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コンペテンス・フォーラム注目の技術：

高性能押出成形技術と
持続可能な製造
MATTHIAS SIEVERDING のインタビュー：

クラウスマッファイ・ベルストルフの
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今年クラウスマッファイは、創業 180 周年

また優れた持続可能性をもって稼働します。大量のゴムの廃材

を迎えました。創業者の起業家精神は、そ

は CSR1000 によってリサイクルすることが可能です。5 月初旬

の道のりの一歩一歩で我々の使命と基準

には、当社の戦略的パートナー、ドイ ツ Schkopau に あ る

を形にしてきました。それがコンペテンス・

ポリマー合成と PAZ 処理の Fraunhofer パイロットプラントセ

フォーラムで新しい製品とセービスを紹介

ンターとの協業により、最大規模の樹脂含浸成形工場が開設さ

する理由です。これら製品やサービスには、

れました。これには軽量な構造物への大きな可能性があります。

繊維複合技術やエンジニアリングポリマー
を使ったパイプ製造などのインテリジェント

五層 PP-R ファイバーグラス補強パイプの新しい製造ソリュー

ソリューションが含まれます。この号では当

ションは言うまでもなく、高い品質を求める中国の材料メーカー

社の新しいサービスや展示会についての

向けに開発された新型 ZE-CN 二軸押出機の記事はたいへん

詳しい情報が掲載されています。

興味深いものです。
では、お楽しみください。

これまで長い間、我々はプラスチック加工
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きました。これは、長期にわたり人々の生
活を豊かにする、材料やエネルギー、そし

KRAUSSMAFFEI GROUP

て生産の効率的で効果的な処理を意味し
ます。成長する都市部の水インフラは、こ

20 1838 年に始まる技術のパイオニア

の顕著な例です。このトピックに関して、ク
イックスイッチシステムとコニカル二軸押

22 プラスチック殿堂

出機 KMD 75 K/P を使用した高効率な小

Matthias Sieverding,

ロットのパイプ製造についても掲載されて

クラウスマッファイ・グループ押出成形技術部長

23 引抜成形

PS：ahead カスタマーマガジンは、最新のオンラインポータル

23 トレードショーカレンダー

います。コンパウンドリワークシステムも
ahead.kraussmaffeiberstorff.com.でもお読みいただけます。
こちらもぜひご覧ください。
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先進技術の 180 年を記念

高性能押出成形技術と
持続可能な製造
“産業の始まりからデジタル時代のエンジニアリングプラスチック機械” – これがミュンヘンで開催
されたクラウスマッファイ・グループのコンペテンス・フォーラムのモットーです。創業 180 周年を記
念し、最新技術とイノベーションをご紹介します。
TEXT: ANNEMARIE PABST PHOTOS: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF
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先進技術の 180 年を記念

革新
KM-3L RKW 250 F³多層パイプヘッド –
三層パイプ製造ラインに統合

ポリマー材料開発のための先進パイプヘッドコンセプト

KMG 52-44 BP 同方向回転二軸押出機に

パイプ製造ラインに統合された新開発 KM-3L RKW 250 F3 多層

よる直接押出成形

パイプヘッドは、機能性ポリアミドを内層に使った三層パイプのデ

KMG 52-44 BP ラボ押出機は、ダイレクト押

モンストレーションを行います。耐衝撃性、耐摩耗性、内層の耐薬

出成形プロセスによりポリエチレンとポリプ

品性により、こちらのパイプも石油やガスといった産業にたいへ

ロピレンの多層パイプの製造デモを行いま

ん適しています。

す。同方向回転二軸押出コンセプトにより、
材料は押出機の中で直接混合され、パイプ
が成形されます。この技術は、非常にエネ

共押出成形プロセスによる多機能異形成形

ルギー効率、費用効率に優れ、特に排水パ

ポリカーボネート製電灯カバーは、2 台の単軸押出成形機による

イプなど建設分野に向けたパイプ製造に適

共押出成形システムのシングルパスで製造されました。このプロ

しています。

セスは不透明のベースと光を放射するエリアを一つのコンポーネ
ントとして成形します。あと必要なのは LED 部品と両端のカバー
だけです。この照明器具は、費用効果に優れているため、大型施

効率性

設等の使用にたいへん適しています。結果として、クラウスマッ
ファイ・ベルストルフは、様々な機能レイヤーを組み合わせた異
形共押出成形技術で、経済的に魅力あるソリューションの高い技
術を持ったパートナーとして位置付けられています。

顧客仕様システムの高い基準を満たした、

独自のサービス：事前評価のための繊維複合材

稼働する様々な機械の上でスポットライト

「このパイロットシステムにより、事前評価のためのカスタムアプリ

が輝くでしょう。注目は効率性と経済的実行

ケーション要件に応じて繊維複合材を製造するなど、我々はお客

可能性だけでなく、インテリジェントインダス

様に世界で唯一の長期的なサービスを提供することを望んでい

トリー4.0 ソリューションです。さらに、参加

ます。」と、クラウスマッファイ・グループ押出成形技術部長 Matt

者はデジタルサービスやリースモデルなど

Sieverding は説明します。

新しいサービスを知ることができます。
ファイバーグラス強化パイプは耐腐食性が高く、また石油・ガス産
業における極度の高圧用途に耐性があります。モデルによって
石油・ガス産業用高性能パイプに対応する

は化学物質や高温の用途に向けて設計することができます。

繊維複合材
グローバルパートナーであるクラウスマッ
ファイ・ベルストルフは、パイプ押出成形に
おいて高品質と技術的先進ソリューション
で広く認められています。繊維複合材技術
とエンジニアリングポリマーを使ったパイプ
製造における新開発のインテリジェントソ
リューションは、コンペテンス・フォーラムの
プレゼンテーションの主要トピックです。参
加者は数々のハイライトの一つとして、同
一のポリマー材料で TCP（サーモプラス
チック複合材パイプ）システムによるファイ
バーグラス強化 UD テープのプラスチック
パイプへのラッピングデモなどをご覧いただ
きます。
高負荷用途：ファイバーグラス強化 UD テープ巻き付けおよび
保護層コート HDPE パイプ

ポリカーボネート製電灯
カバーの異形共押出成形
システム
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パイプおよびシート押出成形における持続
可能性
今日、プラスチック製品の製造における持
続可能性は、世界的に重要視されています。
これはクラウスマッファイ・ベルストルフがコ
ンペテンス・フォーラムにおいて、資源を効
率的に扱いながら、同時に製造のコスト効
率を高める数々の技術を紹介した理由です。
クイックスイッチ・プロセスは、最大直径 500

