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お客様及び関係者の皆様へ,
弊社のプラスチック処理産業の顧客がコンパウンディング及び押出ラインに求める厳し
い要求は、我々に弊社の機器及び製品を継続的に改良し、弊社の技術力を常に向上さ
せるインセンティブを与えてくれます。益々洗練される最終製品、より低い比エネルギー
消費レベルにおけるより大きな吐出量、材料をより繊細にプロセスしなければならない
事、再生材の使用増加、そして、あらゆる側面において益々高まる持続可能な成長へ
の焦点 ― これらは全て皆様の日々の生産ルーチンの要求を反映しています。

弊社が顧客に与えられた厳しい課題を常に達成して来た事を私は非常に誇りに思っています。
天然繊維 (米糠や木粉等) の含有比率が益々高まるにも関わらず品質や外観において極めて厳
しい基準を満たすプロファイルやシート用の押出ラインはその一例に過ぎません。この流れの中
で同様に注目に値するのは、一度に最大七層まで作れる弊社のプラスチックパイプ生産用のパ
イプ押出ヘッドです。このソリューションは益々複雑なパイプデザインを求める産業界の要望に対
応して開発されました。そして、エネルギーを最大限節約しながらゴムシールプロファイルを加硫
する弊社の閉式熱風循環を伴うマイクロ波加硫槽も一見の価値があります。

プロセス及び製品
10 せん断と温度に敏感なWPC向けにカスタム化
11 デッキ用WPCプロファイル：費用対効果を促進
させる二段階押出方式
12 押出工程のモニタリングをより一層簡単且つ
直観的にしたC6 制御システム
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弊社は貴社の競争力を高めるために費用対効果を高め、用途別効率性を最大化する事にコミッ
トしています。新しく開発されたZEブルーパワー型二軸押出機シリーズはこのコミットメントを明確
に実証しています。このシリーズは幾十年にも渡る経験を、コンピューターシミュレーション等の最
先端技術と組み合わせています。

弊社の開発努力から生まれた素晴らしい結果と弊社の新製品及び独創的なノウハウについて詳しく
記載しましたので楽しんでお読み下さい。

18 南米市場における有利な
戦略的地位
19 エコライン・マイクロ波装置による
トレルボルグ社の未来への布石

クラウスマフェイ・グループ
20 ブラジル – サンバとサッカーの国の展望
21 北米・中米における三つの有力なブランド

ピーター・ルース
クラウスマフェイ・ベルストルフ
押出技術部門社長

22 クラウスマフ ェイ : 新型CX シリーズ
–最も小型の機種が今では最優秀
22 ネットスタール (NETSTAL) は最初から最後ま
でサポートします
23 クラウスマフ ェイ・グループ :
中国海安(ハイアン)に最先端の新工場を開設
23 トレードショーの日程
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コンパウンディング産業の革命
ZE ブルーパワー シリーズ

ZEブルーパワーは多くのイノベーションを備えた未来のアップグレードにも対応できる二軸押出機です。
最大の特徴は Do/Di 比が 1.65 であり、トルク密度が 16.0 Nm/cm3 である事です。
更には、油圧式スクリュー予圧装置、高い耐摩耗性を可能にする楕円形ライナー、改良型サイドフィーダー、
脱気機構、そして、エネルギー管理ツールが大きなメリットをもたらします。
作者：トーマス・ヴィンクルマン博士、ゲルハード・シェル、マイケル・べリング

写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

新開発
新開発されたZEブルーパワー型二軸
押出機がK2013展示会でデビュー致し
ました。
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考え抜かれたデザイン
凸型のライナー形状によりスクリュー噛合い
域でのライナーの変形を防ぎます。

