪
れ、プラスティックリサイクルについてクラウスマファイ・ベルストルフとエレマ社が提供する最新技

術や画期的な機械、サービスについて学ぶ場となりました。同展で目玉となったのは、エレマ社のリ
サイクル押出機とクラウスマファイ・ベルストルフのニ軸押出機で構成されるエーデルワイス・コン
パウンディング押出コンセプトで、現在では実際の生産条件下で再配合試験を行えるよう、プラス
テック・リサイクル業者や配合業者の方々も利用できるようになっています。

本文：アンドレアス・ウェスラー 写真：クラウスマファイ・ベルストルフ、エルマ社

実際の操作を通じて体験する画期的な技術
クラウスマファイ・ベルストルフのニ軸押出機部門長であるラルフ・ジェイ・

ダール氏は、「リサイクルの専門家や配合業者、大学機関の代表者にとっ

て、当展示会は最高品質の樹脂・リサイクル技術を直に体験する絶好の

機会となりました」と報告しています。

ブランド＆ 市場

より高い費用対効果を提供する

エレマ社の溶融押出機コレマ ®を備えた2段式

エーデルワイス・コンパウンディング・システム

「現在や将来的なお客様にとって、専門家や業界の仲間と意見を交わす良

い機会となりましたし、エレマ社やクラウスマファイ・ベルストルフの生産ソ

リューションを間近で目にし学んでいただけたのではないでしょうか」 と

ダール氏は続けます。

こちらをクリックして

動画をご覧ください
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お客様窓口：

ラルフ・ジェイ・ダール

ニ軸押出機部門長

ralf.j.dahl@クラウスマファイ.com

実際の条件下で試運転が行えます

エレマ社の溶融フィルタとポンプ付きリサイ

クル押出機（コレマ® 1108T）、クラウスマ

ファイ・ベルストルフ製ZE 60 R UTXi ニ
軸押出機及び水封ペレタイザーで構成されて

います。

将来を見据えたプレゼンテーション

エレマ社で社長を務めるマンフレッド・ハック氏。本物の閉ループ経済に向けた道の

りについてお話がありました。

エルマ社製リサイクル押出機を備えたエーデルワイス・コンパウンディング・シ

ステムを初公開

テック・デイの目玉となったエーデルワイス・コンパウンディング・システム

は、ホイルや繊維、不織布廃材の再処理を行うエルマ社製リサイクル押

出機が特徴となっています。テック・デイでは当システムを使って、工業

化以後の汚染度の異なるホイルを2段階の押出工程においてPPホイル

廃材へと処理し、タルク含有率30パーセントのPPコンパウンドを形成し

ました。当システムは、充填量が最大80パーセント、吐出量範囲が最

大1,000 kg/hに対応するよう設計されています。

インターサロー・ディエンスタストゥス社、ボレリス・ポリオレフィン社、

ベオリア・ポリマーNL BV社、エレマ・エンジニアリング・リサイクリン

グ・マシネン＆アンラゲン社の専門家らによる講演も行われ、その締

めくくりとしてクラウスマファイ・ベルストルフも参加しました。

新たな試験チャンス
「テック・デイの後、エレマ社とクラウスマファイ・ベルストルフのお客様は、

当システムを使って実際の条件下で試験を実施していただけます」と報告した

ダール氏。「高性能押出システムのメリットに加え、スクリューや機械の構成から