トレンドセッター

mm までのパイプ径の変更や、小ロットでも
廃材の少ない製造などパイプ製造において

C6 制御システムは、膨
大なモニタリングや制御
機能、インダストリー 4.0
基準に準拠した現代の
生 産 との 調和で 、 効率
的なプロセスの信頼性
を確かにします。

費用効果の高いソリューションです。持続
可能性は、PVC シートを製造する共押出成
形システムの利点の 1 つです。例えば家具
や建設業で使われる PVC 共押出シートを
製造する、KMD 133-32 /PL と KMD 75-26
/PL 二軸押出機のコンビネーションを展示
します。

プラスチックのリサイクルとコンパウンディ

自動車と建設産業のための最高品質シール

ングをシングルステップで

ウインドシールにとって最も重要な特性は、形状の品質と連続使

エーデルワイスコンパウンディングシステム

用の信頼性です。クラウスマッファイ・ベルストルフの異形押出成

は、エネルギー効率と最終製品の品質と

形システムは、このどちらにおいても優れています。当社は、単

いった点で明らかなアドバンテージがありま

一異形押出から最大 5 種類のコンポーネントからなるハイブリッ

す。このコンセプトでは、第 1 の押出機が再

ドの異形押出まで幅広いソリューションを提供します。共通の特

生材を処理し、第 2 の押出機で合成します。

徴は、高品質、最大限の稼働率、将来の成長と柔軟性に対応す

プロセスをタンデムシステムに統合すること

るモジュラー設計です。

で、投入した材料を再加熱することが不要
になりました。これによりエネルギー消費が
削減され、可塑化中のせん断エネルギーの
減少により材料品質が向上します。

持続可能性
高エネルギー効率のプラスチック
リサイクルと高品質のエーデルワイス・
コンパウンディング・システム.

担当：
Andreas Kessler
クラウスマッファイ・ベルストルフ
（ミュンヘン）
ゼネラルセールスマネージャー

andreas.kessler@kraussmaffei.com
Carl-Phillip Pöpel
コンパウンディング製品管理リーダー

Carl-Philip.Poepel@kraussmaffei.com
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コンパウンドリワークシステム 1000
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低コストと高い持続可能性
コンパウンドリワークシステム 1000 は、ゴム加工産業の押出成形プロセスで排出される廃材
をリサイクルします。
CRS 1000 は製造プロセス上で材料を完全にリサイクルすることを可能にし、最大限の価値を
生み出す基礎を作ります。
TEXT: ANDREAS WESELER PHOTO: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF

お客様の利益
– 高いエネルギー効率
– 国際安全基準に準拠
– プラグ・アンド・プレイ・ソリューション
– 短い投資回収
技術仕様
駆動力： ＜ 9 kW
接地面積：＜ 4.5 m2
重量：～6.5 t
ロール幅/直径：1000 mm（ø 400 mm）
速度：3.9 m/min. / 3.1 rpm
ロールギャップ：4～11 mm

ほとんどの押出成形プロセスにおいて、コンパウンディングや

加えて堅牢な設計と高エネルギー効率の

ダイ・ニップル交換の際に、押出機やヘッドの中に材料が残る

駆動技術は、長期に渡る費用効果が高い

など一定量のリサイクル可能な材料が排出されるのは仕方が

高性能なシステムの稼働を約束します。

ないことです。タイヤ製造業では付加価値を最大限に高めるた

CRS 1000 には全ての電気機器と制御シス

めに、この廃材を製造工程に戻しリサイクルすることに力を注

テムが付いているため、設置後すぐに始動

いでいます。CRS 1000 は、流路に残った大量の材料や始動

が可能です。全ユニットは総重量約 8 メート

時の廃材を、厚さ 8 mm のシートやリボンにリサイクルします。

ルトン、体積 4 m3 以下、接地面積 5 m2 で、

つまり残材を 100%製造工程で再利用できるわけです。

車両を使えばどこへでも移動し設置するこ
とが可能です。

大量の廃棄ゴムの最適なリサイクル
CRS 1000 は 2 本のロール（オプションで加熱）と油圧式ロール
ギャップ調整を備え、幅 1 m までの様々なサイズの廃棄ゴムを投
入することができます。自動取込ギャップが付いた開口部の広い
供給ユニットは、ケガのリスクを排除するため、要求される全ての
安全装置が装備されています。
コンパクト・プラグ・アンド・プレイ・ソリューション
機械への簡単なアクセスは、メンテナンスや清掃作業を容易にし
ます。簡素化されたライン全体の制御は、機械の操作を容易にす
るだけでなく作業の安全性を確保するオペレーター1 人の操作を
可能にします。
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担当：
Joachim Brodmann
重要顧客管理マネージャー

joachim.brodmann@kraussmaffei.com
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軽量構造の新基準

Fraunhofer PAZ とクラウスマッファイ・
ベルストルフ、UD テープ製造ラインを開始
ドイツ・シュコオウにあるポリマー合成・処理のフラウンホーファー・パイロット・プラ
ント・センター（PAZ）の UD テープ製造の新しいラインは、独自の処理性能とスピー
ドにより世界で注目されています。クラウスマッファイ・ベルストルフの協力により開
発されたラインは、軽量構造で新しい用途の幅を大きく広げました。
TEXT: MICHAEL KRAFT, FRAUNHOFER-INSTITUT

PHOTOS: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF

世界最大の樹脂含浸ライン
UD テープは、熱可塑性樹脂材料内に同一
方向に配列し埋め込まれた、ガラスまたは
カーボン製強化繊維で出来ています。更に
工程中で、ファイバーはコンポーネントが晒
される特定の負荷に適応するように、負荷

「新しいラインの始動で、フラウンホーファーPAZ は世界最大の

“UD 材料は、ある分野では金属
より非常に優れている”

樹脂含浸ラインを持ち、この先何年も卓越した軽量開発の可能
ベルストルフと共に、我々は耐荷重性軽量コンポーネントの製造
で新たな標準を作って行きます。」と、フラウンホーファー材料・
システム微細構造研究所（IMWS）ディレクターRalf B. Wehrspohn

固着されます。特に高いストレスを受けるコ

博士はお話しくださいました。

ンポーネントのそれらポイントには追加の層
み合わせにより、大幅に軽量化されたコン
ポーネントで強度および剛性に関する特定
の仕様が満たされます。ある分野において
は、UD 材料の特性は金属の特性より優れ
ています。