Z

E ブルーパワーのずば抜けた性能はエネルギー効率、費用対効

果、操作性、保守の容易性、及び、運転の信頼性と言った益々強
まる顧客要求を長期的に満足しますとクラウスマフェイ・ベルスト
ルフ社プラスチック技術開発部門の部門長トーマス・ヴィンクルマ
ン博士は言う。また、「最適なコンパウンディング装置との評価には、エネル
ギー効率の良い運転と完璧な信頼性を伴う高い費用対効果に貢献する幾
つもの要素が大きく関わります」と同博士は加える。
品質の均一性とプロセスの信頼性を損ない限り、二軸押出機によるプラス
チック・コンパウンディングの費用対効果を向上させる一つの方法として吐
出量の増加が挙げられます。但し、トルク値または体積のいずれかが限界
に到達してしまうため、吐出量は一定の最大値までしか増加できません。設
計上この二つの要素には反比例の関係が存在します。フライト／溝部間の
スクリュー外径比 (Do/Di) が比較的小さい押出機は、大トルク用として設計
できますが、その場合はフリーボリュームが小さくなります。一方、Do/Di 比
がより大きい押出機は、フリーボリュームは大きくなるものの設置トルクがよ
り小さくなります。
「ここ数年間の間に同方向回転式二軸押出機のメーカーは皆より大きな吐
出量を求める市場に応えるためにコンパウンディング装置の改良を続けて
来ました」とクラウスマフェイ・ベルストルフ社の開発設計担当のゲルハー
ド・シール氏は言います。「そのために同一サイズの押出機に定格がより速
い回転速度及びより大きいトルク値を持つ駆動部が装備され、フリーボ
リュームがより大きいスクリュー形状が選択される様になったのです。」クラ
ウスマフェイ・ベルストルフ社でも同じ試みが採用され、この数十年間に渡り
スクリュートルク Md とスクリュー中心間距離 a との比率 (Md/a3) であるトル
ク密度を高める事で同社の押出機シリーズを継続的に改良してきました。

改良の代わりに斬新なアイディアの開発
ZE ブルーパワー シリーズはトルク密度の増加と体積の拡大とを組み合わせた
点で斬新的なシリーズです。クラウスマフェイ・ベルストルフのエンジニア陣は同
じサイズの前世代押出機と比べてトルク密度を30パーセント、体積を23パーセ
ント、それぞれ増加させる事でトルク限定用途と体積限定用途の双方に対応し
つつ吐出量を改善しました。

テスト結果がシミュレーションを実証
新型押出機シリーズの開発にあたりクラウスマフェイ・ベルストルフ社は最
適なDo/Di 比を求めるために様々なシミュレーション及び計算方式を使用し
ました。フリーボリューム及びトルク密度は、最も良く使用される範囲の外径
比率の関数として計算されました。そして同社のエンジニア陣は計算結果を
様々な実用的試験により実証しました。
理論的計算値と試験結果の双方から導かれた結論は、Do/Di 比率が
1.65 であり且つトルク密度が 16.0 Nm/cm3 である時に一番良い結果が
出る事です。従って新シリーズの目玉となる特徴はコンピューターによる
シミュレーションと現場での試験に基づいているのです。こうした努力によ
り生まれたのが新しいZEブルーパワーシリーズです。現在スクリュー径
φ42、φ52、φ65、及び、φ80㎜ から選択可能でます。将来は広く知られて
いるZE-UTX 型二軸押出機シリーズの後継シリーズになります。

スクリュー予圧装置による運転信頼性の向上
スクリューに大きなトルクを安全に伝達させる上で不可欠なのが強力な駆
動部、耐久性の高いスクリュー材、そして、スクリューシャフト歯形の最適化
です。そこにクラウスマフェイ・ベルストルフ社は更にスクリューの取付け及
び予圧状態の再現性を確実にする予圧装置を開発しました。この装置はス
クリューシャフトにねじれ負荷をかけずに定められた引張り応力をかけます。
それぞれの油圧値を決めるために材料特性による膨張係数を考慮した上
で冷たいスクリューを基に幾何学的長さ及びサイズを定めました。機械の
オペレーターはただ機械の付随資料に指定された適切な圧力を選択し、取
り出したスクリューを予圧装置にクランプで取り付けるだけです。ボタンを押
すだけでスクリューシャフトとスクリューエレメント及びスクリュー先端金具
の組合せに対して弾性範囲内で安全に予圧がかかり、この状態でプロセス
部に容易に挿入できます。
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その良く考え抜かれ概念のお蔭でZEブルーパワー シリーズ 及び ZE-UTXシリーズ
の押出機の全てのサイズを僅か三種類の予圧装置で予圧できます。指定された予
圧がスクリューエレメント・シャフト間に溶融樹脂が侵入するのを防ぐので時間とコスト
を要する分解及び掃除作業を避けられます。