完全な生産自動化に至るまで、工程改善に向けてエルマ社とクラウスマファ

イ・ベルストルフが提供するサポートを全面的にお客様に提供いたします」 と

ダール氏は続けます。
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現行の市場要件をすべて

満たす

PVC レシピのペレタイジング用

完全システム

PVCのあらゆる配合に対応

する32Dペレタイジング

押出機

「当社ではペレタイジング装置を現行の市場要

件に体系的に適応させた出力となっています」

と説明するのは、クラウスマファイ・ベルスト

ルフで異形押出とペレタイジングの製品マ

ネージャーを務めるエリック・サンソン氏。例え

ば硬質／軟質PVCの場合、32D二軸押出機で

は最大20パーセント高い出力を誇っています。

スクリュー・コンセプトの最適化によるもう一つ

のメリットが、処理範囲の大きさ-高充填率-
又は材料のリサイクル処理です。

完結システムに投資するお客様

あらゆるペレタイジング要件に対応する
特注ソリューション
PVCとPOの両分野では、顆粒化システムの受注高に大幅な増加が見られます。このほど改訂が行われた工程長

が32L/Dの32D型2軸押出機は、PVCペレタイジング分野での世界的な需要が高まっています。クラウスマファイ・
ベルストルフのお客様はPOのペレタイジングで36D単軸シリーズの信頼性や性能に期待しています。そしてペレ
タイジングの製品範囲の締めくくりとなるのが、ラボ工場用のコンパクトなKMD35-26/Lニ軸押出機です。

本文：アンマリー・パブスト 写真：クラウスマファイ・ベルストルフ

耐摩耗性水準が高いペレタイジング・ヘッドとい

う巧みなコンセプトは、センシティブな腐食性が

高いC-PVC等の材料加工における課題もすべて

満たしてくれます。

新たなお客様であるチュニジア・

ケーブル社が期待する柔軟性

アフリカの大手ケーブルメーカーの一つでチュニスに本

社を置くチュニジア・ケーブル社では、自社の特殊要件

を満たすため、クラウスマファイ・ベルストルフ製

装置を使うことになりました。「当社が期待し

ているのは、バリュー・チェーン全体に渡って

生産工程の柔軟性を最大限高めることです」

と言及するのは、チュニジア・ケーブル社の購

買責任者であるファクレディン・ボーシナ氏です。

「当社では絶縁層、被覆、そして充填材等の

ケーブル生産において様々な用途に対応する

軟質PVC配合を使って材料を顆粒化していま

す」と説明するボーシナ氏。「32Dシリーズのパ

ラレルニ軸押出機ではこのスクリュー・コンセプ

トを採用しており、用途に応じた非常に柔軟な

対応を実現するための厳しい要件を満たしてく

れます」とエリック・サンソン氏は付け加えます。
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お客様窓口：

エリック・サンソン

クラウスマファイ・ベルストルフ

異形押出＆ペレタイジング製品

マネージャーeric.sanson@クラウ

スマファイ.com

「32Dシリーズのパラレルニ軸押出機
ではこのスクリュー・コンセプトを採用
し、用途に応じた非常に柔軟な対応
を実現するための厳しい要件を満た
してくれます」
エリック・サンソン氏
クラウスマファイ・ベルストルフ 異形押出＆ペレタイジング製品マネージャー