何層かの UD テープから成るラミネートは、プロセスので大きな
アドバンテージがあります。高い耐荷重性により、幅広い新しい
部品形状のエンジニアリング材料として使用することができます。
それらは熱成形や追加の機能に適しており、また、コンポーネン
トはハイブリッド材料ソリューションを生む再コーティングに統合
されます。その他の繊維強化プラスチック（FRP）コンポーネント
の製造方法と比較し、UD テープ材料は短い製造時間と速いプレ
プレグ工程、高いリサイクル可能性で熱硬化性樹脂より優れて
います。

２０ m/分までの巻取速度

性を提供します。当社の戦略的パートナー、クラウスマッファイ・

の方向にテープは配列され互いに重ねられ

を結合させることも可能です。この最適な組

スプール巻取機

UD テープは、理想的な均質性の薄い繊維のベッドを形成する
ために、塗布システム上でテンションを掛けながら誘導された繊
維に樹脂を含浸させて製造します。繊維ベッド内の繊維は、最
大幅 500 mm まで母材ポリマーが浸透されます。続く工程で
テープは冷却され、端部が切断されロールに巻き取られます。
ベースとなるシートに多層に施工されたラミネートは、その後ハ
イブリッド工程で使用されます。
「UD テープラインは、最大 350 ℃のプロセス温度で最高 20 m/
分の速度で製造し、広い製品幅など特徴あるオプションを提供し
ます。また、幅の狭いテープは、インライン切断システムを使うこ

ロセス技術で、我々は全く新しい市場に参
入し、さらに我々の能力を高めています。」
と、クラウスマッファイ・グループ押出成形
部長 Matthias Sieverding と述べています。
Fraunhofer IMWS ポリマーアプリケーション
責任者 Peter Michel 教授も、新しいライン
のスピードと優れた柔軟性を強調します。
「クラウスマッファイ・ベルストルフの緊密な
協力のおかげで、お客様に単一方向強化
熱可塑性プ ラスチ ックの様々なバリエ ー
ションを提供できます。高効率な繊維含浸
に加えて、ユニークな金型形状は、あらゆ
るテープの厚さ、圧力勾配、含浸工程の長
さに対応します。」

とにより、このライン上で製造することが可能です。この先進のプ

優れた柔軟性
最高 350 ℃の工程温度
で幅広いレシピの可能
性を提供

担当：

Fraunhofer PAZ の世界最大の樹脂含浸システム（ドイツ、シュコオウ）

Hilmar Heithorst
発泡・フィルム・シート押出成形ライン
ディビジョンマネージャー

hilmar.heithorst@kraussmaffei.com
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MATTHIAS SIEVERDING のインタビュー

クラウスマッファイ・ベルストルフの
トレンドと予測
「2018 年、当社は真の成長傾向にあります。」と、ahead のインタ
ビューの中で Matthias Sieverding は、プラスチックとゴム産業の動
向と、クラウスマッファイ・ベルストルフの新しい開発について語っ
ています。

欧州連合（EU）と中国政府の法的義務は、

“先進のエーデルワイス・システム
ならプラスチックの廃材を高品質コ
ンパウンドにリサイクルします”

PHOTO: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF

のエーデルワイス・システムなら、廃プラス
チックを良質なコンパウンドに加工すること
が可能です。
ahead：

になります。お客様にとって次に重要なトレンドは、プラスチック
製品の短納期化です。クイックスイッチなどの当社のシステムで

浮揚は、お客様にとってどのような意味が
ありますか。
Sieverding：

あれば、小ロットでも素早く効率的に製造することが可能であり、

当社の親会社 ChemChina は、成長トレンド

これにより製品をいつでも市場に供給することが可能となります。

を促進し、それを求めています。中国にお

ahead：
クラウスマッファイ・ベルストルフにとって、この先の何年かで開
発の鍵となるのは何でしょうか。

“クイックスイッチなど
当社のシステムであれ
ば、小ロットでも素早く
効率的に製造すること
が可能です”

当社はすでに対応しています。当社の先進

中国において計画されている株式市場の
それにより常に製造システムを最適に使用することができるよう

TEXT: ANNEMARIE PABST/GERHARD KONRAD

市場に大きな変化をもたらしました。しかし、

Sieverding：
我々は、押出成形部のプロセス技術の専門性にたいへん自信
を持っています。この 18 ヶ月の間、当社は新システムと新技術
のために世界的に 1,500 万ユーロ以上を費やしてきました。さら
に、新しいプラスチック技術者の育成にも大きな投資を行ってい
ます。例えば、アメリカの押出成形部門では、ドイツのモデルを

ける株価市場の浮揚は、数億ユーロの投
資資金をもたらします。これにより最新技術
で長期に渡るお客様へのサポートをより強
化することが可能となります。つまり長くお
客様に信頼されるパートナーとなり得るわ
けです。
ahead：
短期的にはどうですか。今年の目標は何で
しょうか。

ベースにした研修トレーニングプログラムと、強力な体験学習プ

Sieverding：

ログラムを導入しました。

2018 年はスイッチを切り替えます。既存の

我々にとって次に重要な点は、当社の製造への投資です。ここ数
年、我々は数千万ユーロの投資を行ってきました。これにより市
場の要求やお客様への素早いスペアパーツ供給などの対応が

ものを最適化することから、真の成長トレン
ドにスイッチします。お客様もそれをきっと
評価してくださるでしょう。

改善しました。我々は今後も継続的に改善を図っていきます。
Matthias Sieverding は、2017 年 8 月よりクラウスマッファイ・
グループ押出成形技術を統轄しています。