新型のZEブルーパワー 世代は更にモジュール式のスクリューエレメントや付随
機器も備えています。特別な例として一般的に増加トレンドにある供給量に対応
する拡張型サイドフィーダー・フィード口があります。サイドフィーダーの脱気部へ
の容易な変換もオプションとして新しく提供しています。各押出機には、オプショ
ンとして全てのエネルギー消費部を画面表示できるエネルギー管理ツールを装
備できる、制御部が含まれます。

全ての構成部位の見直し
未来の更新に対応できる新世代の機械を開発するためには、二軸押出機の全
ての構成部位を検証する必要がありました。役立つ特徴はそのまま継承しつつ
も多くの要素を改良あるいは最適化しました。前世代のシリーズと同様に新世
代二軸押出機も長さ４D及び6Dのバレルエレメントから構成されています。クラ
ンプリング式接続にて容易に固定及び解除できるハウジングエレメントの長方
形形状も不変です。これにより最大350バールに耐えられる接続が確実になり
ます。

独特の楕円形ライナーも一つのセールスポイント
油圧式スクリュー予圧装置の他にバレル内の新型楕円形耐摩耗性ライ
ナーも新世代押出機特有のオプションです。このタイプのライナーは集中的
な摩耗を受けるコンパウンディング・プロセスには理想的であると同時にコ
スト的にも効果が大きいソリューションです。必要である場合はライナーの
交換のみ (バレルはそのまま) で済みます。このライナーの新しい楕円形状
は、十分な壁厚が確保されていれば冷却用及びカートリッジヒーター用の穴
への距離を最小化します。更に、ライナーの凸型形状が両スクリュー噛合い
部におけるライナーの変形を防ぎます。
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性能と生産量の向上
新型のZEブルーパワー二軸押出機シリーズにはエネ
ルギー効率とプロセスエンジニアリングの観点から数
多くの独創的な特徴があります。

ZE ブ ル ー パ ワ ー ・ シ リ ー ズ の 性 能 上 の 特 徴

直径比の関数としての比フリーボリューム (Specific free volume)
及びトルク密度の計算
0.50

新シリーズは更に芯出し用のピン穴をライナーに設けてあり、軸方向の位置決
めを正しく行うための接触カラーも装備しています。また、カートリッジヒーター
の数量増加と圧力ロスの観点から最適化された冷却穴のデザイン、及び、優
れたエネルギー効率を持つ循環ポンプを中心に全体的に改善された加熱・冷
却部とにより経済的且つ資源節約型の温調ソリューションが提供されました。

0.45

比押出量 [kp/dm3]

0.40
0.35

e = 0.16 kWh/kg
e = 0.24 kWh/kg
rho_S = 0.4 g/cm³
rho_S = 0.6 g/cm³

0.30
0.25
0.20

トーマス・ヴィンクルマン氏は次のように要約します：「ZEブルーパワーとは製品
品質、エネルギー効率、及び、運転の信頼性の点でピークパフォーマンスを意
味します。これらの特徴はコンパウンディング用途の日常の作業を大きく向上さ
せます。」

0.15

この記事は07/14号で最初に掲載されました

0.10
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直径比 [-]

トルク密度 [Nm/cm3]

22
20

下記によるトルク
密度の増加:

18
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- 歯の形状の最適化
- スクリューエレメント
への予圧
- 疲労強度試験

8
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比フリーボリューム[-]

直径比[-]

2.0
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Do当たりのフリー
ボリュームとの関連

0.6
0.4
0.2
0.0
1.40 1.45 1.50 1.55

1.60 1.65

直径比[-]