ペレタイジング押出機

ペレタイジング・ヘッドを備えた

32Dシリーズニ軸押出機

年 末 に は グ ロ ム バ リ ア 拠 点 に お い て 、

KMD133-32/G-Wを目玉とした複合プラント

の稼働を予定しています。

処理業者として信頼性あるフォ－トレフ社からの

追加注文

ブラジルでポリタンクやシスターン・システ

ムメーカー最大手のフォ－トレフ社は、再度

MDPE用ペレタイジング・システムへの投資

を行っています。現時点で2台のKME 150-
36B機をご注文いただいてますが、近々こ

の機械を使って、計7台のクラウスマファイ・

ベルストルフ製36D単軸押出機でペレットを

生産を予定しているのが、エスピリト・サント

に本社を置くブラジル企業です。このペレット

はその後微細化され、水タンクを生産するた

めの回転成形プロセスで使われます。「フォ

－トレフ社からは、押出機の性能の高さに加

えて柔軟性や押出量の安定性についても高

い評価をいただいております」と報告するエ

リック・サンソン氏。KME 150-36 Bの出力は

1,800～2,000 kg/h、KMD 125-36 Bの出力は

1,300～ 1,500 kg/hとなっています。

今回ご注文いただいた機械にはPVCペレタイジ

ング用の完全ラインも含まれており、2台の既存

システムと同じく、 この機械で配合物をPVCプロ

ジェクト用にペレット化します。

配合物の開発用ラボ施設

ラボ工場の心臓部であるKMD 35-26/L小型

ニ軸押出機は、システム供給業者であるクラウ

スマファイ・ベルストルフのペレタイジング製品

の中心となる装置です。小型でコンパクトながら力

強い搬送力や別途搭載されているC6制御が特徴

となっており、すべての原材料メーカー・処理業

者にとってかなりの節減効果をもたらしてくれま

す。材料は生産装置で大量に使ってしまう前に、

少量で配合物の混合・最適化を行えます。生産

施設では原材料や配合物の品質管理を行うた

め、ラボ用押出機が使われることも多くなって

います。
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I fBBでは3月中旬、新たにアーレム

のハノーバー地域にテクノロジー・
ホールが設けられました。「当ホー
ルは、ホーシュシュール・ハノーバー大
学で行われる用途重視の研究を強

ZE42ベーシック押出機に関する新たな研究チャンスを

楽しみにしている様子

ドクター・イング教授（工学博士）、IfBB代表のハン
ス・ヨーゼフ・エンドルズ（左から二人目）、及び

クラウスマファイ・ベルストルフのチーム

化してくれる存在であり、これは最近のメガトレ

ンドへの関連性が高い分野においても同様で

す」と当ホールのオープニングで話すのは、同

大学で学長を務めるヨーゼフ・フォン・ヘルデン

博士。バイオ樹脂やバイオコンポジットを生産・

加工する最先端の機械により、原材料や特注

材料から最終部品に至るまで、バリュー・チェー

ン全体のマップ化・最適化が可能になります。

最先端のモビリティに関する基礎研究
I fBB、ブラウンシュヴァイグに拠点を置くフ
ラウンホーファー木質研究所木材繊維研究
応用センター（ホフゼット）、ヴィルヘルム・ク
ローディッツ研究所（WKI）など複数の施設
でディレクターを務める工学教授のハンス・
ヨーゼフ・エンドレズ博士が、この研究の方
向性について説明しており、「最先端のモ

研究に専念する：IFBBの2台目のZEベーシック押出機

バイオ・プラスティック用
生産プロセスの最適化
クラウスマファイ・ベルストルフは長年に渡り、ホーシュシュール・ハノーバー応用科学技術大学の
バイオ樹脂＆バイオコンポジット研究所（IfBB）と連携して知識や技術の移転に取り組んでおり、成
功を収めてきました。研究分野としては、再生可能資源から作られた樹脂や複合材の開発、加工、産

業利用等が含まれています。このほど同大学では、従来のプロセスをすべて再現できるようにする為、
最先端のテクノロジー・ホールに収められているクラウスマファイ・ベルストルフ製押出機について、