第 3 の重要トピックとして当社が力を注いでいるのは、プロセス
48 歳の技術士学位で熟練の金型技術者は、

ahead：

技術の観点からイノベーションの開発です。2 つ例を上げるとした

1999 年より短い中断も挟み、クラウスマッ

Sieverding さん、プラスチックとゴム産業には、長い成功の歴史

ら、まず 1 つ目がパイプ製造のダイレクト押出成形、2 つ目が

ファイ・グループに勤務しています。

があります。我々のお客様が長期に渡って競争を勝ち抜くには、

ルーフトラックシステムなどフィルム製造分野のインラインコンパ

何に注意するべきでしょうか。

ウンディングです。

Matthias Sieverding は、2000 年に射出成
形のアプリケーション技術者として当社に

Sieverding：

ahead：

入社し、クラウスマッファイ・グループで

お客様は、市場の動向を正確に把握し、それらの動きに遅れな

中国の押出成形技術における市場のトレンドと、成長の見込み

様々な能力を発揮しました。例えば、彼は

いように、次の投資を準備するべきです。

についてどのようにお考えですか。

射出成形のア プリケーシ ョ ン技術のリー
ダーや、アプリケーション技術や技術の販

ahead：

Sieverding：

売部長を勤めました。2010 年にはアメリカ

では、クラウスマッファイ・ベルストルフは、どのように貢献ができ
るでしょうか。

中国だけでなく世界中で、水管理システムへの需要は増大してい

担当：

ます。その主な原動力となっているのが、都市化と気候変動です。

Matthias Sieverding

世界の人々に新鮮な上水道システムと下水道システムが行き渡

クラウスマッファイ・グループ
押出成形技術部長
matthias.sieverding@kraussmaffei.com

の押出成形部門を担当し、市場の拡大に
成功しました。

Sieverding：

ることが重要と考えています。それは当社のパイプ部門にとって、

もっとも重要なトレンドは、プロセスのデジタル化です。当社の新

非常に大きな潜在市場です。さらにプラスチックのリサイクルも

しい制御システムなら、お客様の生産をネットワーク化することが

我々の責務です。

可能です。
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ahead 01.18

KraussMaffei Berstorff

TRENDS & MARKETS

クラウスマッファイ・ベルストルフ NPE 出展

建築業に向けた先進の
ソリューション
「我々はお客様の成功を形にします」– オーランドで開催される NPE でクラウスマッ
ファイ・ベルストルフが掲げる、建設業界のメーカーに高い生産性と大きな競争力を
提供する様々な革新的機械を提案するためのスローガンです。

新世代 ZE-CN 二軸押出機

TRENDS & MARKETS

強力なコンパウンディング性能
クラウスマッファイ・ベルストルフは、新型 ZE-CN 二軸押出機シリーズを展示しま
す。この新世代押出機は、大幅に強化された性能と妥協のない柔軟性に優れて
います。このシリーズは、最新技術を通してさらにアップグレードされ、より高い生
産要求に応えます。特に厳しい品質基準を持つ中国の材料メーカーに向け開発
されました。

TEXT: ANNEMARIE PABST PHOTO: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF
TEXT: ANDREAS WESELER PHOTO: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF

ますます増え続けるデジタル化とカスタム
化の観点から、長年に渡りその性能を証
「卓越した生産性と最大限の稼働率を提供するクラウスマッファ

このシリーズは、高いレベルの優れた製品

イ・ベルストルフの二軸押出機は、中国で非常に高い評価を得て

品質、容易な操作性、妥協のない信頼性を

います。」と、中国クラウスマッファイ・ベルストルフ副社長 Bengt

特徴としています。その高い生産性により、

NPE では、この実績ある技術の心臓部であ

Schmidt は述べています。「私たちはこの成功を将来にわたって

短期の投資回収を可能にし、設備投資を安

るキャリブレーションバスケットが紹介され

続けていくこと、そしてお客様に新シリーズの高いコンパウンディ

全なものにします。新シリーズは全て中国

ます。今日これは効率性のベンチマークと

ング性能を提供していくことに意欲を燃やしています。」

Haiyan の自社工場で組み立てられており、

明してきた独自のクイックシステムは、パイ
オニアとしての役割を果たしています。

クイックスイッチ
キャリブレーション
バスケット
有効直径 280～500 mm

また、この工場は中国、およびアジア市場

して認められています。ショーでは有効直

におけるサービス拠点にもなっています。

径 280 mm から 500 mm の印象的なデモン
ストレーションを行います。寸法を変更する
際に出される廃材はわずかで、材料コスト
の削減に非常に大きく貢献することから、こ
のシステムは特に大口径パイプで関心が
持たれています。全てのプロセスパラメー
ターは正確に設定され、より高いレベルに
あるインテリジェント・オールインワン制御シ

性能と柔軟性がさらに向上
行う窓用形材の異形押出メーカーが、特に重要視する特性です。

この新型 ZE-CN 二軸押出機は、世界中で活躍する数千台もの

洗練のプロセスコンセプトは、このシリーズのプロセスへの信頼

二軸押出機から蓄積されたノウハウをベースに開発されました。

性や、同時に様々な用途に対応する柔軟性を大きく高めていま

ZE パフォーマンスシリーズ従来機に比べ、新型 ZE-CN では生

新型二軸押出機だけでなく、クラウスマッ

す。北米市場で需要があるオプションのタングステンカーバイド溶

産性で 15%、プロセスアプリケーションの柔軟性では 20％向上し

ファイ・ベルストルフは、コンパウンディング

接スクリュー付バレルバイメタルライニングは、パイプ押出成形で

ました。これにより中国のお客様の生産性はさらに高いレベルに

企業に向け幅広い技術サービスやコンサ

の使用を可能にします。

上昇することでしょう。最新の制御ソフトウェアは、シームレスに

ルティングを展開しています。クラウスマッ

デジダルファクトリーに統合することができます。全てのコンポー

ファイ・ベルストルフは、コンパウンディング

ネントは、直接クラウスマッファイ・ベルストルフにより製造、また

に携わるお客様の競争力や業績に寄与で

は当社の仕様基準を満たす実績ある中国及び世界的サプライ

きるよう全力を傾けています。

ステムに保存され、いつでも呼び出すこと
が可能です。

成長する建設業が求める
高性能異形押出機
特に北アメリカでは主押出機にも共押出機
にもなるコニカル異形押出機に大きな需要
が見られます。2013 年にアメリカ市場にコ

“膨大なコストと時間の節約に加え、製品のカスタム化、
最小のロットサイズと短納期の要求は、アメリカのメー
カーの取り組みがますます増えているインダストリー4.0
という意味の“スマートファクトリー”として、システムを興
味深いものにしています。”

ワンストップソリューション

ヤーにより製造されています。

クラウスマッファイ・グループ押出成形技術部長
Matthias Sieverding,

ニカル押出機を投入してから、40 以上のモ
新世代二軸押出機 ZE-CN は
吐出量が 15%増加しました

デルが販売されています。
小さな設置スペースでお客様の仕様で設計された共押出機モデ
展示会では KMD 73 K/P は、その高い吐

ルは、効率的な生産のために狭いスペースでも設置可能です。

出量、堅牢な機械品質、高圧力安定性から
特に注目されました。これらは大量生産を

KM-VT 250/1/6 真空タンクで、クラウスマッファイ・ベルストルフ
は最終製品の優れた品質を保証する、トータルのパイプ押出成
形システムのシステムプロバイダーとして専門性を強く示してい
ます。C6 ライン制御システムに完全に統合された統合型真空制

担当：

Eric Sanson
クラウスマッファイ・ベルストルフ
異形押出成形およびペレタイジング
製造マネージャー
eric.sanson@kraussmaffei.com