1.70 1.75 1.80

作者：
トーマス・ヴィンケルマン博士は1997年にプロセスエンジニアとしてクラウ
スマフェイ・ベルストルフ社に入社し、その後研究開発センターのトップにな
りました。2013年に博士はプラスチック技術開発事業部を任されました。
ゲルハード・シール氏は1995年にクラウスマフェイ・ベルストルフ社に入社
し、プラスチック技術開発事業部に所属します。
マイケル・べリング氏は1989年にクラウスマフェイ・ベルストルフ社に入社
し、プラスチック技術開発事業部に所属します。
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ブランド及び市場
ワンステップでのリサイクルとコンパウンディング

お客様達がプラスチックのリサイクルに秘められ
た膨大なポテンシャルを発見
勝ち組：「エーデルヴァイス」と華々しく令名された、アーテク (Artec) 社製リサイクル
モジュール、エトリンガー (Ettlinger) 社製樹脂フィルタ、クラウスマフェイ・ベルストル
フ社製二軸押出機、及び、ガーラ (Gala) 社製アンダーウォーター・ペレタイザーを組
み合せたリサイクリング・コンパウンディング複合ライン
著者：アンドレアス・ヴェスラー 写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

エーデルワイス・デイズ
デモ用のラインは、この
イベントの際に汚染度の
異なる様々な廃棄フィル
ム材の処理に使用され
ました。

2014年6月24日から26日にかけてハノーバー市内のクラウスマフェイ・ベル
ストルフ社で開催された「エーデルヴァイス・デイズ (Edelweiss Days)」に世
界中からプラスチックのリサイクル及びコンパウンディング業者が約60人参
加しました。この期間中に参加者達には、汚染度が大きく異なるHDPE及び
LDPEフィルムのスクラップ材が高品質の材料に変換されるプロセスが実演さ
れました。
天然資源の節約を促すプラスチック材の再利用
新開発された「エーデルヴァイス」型押出＆リサイクル工程はこのイベントで
初めて生産モードで実演されました。単一工程により回収材が高品質コン
パウンドに変換される事が、この「時代を先駆けた」ソリューションがもたら
す最大のメリットです。プロセスの統合により出発原料の加熱を繰り返す必
要がなくなりました。そのためエネルギーが節約され、ポリマー構造に影響
を及ぼすせん断応力が最小化されます。
この時のデモンストレーションでは様々な汚染度合のHDPE及びLDPEが処
理されて炭酸カルシウム負荷が70%のPE配合材が作られました。
この用途に使用されたラインは1,000kg/hの吐出量を達成しました。

カスタム化されたソリューション
このイベントの参加者達は、この独創的な技術とそれに関連して提供される
広範なサービスについてアーテク (Artec) 社、エトリンガー (Ettlinger) 社、
そして、クラウスマフェイ・ベルストルフ社の専門家達と詳しく話し合う貴重な
体験をしました。「顧客達との個別面談を通じて我々は個別の要求と期待に
ついて深い知識を取得できました。これにより特定用途別に最適化されたソ
リューションのカスタム化が可能になりました」と、ラルフ・ダール氏は「エー
デルヴァイス・デイズ」への好意的なフィードバックに満足した様子で説明し
た。

Brand & markets

KraussMaffei Berstor ff

9

業界全体に貢献するコンパウンディング装置

クラウスマフェイ・ベルストルフ社の機器が
ドイツプラスチック・センターを支援
今年七月上旬にヴュルツブルクに所在する南ドイツプラスチック・センター (SKZ) でコンパウンディング協
議会の年次集会が開催されました。SKZはこのイベントを機会にクラウスマフェイ・ベルストルフ社の
ZE 25 A UTXi.型 コンパウンディング用押出機を立ち上げました。
著者：アンドレアス・ヴェスラー