その2台目を新たに迎えることとなりました。

本文：アンドレアス・ウェスラー 写真：クラウスマファイ・ベルストルフ社、カスリン・モレイツ社、スワク・エクスペリエンス UG社

ビリティを考慮すると、ハイブリッド軽量建材を

使った資源効率の良い部品を開発したいと考え

ています。生態学上問題があっても高耐力の炭

素繊維を採用して、それを高応力に耐える構成

要素の部品にのみ配置したいと考えています。

当構成要素のその他すべての領域では、こうし

た炭素繊維を環境的に有益な天然繊維に置き

換えています」と続けて説明しています。「ホー

シュシュール・ハノーバーでの研究活動を技術

面でより高い水準に導く新たなチャンスであり、

とても楽しみにしています」と付け加えています。

双方にメリットをもたらす
IfBBとクラウスマファイ・ベルストルフとは、

パートナーシップの一環として長年に渡り

連携してきている為、この大学に通う学生

向けに、インターンシップと学士・修士論文

の実践的サポート成果の両方を受けていた

だけます。「こうした知識の受け渡しにより学

生と企業の両方に同等のメリットがある為、結

果的には双方にメリットをもたらすことになりま

す。また将来的にも双方にとって貴重な連絡手

段を確立することができます」と説明するのは、

クラウスマファイ・ベルストルフで樹脂技術

の開発ディレクターを務めるトーマス・ウィン

ケルマン博士。同博士によるとこうした機会は

講義でも応用可能で、講義を通じて企業側は、

「押出技術」に関する内容を集約した実践的な

トレーニングにより学生をサポートすることにな

ります。

最先端の機械が数多く置かれているテクノロ

ジー・ホールでもう一台代表的なのが、クラ

ウスマファイ・ベルストルフのZE42ベーシッ

ク同方向ニ軸押出機です。この機械をハノーバー

の施設に置く目的は数多くありますが、その一つ

がバイオ樹脂・コンパウンディング・プロセスの最

適化作業をサポートすることです。これには高充

填のコンパウンドとバイオ樹脂の両方が含まれま

す。当機はストランド＆水中ペレタイジング用のペ

レタイジング・システムに接続されます。

実績あるZEベーシック二軸押出機

ZEベーシック・コンパウンディング押出機は、

品質が標準化されたクラウスマファイ・ベル

ストルフの製品です。これにより革新性と安

定性の理想的な組合せが得られます。当機

の特徴は、高い生産性や品質、信頼性、費用

効率の高さです。
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産業向けの研究

ハノーバーのIfBBで行われるバイオ樹脂研究の

柱として役割を果たす、クラウスマファイ・ベル

ストルフの二つの標準コンパウンド装置

お客様窓口：

トーマス・ウィンケルマン博士

樹脂技術開発長 thomas.winkelmann@
クラウスマファイ.com

ZE34ベーシック（背面）

• 種類：同方向ニ軸押出機

• 吐出範囲：50–230 kg/h
• 駆動力： 54 kW
• トルク：2×215 Nm
• スクリュー径：34 mm
• 長さ：46 D
• フライト部の高さ：6.1 mm
• 最大スクリュー速度：1,200 rpm
• モジュール型スクリュー及びプロセス構造

• 計量：重量測定式固体投与装置が8台
及び液体投与装置が1台

• ペレタイジング・システム：ストランド

＆水中ペレタイザー

ZE42ベーシック（正面）

• 種類：同方向ニ軸押出機

• 吐出範囲：100～440 kg/h
• 駆動力： 106 kW
• トルク：2×425 Nm
• スクリュー径：42 mm
• 長さ：46 D
• フライト部の高さ：7.6 mm
• 最大スクリュー速度：1,200 rpm
• モジュール型スクリュー及びプロセス構造

• 計量：重量測定式固体投与装置が8台
及び液体投与装置が1台

• ペレタイジング・システム：ストランド

＆水中ペレタイザー

クラウスマファイ・ベルストルフのZEベーシッ

クシリーズには、用途に応じて様々なスクリュー

／シリンダー要素を搭載することができます。こ

うした要素は機能面で互いに補完し合う為、標

準的なコンパウンディング作業だけでなく、再生

可能資源から作られたバイオ樹脂や複合材料の

コンパウンディングを含む特殊要件にも対応して

くれます。

最後にこうした特性について、IfB Bでは数年

前から、クラウスマファイ・ベルストルフの

小型ニ軸押出機を使った作業が既に行わ

れている事を特筆しています。 ZE34は、染

料や薬剤又は安定剤をバイオ樹脂に追加する

際に使われます。また（天然繊維又はガラス繊維等

の）強化成分の組み

込み、（タルク又は残留有機物質等の）充填剤あるい

は熱分解された石炭又は再粉砕粉末等のリサイクル

製品を取り扱う際にも使われます。幅広い機能の締

めくくりとして最後に挙げられるのが、特定の材料開

発や特殊プラスティック混合生産です。

初期段階の成功
樹脂材料は、現段階で既にコンピュータ用マウ

スや歯ブラシ、自動車産業用の内側ドアパネル

やボールペンといった実際の工業製品用に作

られていますが、テクノロジー・ホールについて

大学の学長を務めるヨーゼフ・フォン・ヘルデン

氏が言及している通り、「科学知識を実際の用

途に落とし込むことは、ドイツ社会や経済を強化

する上で特に重要な要素なのです」。
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吐出量70トン/時の単軸押出機