御とインバーターポンプは、最適な起動、エネルギーの削減、安

担当：

定した製品品質を提供します。

Bengt Schmidt
中国プラスチック押出成形副社長
bengt.schmidt@kraussmaffei.com
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ahead 01.18

KraussMaffei Berstorff

TRENDS & MARKETS

クラウスマッファイ・ベルストルフ CHINAPLAS 出展

パイプ押出成形における最高品質と
オートメーション
チャイナプラスにおいてクラウスマッファイ・ベルストルフは Baosu パイプインダ
ストリーと共に二軸配向 PVC パイプ技術を発表し、また中国とアジア市場に向
けた、自動でインライン寸法変更を行うクイックスイッチ技術のメリットを紹介し
ます。

TRENDS & MARKETS

サービス活動担当 MONIKA MAYR

新マネージメントによるサービス
2018 年 1 月より Monika Mayr が国際押出成形サービス活動（ミュンヘン）を担当
「顧客の満足と成長が私の一番の目標です。それは、私にとって素早い回答と対
応、そして新しいサービスの開発を意味します。」
TEXT: ANNEMARIE PABST / GERHARD KONRAD PHOTO: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF

TEXT: ANNEMARIE PABST PHOTOS: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF, BAOSU PIPE INDUSTRY

新サービスリーダー

無配向 PVC パイプと比較した長所：
約 2 倍の耐衝撃性
高い内圧への耐性
最大 40％の軽量化
パイプの容易な輸送
容易なパイプの敷設

Monika Mayr は、2018 年よりミュンヘンを拠点とす
る国際押出成形サービス活動を担当しています。
15 年に渡り Monika Mayr は、クラウスマッファイ・
グループ内で様々な職務を勤め、資材とプロジェク
トマネージメントの豊富な経験を得ました。また働
きながら経営学士(BBA)を修めています。最近で
は、彼女はプロジェクトマネージャーとして世界中
の３つの部門の様々な生産拠点を監督しています。

丈夫で取り扱いが容易な 2 軸配向 PVC

革新的な PVC-O パイプ技術を Baosu との
パートナーシップで
クラウスマッファイ・ベルストルフと Baosu
パイ プ イ ンダ スト リー（ 中 国河北 省） は 、
2017 年末に協力契約を結んでから積極的
に世界へ PVC-O 技術の販売を展開して
います。

PVC パイプは、主に飲料水供給や排水用として使用されていま

ahead：

ahead：

す。特にこ の 製 品 は 耐 久 性 と 卓 越 し た 技 術 的 特 性 の 優 れ

あなたは今年の初めからクラウスマッファイ・ベルストルフのカスタ

若く行動力のあるマネージャーとして、あな

た コ ン ビ ネ ー シ ョ ン を 示 し て い ま す 。 「プロセスエンジニアリ

マーサービスを管理してきました。それまで会社でどんな仕事をし

たは沢山の新しいアイデアで仕事に取り組

ングと材料配合において、お客様の要求に対しより早くより正確

てきて、そして新しい立場としてどんなことに関心がありますか。

んで行かれることでしょう。最初の年のゴー
ルは何ですか。また実行に移したいビジョ

に対応するため、Baosu パイプインダストリーは、デモンストレー
ション用に使用される当社の二軸押出機を搭載したシステムを導

Monika Mayr：

入予定です。」と、Schmidt は説明します。

これまでの私の仕事では、クラウスマッファイ・ベルストルフの生
産拠点と部門に関して深く理解するチャンスに恵まれました。グ

クラウスマッファイ・ベルストルフは 80 年代

“クイックシステムに投資することは、インテリ
ジェントで効率的な生産に投資することであり、
結果として明日のスマートファクトリーへも通じ
ています。”

より Baosu と長く強い顧客関係を維持して
きました。様々な開発の中で、最新技術を
ベースにした U-PVC 製造用二軸押出機は、
両社の協力関係に貢献するコアとなる事業

中国プラスチック押出成形副社長 Bengt Schmidt

ローバルリーン管理のプロジェクトマネージャーとして、価値創造
サイクル全体で数多くの改善と最適化プロセスを支援しました。
ミュンヘンのサービス部門のマネージャーとしては、より大きな責
任とリーダーとしての任務を与えられました。それには大きなやり
がいを感じました。お客様と近い関係やチームを成功へと導く
チャンスは、私の任務から得られるさらなるメリットです。

です。

“Baosu は、何年間にも渡り特殊な
配向技術の開発に特化した PVC
パイプ押出成形のスペシャリスト
です。”
ゼネラルセールスマネージャー
Andreas Kessler（ミュンヘン）

担当：
Bengt Schmidt
中国プラスチック押出成形副社長

bengt.schmidt@kraussmaffei.com

ンは何でしょうか。
Monika Mayr：
新しいアイデアを創造し、それを実行に移
す前に、私はプロセスと既存のプロジェクト
の分析を重視したいと考えています。もし
改善の余地があれば、私は私のチームと
共に、どのように改善を成功させるか取り
組んで行きます。
お客様のニーズに的確に合った効率的な

クイックスイッチシステム：高度なオートメーションと小ロット

ahead：

生産

クラウスマッファイ・グループのあなたのこれまでの立場から、あ

サービスを世界中のお客様に提供できるこ

中国のプラスチック加工業界では、デジタル・ソリューションへの

なたは会社のことやプラスチック業界のことをよくご存知です。新

とが重要です。そのために、私は当社の

関心は、非常に大きなものがあります。クイックスイッチを使用す

しいポジションでは何に力を注いでいくおつもりですか。

サービスネットワークを広げ、さらに将来的
にはセールス、支社、代理店がより緊密に

ることで、短い設定時間と最小の廃材で小ロットのオーダーを生
産することができます。

Monika Mayr：

クラウスマッファイ・ベルストルフは、チャイナプラスの来場者に

素早い回答と対応、そしてお客様へのより包括的なサポートのた

テーパー状の廃材を使って、この技術の優位性を示しました。こ

めの新しいサービスの開発を意味します。これを実現するために、

れは、製造が完了した製品の直径から新しい製品の直径への変

離れた場所で働いていても、私のチームの専門知識と強力に期

更（160－250 mm）を表しています。これは、他社との差別化や高

待しています。

協力したいと考えています。

顧客の満足と成長が私の一番の目標です。それは、私にとって

担当：

ウスマッファイ・ベルストルフの答えです。何年にもわたり日々

Monika Mayr
押出技術サービスリーダー
（ミュンヘン）

の生産の中で十分に試行されてきた、全自動で寸法変更が

monika.mayr@kraussmaffei.com

品質単一ユニット生産へ向かう量産品のトレンドに対する、クラ

できる当社のシステムは、時間とコストを節約する費用効
率の高い生産の優れた例です。
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ahead 01.18