写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

この押出機は鉱物フィラー含有率が高く優れたミクシング効率が要求される
様な複雑なコンパウンド生産用として開発されました。特徴的な形状を持つ
この機械はSKZにある既設機にとって理想的な補完機です。これによりコン
パウンディング研究に必要な手法が全て揃ったため、プラスチックのコンパ
ウンディング分野におけるSKZの地位が更に不動なものになりました。この
分野に関心を持つ企業は同機を様々なテストや材料開発に利用できます。
柔軟な研究用押出機
クラウスマフェイ・ベルストルフの ZE 25 UTXi型 研究用押出機は、様々な
コンパウンディング作業用に短いプロセス部を装着できます。特殊用途には
必要に応じてより長いプロセス部の装備やサイドフィーダー、脱気口、そし
て注入ノズルの追加も可能です。バレル及びスクリューエレメントの種類が
豊富であるため、この機械は非常に特殊なプロセス要求向けにカスタム化
できます。
ヴュルツブルクに本拠を持つSKZは50年以上に渡りプラスチック産業の有
能なパートナーであり続けています。約270人のスタッフは三つの分野で活
躍しています ― つまり、材料の品質保証、職業訓練及び先端教育、そして、
研究開発の分野です。更に、管理システム認定機関の役割も果たしていま
す。SKZはこうしてドイツ国内で圧倒的に最大のプラスチック技術移転機関
立上げ
に成長しました。また、SKZはドイツ国内に三つの外郭団体を有する他にド
[写真左から]
バイ及び中国にも拠点を持ちます。
押出機引渡しに臨むSKDのハイデマイヤー博士、クラウスマフェイ・ベルスト
ルフ社のヴィンケルマン博士、SKZのラング女史、SKZのクレッシュマー博士

コンティ社の評価

押出機器分野でA級サプライヤーと評価された
クラウスマフェイ・ベルストルフ社
クラウスマフェイ・ベルストルフ社は2014年5月7日にコンティネンタル社タイヤ事業部
より押出機器の分野でのA級サプライヤーの認定を受けました。同タイヤメーカーは
様々な指標に基づくランキング方式を用いてサプライヤー各社を年に一度評価しま
す。「我々はコンティネンタル社から2013年度のAラインキングを頂いたことを非常に
喜んでおります。この最大級の評価は弊社の製品及びサービスが絶え間なく最適
化、改善されている事の証です。我々は、高い品質と妥当なコストを伴う生産性の最
大化を達成する事を目指しています。この表彰は我々が自分達に課す高い基準を
間違いなく満足している事を示します。」と、クラウスマフェイ・ベルストルフ社ゴム技
術部門長のウヴェ・ワグナー氏は宣言します。そして「弊社は最先端の技術でタイヤ

メーカー各社をサポートしており、各社の競争力を研ぎ澄ます活動を手助けしていま
す」と同氏は続けます。
コンティネンタル社はサプライヤー各社を品質、機器内容、プロジェクト管理
能力、技術、工程計画及びコスト計画の順守の側面から評価するためにこ
の評価プログラムを利用しています。Aランクのサプライヤーと評されたクラ
ウスマフェイ・ベルストルフ社はコンチネンタル社の2013年度のエクセレント・
パートナーである数少ないグループの一員になりました。
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プロセス及び製品
Processes & products
二軸押出機の最適化されたプロセス技術

せん断と温度に敏感なWPC向けに
カスタム化
ZE型 同方向回転二軸押出機は、WPCプロファイルの直接押出工程のみならずWPCコンパウンド材の
生産に使われるツーステップ押出工程においても説得性の高い技術的優位性を提供します。クラウス
マフェイ・ベルストルフの二軸押出機はそのモジュール式スクリュー及びバレル構成もさることながら、
WPCプロセスにおいて理想的なソリューションをもたらす様々な特殊機能も持ち合わせています。
著者：アンドレアス・ヴェスラー

写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

脱気口に溶融樹脂が登るのを防ぐホールドダウ
ン装置はこの装置構成では不要です。

「その良好な製品特性、低価格、及び、高い環境
適合性により木材プラスチック複合材は広範な
屋内及び屋外用途の製品に益々多く使用されて
います。近年は年間約25パーセントの成長を遂
げています」と、クラウスマフェイ・ベルストルフ社
の生分解プラスチック用コンパウンディング及び
プロセス技術開発部門のカイ・シュヴェヅヘルム
氏は報告します。「欧州ではWPC製デッキ用プロ
ファイルの需要が特に顕著です。」と同氏は言う。