最大限の大きさ、強度、耐久性

世界で最も大型の単軸押出機です。クラウスマファイ・ベルストルフのKE800は、大量の樹脂を継続的に重合し
て押出す場合に使われています。例えばテキサス州の大手樹脂メーカーの施設で。

本文：アンドレアス・ウェスラー 写真：クラウスマファイ・ベルストルフ

テ
キサス州は畜牛の群やカウボーイ、

ステーキ等で知られていますが、ア
メリカ最大の産業拠点でもあります。
同州では製油所部門や化学工業
が工業生産のおよそ半分を占めて
お

り、アメリカの原油生産量のおよそ1/5、天然

ガスでは1/3近くが同州で採取されたものであ

るということも十分納得できます。テキサスの

製油所では1日に460万バレルの原油が使用

されており、この原油を使った製品の大半は

樹脂業界で使われているのです。

1時間に70トンの樹脂を常時吐出する
大量の樹脂が使われているここは、クラウスマ
ファイ・ベルストルフの完璧なサービスをご利
用いただける場でもあります。当社のKE

800単軸押出機は樹脂押出が、トルクの大

きさに関係なく1時間に最大70トンの吐出

を可能としているからです。「KE800機はシ

ンプルかつ頑丈に設計されており、メンテ

ナンスの必要性が低く長寿命化を達成して

いるため、最大限の信頼性を実現していま

す。当機はテキサスにおいて、週7日24時
間体制で稼働しています」と話すのは、クラ

ウスマファイ・ベルストルフの単軸押出機加

工処理部門に所属するトーマス・プレウス博

士です。

KE800は重合反応器により供給されていますが、

この種の反応器で（炭化水素等の）モノマーを結

合して長い分子鎖の形成処理を行うことで、ポリ

プロピレン、

AHEAD 2017年第02
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破壊的な規模

総重量220トンのKE800は
世界最大の単軸押出機です

パワー出力

5,500
キロワット

が必要となります。こうした状況では排出押出機

として機能するKE800には、反応器から充填ホッ

パーを介してホットメルトが供給されます。

圧力上昇及びピンポイント冷却の信頼性

当押出機がここで果たす役割は、サイドアーム式

押出機に同期して安定化添加剤を樹脂質量に均

一に組み込む作業など複数ありますが、ペレタイ

ジング・プロセスに必要な圧力をポンプとして高

めることが主な作業です。

溶融物の余熱はシリンダ上の冷却効果により押

出工程の際に放出されますが、これによりペレタ

イジングに必要な溶融温度が正確に設定できる

ようになります。押出機の端部には水中ペレタイ

ザーと補助装置があり、これによりLDPEに必要

な注入・充填・計量・測定が可能な特性を備えた

ペレットが得られ、その後は保管、梱包、輸送も

可能になります。

世界で最も大きな押出機
この材料変換を実現する機械は非常に大きく、

スクリュー単独で直径が80センチ、重さは20.5
トンです。5,500キロワットでスクリューに駆動

力をもたらすギアボックスがありますが、この

41トン分を加えた総重量（水中ペレタイザーを

除く）は220トンとなり、最大サイズの中でもヘ

ビー級の押出機がKE800なのです。 KE800は
事実上世界最大の単軸押出機であり、2018年
初頭にはメキシコ湾近くの仕向地で最終的な

設置を行い、2018年半ばに稼働する予定です。

お客様窓口：

トーマス・プレウス博士

単軸押出機加工部門

thomas.preuss@クラウス

マファイ.com

エチレン酢酸ビニル、あるいは当社ケースでは

ポリエチレンといったポリマーが形成されます。

すべてのポリマーには、どの種の基性モノマー

を具体的にどの処理で使用するかに応じて独

自の特性パターンや構造、サイズがあります。

今回の特殊ケースで取り扱っているのはLDPE
（低密度ポリエチレン）であり、これは包装産業

で最も一般的に使われている樹脂の1つです。

このポリマーは反応器により均質で加熱された質

量となり、そのままの状態で保管、輸送又は最終

処理にかけることはできません。しかし樹脂の加

工業者（メーカーのお客様）にとって必要なのは

加工や投与が可能な形態、つまりペレットとして

の材料であり、この形態に変換するのにKE800
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フ
ィルム下にある耕作面積としては