KraussMaffei Berstorff

PARTNERS & PROJECTS

POLOPLAST

ロシア・CIS 諸国のマーケットリーダー

PARTNERS & PROJECTS

ファイバーグラス強化五層 PP-R
パイプのカスタムシステム

プレミアムセグメントで
より多くのオーダー

クラウスマッファイ・ベルストルフは、Poloplast GmbH との緊密な協力によって、
ファイバーグラス強化五層 PP-R パイプの特殊な製造コンセプトを開発しました。
Poloplast 社は、飲料水および空調システムに使用されるパイプ（32～250 mm）
を製造するための製品承認および認可を受けています。

ロシア経済は回復傾向にあり、プラスチック市場への非常に大きな投資が進ん
でいます。この環境の中で、クラウスマッファイ・ベルストルフは、洗練された技術
と顧客の仕様に合わせて設計するプラントにより市場で存在を示し、パイプや異
形成形、ペレタイジングの様々なプロジェクトでその地位を確かにしています。

TEXT: ANNEMARIE PABST PHOTOS: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF

TEXT: ANNEMARIE PABST PHOTOS: KRAUSSMAFFEI BERSTORFF

“イタリアやドイツのプロバイダーの中から、我々は会社

「様々なテストや幅広いプロバイダーが関わ

訪問後クラウスマッファイ・ベルストルフを戦略的パート
ナーとして選びました。”

る困難な開発プロセスを通じて、最終的に
はクラウスマッファイ・ベルストルフが、プロ

ポリマー材料と PE-RC 製 3 層パイプは現代の
市場の要求を満たしています

ポリマーコンパウンド社長 Alexei Chizhmakov,

ジェクト管理や処理技術の分野、特にパイ
プヘッドコンセプトで最も優れたプロバイ
ダーでした。」と、Poloplast 製造リーダー

3 層コンセプトでパイプ製造を最新化する Tehstroj

David Zovkic 氏は言います。

ロシアで HDPE 製水道およびガスパイプでトップ企業の Tehstroj
社は、Kazan の生産設備の最新化に伴い、単層 HDPE パイプ製

PP-R パイプの材料配合とレイヤー構造は

造の既存押出成形ラインを当社の 3 層パイプヘッドコンセプトに

革新的で、そのため認証の要件は厳しくな

アップグレードしました。

ります。「我々はこの開発プロジェクトでクラ
ウスマッファイ・ベルストルフと一緒に仕事

KME 38-30 B/R 単軸押出機 2 台と IPC（内部パイプ冷却システ

ができたこと、また飲料水と空調システムで

ム）を備えた KM-3L-RKW 74- 400 パイプヘッドで構成された押

使用される高品質なプラスチックパイプを製
造する基盤を確立できたことを嬉しく思って
います。」と、Zovkic 氏は締めくくります。

敷設が容易：
飲料水および空調システム用ファイバーグラス
強化 PP-R パイプ

独創的なスパイラルディストリ

ズの 4 台の共押出機とストライプを施す KME 20-25 B/R 共押出

ビューターコンセプト

機に囲まれています。このセットアップは、機械のオペレーターに

「当社は厚さの異なるレイヤー層への要求

よる中心位置からのコントロールと製造の監視を可能にします。

に対応するために、スパイラルディストリ

さらにパイプヘッドは、肉厚パイプの正確な加熱バランスを確か

ビューターシステムの設計を全面的に見直

にする、エネルギー効率の高い IPC（内部パイプ冷却）を特徴とし

しました。」と、クラウスマッファイ・ベルスト

ています。

出機とパイプヘッドのコンビネーションは、お客様の仕様に忠実
に合わせて特別設計されています。これにより Tehstroj 社は、
HDPE または PE-RC（Resistance crack）製 2 層および 3 層パイ

Polymer Compound 社（モスクワ）

プを増産することが可能になりました。「厳しい市場環境の中で、

PVC ペレタイジングに参入

工場設備を最新鋭にアップグレードすることは非常に重要で、こ

ウインドシール、ホース、ケーブル、特殊用

の投資により当社の競争力が向上しました。クラウスマッファイ・

途用高品質コンパウンドの大手メーカー

ベルストルフは、顧客仕様のソリューションコンセプトには長年の

Polymer Compound 社 は 、 2017 年 中 旬

経験があることから、導入したシステムは、当社にとって最も効率

KMD 114 G-W 二軸押出機を用いたペレタ

的であると実績があるものです。」と、Tehstroj 社営業部長 Lenar

イジングシステムの運転を開始しました。

Gilmutdinov 氏はお話くださいました。

システムを選択する際、高出力で柔軟性に
優れた高品質な製品を生産するために、機

ルフ（ミュンヘン）ゼネラルセールスマネー
ファイバーグラス強化 PP-R パイプは、伸びや曲げに対し優れた

械 品 質 を 重 要 視 し ま し た 。 Polymer

特性を持っています。そのため従来のパイプに比べ強度が数倍

Compound 社は、この分野における長年の

押出機とパイプヘッドのコンビネーションは、

上がり、設置に際し優位性が生まれました。特に公共の建築物な

開発経験を活かし、シール、窓枠、白物家

スペースを大幅に削減ように設計されてい

どのつり天井内への設置では数多くの実績があります。

電用硬質および軟質 PVS ペレットの製造

ジャーAndreas Kessler は説明します。

を考えています。

ます。PP-R 中間層を作る KM-5L RKW 94250 パイプヘッドを備えた KME 45-30 B/R
主押出機は、半円状に配置された同シリー

先進の樹脂パイプで有名なプロバイダー
Poloplast 社は、樹脂パイプ、コンパウンド、ポリマー工学で先進
の製品を送り出しています。

担当：

Wietersdorfer グループ傘下の Poloplast 社は、現在 Ebenhofen
担当：
Andreas Kessler
クラウスマッファイ・ベルストルフ
（ミュンヘン）
ゼネラルセールスマネージャー
andreas.kessler@kraussmaffei.com

Vadim Schwarz
クラウスマッファイ・ベルストルフ
ロシア地域セールスマネージャー

（バイエルン州）と Leonding（オーストリア北部）の 2 か所に生産
拠点があります。

vadim.schwarz@kraussmaffei.com

PVC ペレタイジング用二軸押出機は、ポリマーコンパウンドの
製造で活躍しています（ロシア、モスクワ）
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1838 年に始まる技術のパイオニア