最大だと主張するスペインのアル
メリア州の同地域は全体でおよそ
3.6万ヘクタールの土地が主に温
室内で樹脂フィルムで覆われてい
ます。ここでは、この方法によって

ヨーロッパの大部分に年間を通じて新鮮な

野菜が手に入るようにしています。

様々な用途向けに多層ホイルを生産する

ソトラファ社

エルエジド市にある同地域に、アルマンド・アル

ヴァレスのグループ企業であるソトラファ社という

大手ホイルメーカーが本社を置いていますが驚く

事ではありません。同グループはスペイン最大

のホイル加工業者であり、グループ全体で7億
ユーロ近い売上高があります。その子会社で

超幅広ホイル用研磨カレンダー

8.3メートル幅に対応する
高精度サイジング
ジオメンブレンはスペイン企業のソトラファ社が生産する製品の一つです。高度な

用途が対象となるこの大判のホイル製品の寸法は、クラウスマファイ・ベルス
トルフ製研磨カレンダーで対応する必要があり、これは同社史上最大の寸法と
なります。

本文：アンドレアス・ウェスラー 写真：クラウスマファイ・ベルストルフ、アイストック・フォト
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お客様窓口：

ヒルマー・ハイソルスト

シート・発泡押出ライン部門長
hilmar.heithorst@クラウスマファイ
.com

あるソトラファ社では温室用ホイルだけではなく、

もう1つの柱としてジオメンブレンも生産してい

おり、そのほとんどが大判用途向けの多層ホイ

ルです。

ジオメンブレンの潜在的用途として埋立地

の遮水があり、その目的は侵水することが

多い出水を回収・排水することです。また

消火池あるいは雨水滞水池等の人工水域

の生成にもジオメンブレンが利用されてい

ます。さらに農業では田畑をジオメンブレン

で覆って蒸発を減らし、作物の灌漑を選択

的に行えるようにしています。

XXLサイズの研磨積層体を備えた

押出システム

「この種の膜を製造するための特別な押出

システムをクラウスマファイ・ベルストルフ

で構築しており、寸法が特異なため他とは異

なる研磨カレンダーがその特徴となっていま

す」 と報告してくれたのは、クラウスマファ

イ・ベルストルフのシート・発泡押出ライ

ン部門長を務めるヒルマー・ハイソルスト氏

です。「8.3 mの表面幅を特徴とするこの研磨

カレンダーは、クラウスマファイ・ベルスト

ルフがこれまで製作した中で最も大きいもの

です。重さについても同様で、3本のロールが

それぞれ30トン強の重さとなっています」 とハ

イソルスト氏は続けます。

こうした膨大な重量により設計上の要件も特種に

なり、平均を上回る幅であるにもかかわらず曲げ

剛性が高いロールを確保することが課題となりま

す。これはホイルの最適な厚さプロファイルを確保

する上で必要なのです。

これに対するソリューションとして、従来の冷却コ

イルをロール面直下の表面全長に渡る周辺のド

リル穴に置き換えます。こうした冷却チャンネル

に穴をあけるには、その直径が20ミリメートルで

あっても、チャンネルが最適な位置から外れない

ように、またロールが確実かつ均一に冷却される

ように、最大限の精度が必要となります。

インラインのコンパウンディングと成形を

一つの作業工程で行う

研磨カレンダーは多層HDPEホイルの製

造に使われる装置の一つです。当ホイル

は充填剤を含むリサイクレート製中間層、

UV安定剤のHDPE製最上層及び染料と最

下層（共にHDPE製）で構成されています。

最上層と最下層には追加で添加剤が組

み込まれ、これにより中間層にある材料と

の融合能力が高まります。

こうした層を押し出すため、研磨カレンダーの
上流に1時間当たり総容量が3,700kgのニ軸

押出機が3台接続されており、0.75～3ミリメート

ルのホイル厚、ホイルの正味幅が最大7.5m、

ロールの公称幅が8.3mに対応するよう設計され

ています。ニ軸技術を利用することで、すべての

原料をインラインで配合します。

コンパウンディングをインラインで行うことで次に

掲げる各項目が実現し、これにより生産コスト全

体の最適化につながります。

• コンパウンド完成品の代わりに

よりコスト効率に優れた原材料を使用する

• 立上げ材料、エッジ・ストリップ及びスク

ラップ・ウェブを完全に取り込むことで原

材料コストを低減する

• 高い吐出量

• エネルギー・設備・メンテナンスの必要性を
減らして運転コストを削減する

• 柔軟性が高まることで、特に非標準配合

品の場合、急な生産依頼にも対応できる

• 添加剤の増量により配合レシピの生産コス

トが下がる

押出されたホイルは材料の種類や厚みに応じ

て順次行われる冷却、積層、トリミング及び巻

取り処理用に、研磨カレンダーでサイジングを

行います。「これはクラウスマファイ・ベルスト

ルフの研磨カレンダーで何ができるのかを確

実に実証してくれる装置であり、当社にとって

は真の意味でベンチマークとなるシステムで

す」とハイソルスト氏は話します。生産開始は

2017年10月を予定しています。
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CSR情報を掲載したサイトを新たに公開

社会的責任及び持続可能性を重視する

クラウスマファイ・グループでは持続可能性

を維持していくことをお約束しておりますが、

この度専用のウェブサイトにて、当社の社

会的責任に関する非財務情報を初めて公

開しています。

CSR（企業の社会的責任）は、経済的、生態

学的、社会的に持続可能な経営に対する企

業の責任について説明する際に総称して使

われる用語ですが、新たなEU指令により、

今年から資本規模が大きな市場志向の企

業に対し、CSR報告書が義務付けられまし

た。クラウスマファイ・グループは当指令に

より直接影響は受けないものの、CSRにつ

いて報告することをその使命とし、積極的か

つ透明性をもって取り組んでまいります。人

権尊重や環境保護、社会的側面等のテー

マに関わるこの「非財務情報」は、当グルー

プの企業文化において今後ますます重要と

なります。またこうしたテーマについて、そ

の情報を求めるお客様や公益を代表する企

業、求職者も増加しています。

クラウスマファイ・グループでは、企業の長

期的な発展を方針として重点的に取り組ん

でいますが、これには持続可能性に関わ

る次の5つの領域が含まれます。

• 持続可能な企業経営
• 当社の従業員

• 製品管理

• 企業環境保護

• 社会参加

現在のCSRプロジェクトには、環境に配慮した技

術使用、NPOへの寄付、それから従業員の専門

能力開発に関するプログラムや施策等が含

まれています。また当社の持続可能なコンプラ

イアンス体制がクラウスマファイ・グループの

社会的責任に効果的に貢献していることは言う

までもありません。

その他の情報については当社の新規CSR
サイトでご確認ください。

http://csr.クラウスマファイ
group.com
是非ご覧ください！

クラウスマファイ・グループ

社会的要因及び持続可能性に対する責任
現在のプロジェクトや施策に関する情報を提供している
クラウスマファイ・グループのCSRサイト
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新PXシリーズ

オール電化式の測定機
お客様の具体的な生産要件に合わせたオール電化式機械をクラウス

マファイが市場で初公開。オール電化式射出成形機のメリットと最大

限のモジュール性を組み合わせたこの新PXシリーズにより、加工業者に

とって

更に水準の高い精度、生産性、柔軟性を享受していただけます。クラウスマファイの機械には、インダス

トリー4.0ランドスケープにおけるAPCプラスやデータ・エクスプローラ、オンライン・サービス用インタ

フェース等の機能が組み込まれています。

ファクマの展示会では、様々な業界用途への対応や数多くの機器オプションが特徴の

新PXシリーズとそのプラスチック4.0ソリューションを生で体験していただけます。
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極めて効果的なアロマ保護