クラウスマッファイ
180 年の歴史を記念

“Der Münchner” 1841 年 Eisenwerk Hirschau
によって作られた蒸気機関車

クラ ウ スマ ッ フ ァ イの 会社の 歴史 は 、 Johannes Bähr 、Paul Erker 、Maximiliane
Rieder により科学的に検証されています。彼らの仕事の業績は本となって、創業
180 周年記念に合わせ出版されています。480 ページに渡り創業から今日に至るま
で会社の発展の歴史が詳細に記されています。
TEXT: GERHARD KONRAD

PHOTOS: KRAUSSMAFFEI, BAYERISCHES WIRTSCHAFTSARCHIV

第 1 章では創業から第一次世界大戦の終

1930 年、世界経済危機はクライマックスを迎えると、Maffei AG

結までの歴史が記され、1918 年から 1945

は経済的困難に陥り、1931 年に Krauss によって引き継がれま

年までの「極端な時代」が続きます。プラス

す。新会社は Lokomotivfabrik Krauss & Comp. – J. A. Maffei

Alpha 1 は、ゼネラルエレクトリックに導入された型締力 5,000 ト

え、1997 年にはグループの売上高の半分

チックおよびゴム加工機械の世界的市場

A.G. München と呼ばれ、1940 年から正式に Krauss-Maffei AG

ンの伝説的な多機能ラボ用射出成形機です。重量はおよそ

はこの部門によるものでした。企業買収の

リーダーへの成長は、最近の進展である

となりました。主力は蒸気機関車の製造でしたが、1925 年からト

1,000 トンでした。クラウスマッファイと自動車産業との関わりは、

多くが、この発展に貢献しました。スイス

ChemChina グループへの統合もカバーす

ラックやトラクターが加わり製品ラインナップが広がりました。この

長きに渡りたいへん緊密です。5,000 台目の B シリーズ射出成

Näfels の Netstal Maschinen AG は、1991

る第 3 章で描かれています。

製品群はナチス独裁政権下の第 2 次世界大戦中も続きました。

形機が、1994 年夏にアジアの自動車部品サプライヤーに納入さ

年よりグループに加わりました。PET プリ

れたのも偶然ではないでしょう。

フォームの多数個取り金型を専門とし、今

創業と危機

大きな転換期

1838 年、イタリアにルーツを持つ起業家で

ドイツで最も重要な武器メーカーの 1 つに変身し、純粋に民間用

プラスチック加工の最先端技術

もう一つの柱として、1994 年にはゴム加工

あり銀行員である Joseph Anton von Maffei

のポートフォリオを持つプラスチック機械の市場リーダーになるの

2 取付板コンセプトによる MC シリーズの導入により、1995 年か

シ ス テ ム を 専 門 と す る Berstorff

は、ミュンヘンに蒸気機関車工場 Eisenwerk

は、第 2 次世界大戦終結後のことです。この時代は決して単純

ら射出成形機の組立時間がおよそ 3 分の 1 短縮されました。同

Maschinenbau が買収されました。

Hirschau（鉄工所）を立ち上げました。時速

ではありませんでした。これらの章は、歴史に関心のない人々に

年には最初の PVC 異形成形用二軸押出機も実用化されました。

30 km で 走 る 第 1 号 蒸 気 機 関 車 “ Der

とっても、とても興味深いものでしょう。

1,000 kg/h の吐出量で、同時に 2 つの異形成形品の製造をしま

1990 年代の終わりには、所有構造の再編

した。

がなされ、結果としてクラウスマッファイ・グ

Münchner”は、1841 年に開発されました。

日でも当社の成功に大きく寄与しています。

まさにプラスチック加工分野でも、創業以来クラウスマッファイに

ループは射出成形機・反応射出成形、押出

1866 年、Georg Krauss はライバル会社を

生きるパイオニアスピリットは健在です。最初の射出成形機は、

成長と多角化

成形、ゴム加工の 3 つの分野で構成される

設立し ま した 。彼 らの蒸気 機関 車に より

1957 年ミュンヘン・アラッハで作られました。およそ 30 年後、プラ

企業全体にとってプラスチック機械の重要性が高まって行きまし

ようになりました。2016 年 4 月からは、クラ

Krauss と Maffei はヨーロッパにおける鉄道

スチック機械製造は独立した公開会社となり、その技術は世界を

た。1995 年、この部門の売上高は初めて 10 億トイツマルクを超

ウスマッファイは、ChemChina グループの

の発展に大きな役割を果たすこととなりまし

リードすることとなります。1986 年、CD 製造機械の 5 台に 1 台

一部となり、強力なサポートと共に未来へと

た。ブーム期、戦争、1920 年の危機は、そ

はクラウスマッファイ製でした。1987 年の初めには、マイクロプロ

歩んでいます。

れ ぞ れ の 会 社 J.A. Maffei AG と

セッサー制御システムが機械の標準仕様となりました。

Lokomotivfabrik Krauss & Cie の発展に等
しく大きな影響を残しました。

販売中
クラウスマッファイの 180 年
– 世界ブランドの歴史（480 ページ,
Siedler Verlag（ミュンヘン）出版）

伝説の機械：Alpha 1、型締力 5,000 トンの多機能ラボ用射出成形機
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プラスチック殿堂
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プラスチックアカデミー、Karlheinz
Bourdon 博士を称える
クラウスマッファイ事業統合上級副社長 Karlheinz Bourdon 博士が、

クラウスマッファイ
引抜成形技術で

トレードショーカレンダー（2018 年 6 月～12 月）
6/11–14
Argenplas, ブエノスアイレス,
トレードショーカレンダー（2018
年
アルゼンチン
6/27–28
Compounding World, エッセン, ドイツ
７/2–5
ニュルンベルグ,
June 11–14 DKT/IRC,
Argenplas,
ブエノスアイレス,ドイツ