コーヒーカプセル用共射出工程

ネスタル社の製品ブランドは、性能や精度が高い一流の射出成型機とシステ

ム・ソリューションで世界的に知られています。

2017年のファクマ展でネスタル社がプロデュースするのは、精密な共射出工程を利用した3層コー

ヒーカプセル。1,200kNの型締付力を備えたエリオンシリーズのオール電化式二成分射出成形機が使わ

れています。IML表示されたプラスチック製カプセルやその他パッケージ製品の多くは、サンドイッ

チ式射出成形により極めて効率的かつ確実なバリア効果にて生産することができます。

展示会日程表（2018年1月～6月）

インド・ゴム博覧会（チェンナイ／インド） 01.01.2018 クラウスマファイ・ベルストルフ

軽量化技術（東京／日本） 17.01–19.01.2018 クラウスマファイ

クラウスマファイ、

サウジ・プラス（リヤド／サウジアラビア） 21.01–24.01.2018 クラウスマファイ・ベルストルフ

インタープラスチカ （モスクワ／ロシア） 23.01–26.01.2018 クラウスマファイ・グループ

MD&M ウェスト（カリフォルニア州アナハイム／アメリカ） 06.02–08.02.2018 クラウスマファイ

クラウスマファイ,
イラン・プラスト（テヘラン／イラン） 07.02–12.02.2018 クラウスマファイ・ベルストルフ

プラスト インド（ガンディナガル／インド） 07.02–12.02.2018 クラウスマファイ・ベルストルフ

ガルフード（ドバイ／アラブ首長国連邦） 18.02–21.02.2018 ネスタル

タイヤ技術博覧会（ハノーバー／ドイツ） 20.02–22.02.2018 クラウスマファイ・ベルストルフ

ポリウレタネックス（モスクワ／ロシア） 27.02–01.03.2018 クラウスマファイ

発泡博覧会（ミシガン州ノビ／アメリカ） 06.03–08.03.2018 クラウスマファイ

JECワールド（パリ／フランス） 06.03–08.03.2018 クラウスマファイ

プラスト・アルガー（アルジェ／アルジェリア） 11.03–13.03.2018 クラウスマファイ

自動車工業用プラスチック

（マンハイム／ドイツ） 14.03–15.03.2018 クラウスマファイ

メドテック（シュツットガルト／ドイツ） 17.04–19.04.2018 クラウスマファイ

レテック（エッセン／ドイツ） 24.04–26.04.2018 クラウスマファイ、ネスタル

タイヤ & ゴム （モスクワ／ロシア） 24.04–27.04.2018 クラウスマファイ・ベルストルフ

チャイナ・プラス（上海／中国） 24.04–27.04.2018 クラウスマファイ・グループ

NPE（フロリダ州オーランド／アメリカ） 07.05–11.05.2018 クラウスマファイ・グループ

エルミア・ポリマー（ジェーンケッピング／スウェーデン） 15.05–18.05.2018 クラウスマファイ

ユーテック ヨーロッパ（マーストリヒト／オランダ） 29.05–31.05.2018 クラウスマファイ

プラストポール（キールチェ／ポーランド） 29.05–01.06.2018 クラウスマファイ、ネスタル

プラストミラノ（ミラノ／イタリア） 29.05–01.06.2018 クラウスマファイ・グループ

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


価値を生むエンジニアリング

多層パイプに対応するパワー
PO処理用パイプヘッド
お客様のメリット一覧
– 肉厚・径の公差範囲が低い
– 分布精度の高い層・厚みにより材料コストを大幅に削減
– パージ時間の短縮

www.kraussmaffeiberstorff.com

http://www.%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4berstorff.com/
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