新市場の開拓

8/1–3

KraussMaffei
KraussMaffei Berstorff
KraussMaffei Berstorff

6 月～12 月）

KraussMaffei Berstorff

KraussMaffei,
KraussMaffei
Berstorff
KraussMaffei

アルゼンチン
PU China,
上海, 中国

9/5–7
Composites
Expo,
上海, 中国
June 27–28 China
Compounding
World,
エッセン,ドイツ

KraussMaffe
KraussMaffei
Berstorff

プラスチック殿堂のメンバーに選ばれました。

9/20–22

KraussMaffei Berstorff

TEXT: PETRA REHMET

9/24–26

PHOTOS: KRAUSSMAFFEI

Plastic Pipe Conference, ラスベガス, アメリカ

Aug. 1–3

Colombiaplast, ボゴタ, コロンビア

Sept. 5–7

9/26–27

Sept. 20–22

10/1–5

ク産業におけるリーダー的地位として長き

Sept. 24–26

に渡る博士の活動の中で、Bourdon 博士は

DKT/IRC, ニュルンベルグ, ドイツ

July 2–5

9/24–28

プラスチックアカデミーによると、プラスチッ

Rubber Tech, 上海, 中国

PU China, 上海, 中国

China Composites Expo, 上海, 中国

び、1989 年 RWTH Aachen 大学で博士論

Oct. 1–5

10/31–11/1

文を書きました。1990 年、博士はクラウス

Oct. 16–18

マッファイでシステム技術のリーダーとして

11/5–7
Oct. 16–20

仕事を開始し、自動金型交換やロボット成
形品取出システムの分野で、最初の技術

KraussMaffei

Rubber Tech, 上海, 中国

KraussMaffei Berstorff

MSV Brünn, Brünn, チェコ

KraussMaffei

Plastic Pipe Conference, ラスベガス, アメリカ

KraussMaffei Berstorff

KraussMaffei

KraussMaffei, Netstal

KraussMaffei
KraussMaffei
Group

MSV Brünn, Brünn, チェコ

Composites Engineering Show, バーミンガム, イギリス
CAMX, ダラス, アメリカ

ス チ ッ ク 機 械 の 社 長 と し て Ferromatik

Waterproof Membranes, ケルン, ドイツ

KraussMaffei Group

Composites Europe, シュツットガルト, ドイツ

11/Nov.
6–85–7

Feipur,
サンパウロ,
ブラジル
Waterproof
Membranes,
ケルン,ドイツ

Nov. 6–8

11/7–9

ネスを担当し、新たな革新的全電動射出成

11/26–29

Nov. 6 – 8

形機の開発を進めました。

Nov. 7–9

KraussMaffei

射出成形機分野において偉大な思想家で

クラウスマッファイ・グループは 2016 年 ChemChina 傘下となっ

「引抜成形は、高い費用効率で異形製品を製造するシンプルな方法で

ありリーダーある一人

てから、Bourdon 博士は統合上級副社長として、ChemChina の

す。現在ターンキーの提供はほとんどなく、成長技術です。加えて当社

2008 年クラウスマッファイに常務兼射出成

既存の機械企業をクラウスマッファイ・グループへの統合を担当

は繊維や計測技術、関連するプロセス技術の知識が豊富です。」と、

形機 CEO として戻り、2012 年射出成形機

しています。

ク ラ ウ ス マ ッ フ ァ イ 反 応 射 出 成 形 機 械 開 発 リ ー ダ ー Sebastian

部門の技術副社長となりました。博士の

KraussMaffei

KraussMaffei
KraussMaffei
Berstorff

Composites Europe, シュツットガルト, ドイツ

KraussMaffei

Expoplasticos,
Guadalajara, メキシコ
Germany
Feipur, サンパウロ, ブラジル

KraussMaffei Group
KraussMaffei

All4Pack, パリ, フランス

KraussMaffei, Netstal

Expoplasticos, Guadalajara, メキシコ

12/5-8
Eurasia,
トルコ
Nov. 26–29 Plast
All4Pack,
パリ,イスタンブル,
フランス
Dec. 5 – 8

KraussMaffei

KraussMaffei Berstorff

Fakuma, Friedrichshafen, ドイツ

11/6–8

Milacron に移動後、世界的プラスチックビジ

KraussMaffei
KraussMaffei

Oct. 31–Nov. 1 Composites Engineering Show, バーミンガム, イギリス

的な功績を残しています。グローバルプラ

KraussMaffei Group

KraussMaffei
KraussMaffei,
Netstal

Plast Eurasia, イスタンブル, トルコ

KraussMaffei

発行

Schmidhuber は、クラウスマッファイが昨年より引抜成形市場に参入し

リーダーシップの下、モジュラー油圧 GX と

Bourdon 博士は、VDMA プラスチック・ゴム加工機械工業会の役

た動機を説明します。最新の開発の結果が、2017 年にスタートした

発行：

全電動 PX 射出成形機シリーズ、カラー

員を務めています。評議会では博士の知識と豊富な経験を使い、

iPul システムです。これは従来型のチューブまたはプルスルー工程よ

フォーム表面仕上げプロセスなどの新しく

著名な大学、Aachen のプラスチックプロセス研究所（IKV）や

り格段に速い製造スピードで新たな用途を開きます。そのためクラウス

開発された製品は、順調に販売されました。

Fraunhofer 材料力学研究所（IWM）などのプラスチック技術研究

マッファイは、現在、引抜成形鉄筋を製造する第 2 の引抜成形システ

機関をサポートしています。2015 年より、ヨーロッパプラスチック・

ム鉄筋システムを含む技術センターを拡大しています。「フラットプロ

ゴム産業機械委員会（EUROMAP）の副会長を務めています。

ファイルシステムの最初の iPul システムと共に、当社は顧客に引抜成

KraussMaffei Technologies GmbH
Krauss-Maffei-Strasse 2
80997 Munich
Germany
Phone +49 89 88 99-0
Fax +49 89 88 99-2206
www.kraussmaffei.com

形分野において包括的で世界でも他にない研究開発の機会を提供し
アメリカ・ローウェルのマサチューセッツ大学にあるプラスチック殿
堂は、献身性と努力を持ってプラスチック産業の発展と成長に大
きく貢献した人々を称えて来ました。その祝賀行事は、5 月 6 日
オーランドの NPE ショーでて開催されます。

ます。」と、Schmidhuber は締めくくります。
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Sept. 26–27 Fakuma,
Kunststoffen,
フェルドホーフェン,
10/16–20
Friedrichshafen,
ドイツ オランダ

しました。Bourdon 博士は、機械工学を学

Karlheinz Bourdon 博士
事業統合上級副社長

KraussMaffei

KraussMaffei, Netstal

10/16–18
CAMX, ダラス, アメリカ
Sept. 24–28 Colombiaplast, ボゴタ,コロンビア

射出成形機の進歩に非常に大きな貢献を

担当：

KraussMaffei Berstorff

KraussMaffei Berstorff

写真提供：
Baosu Pipe Industry, Bayerisches
Wirtschaftsarchiv, KraussMaffei,
KraussMaffei Berstorff

www.kraussmaffeiberstorff.com

テクニカル異形成形のための
効率的な機械と
複合システムソリューション
– 単軸押出機とお客様の様々な要求に対応するトータルシステム
– 技術プラスチック加工の柔軟性
– 最新 C6 制御システムによる最適なモニタリングとクローズドループ制御
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