押出機には、軽量フィラー材の嵩密度を増加さ
せる事で吐出量を増加させるウルトラフィード技
術 (Ultra Feed technology) に基づくZSFE型サイド
フィーダーが装備されています。このサイドフィー
ダー構成によりWPCプロセスの総吐出量を従来
のラインに比べて2.5倍に増す事が可能です。最
後に、混練部のスクリュー形状も最適に改良され
ました。ここでも独特なマルチプロセス・エレメント
が温度を約10%下げるので材料品質が大幅に改
善されます。

WPC製品を作る際には、この材料の特殊なプロ
セス特性への考慮が必要です。一方では木材及
びプラスチック両成分の最適な分散を確実にしな
くてはなりません。しかしもう一方では、木材成分
が影響されない様に、この材料は優しく取り扱わ
れ、且つ、相対的に小さなせん断及び低い温度
の下で溶融されなければなりません。

この高度に専門化したソリューションがもたらすメ
リットをカイ・シュヴェヅヘルム氏は次の様に要約
してくれました：
「全ての改良が総合的に果たすのは満足な温度
において小さなせん断応力の下でWPCが処理さ
れる事です。その結果、より大きな吐出量と機械
特性が従来以上の製品が得られます。」

プロセスを最適にする技術的特徴
WPC特有のプロセス技術の特徴からZEシリーズ
の同方向回転式二軸押出機はWPCプロセスにお
ける実用性が実証されています。最近の具術的
改善はこうした特有の要求をより確実に満足させ
るために開発されました。例えば、溶融区分をプ
ロセス区分と共に改良しました。混練エレメントと
複合プロセスエレメントとを独創的に組み合わせ
た事で、標準エレメントと同一の溶融効率を維持
しながらも溶融温度を約10パーセントも低下でき
ます。更に、クラウスマフェイ・ベルストルフ社の
エンジニア陣はファイバー供給エリアの改良に成
功しました。ここでも繊細に調整されたスクリュー
形状が最良の結果を生みます。また、市場では
珍しいもののZE型押出機では標準的な長さ6Dの
組合せバレルエレメントもプロセスを改善します。
これらのエレメントは木材成分を効率的に取り込
み、材料が処理される間に閉じ込められたエアを
プロセスから十分離れた距離で取り除きます。残
留する湿気、特に揮発性物質の脱気には長さ6D
の脱気口がプロセスの低いガス流速での高い信
頼性を確実にします。

兎に角ユニーク
クラウスマフェイ・ベルストルフの長さ
6D脱気口はプロセスに高い信頼性をも
たらせます。
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最先端を研ぎ澄ますクラウスマフェイ・ベルストルフ社の総合力

デッキ用WPCプロファイル：費用対効果を促進
させる二段階押出方式
コンパウンディングと成形を一つの生産サイクルに組合せる直接押出工程は明らかなメリットをもたらしま
す：材料が機械応力・熱応力に一回しかさらされないので、最終製品の物理特性が改善され、エネルギー
消費量が削減されます。これは多くの用途に共通していますが、必ずそうだとは限りません。デッキ用の木
材プラスチック複合材プロファイルの押出工程においては二段階プロセスの方が費用対効果が大幅に優
れているのです。
著者：アンドレアス・ヴェスラー

写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

ある ZE 60 R x 46 D UTXi型 同方向回転式二軸押出機、及び、下部構造と周
辺縁目用として1台の1,200 kg/h の高効率吐出量に達する ZE 60 Rx46 D
UTXi型 二軸押出機です。このワンステップ方式の設備にかかった投資金
額は約347万ユーロでした。そしてこの設備の年間エネルギー費用は、クラ
ウスマフェイ・ベルストルフ社の試算によると、おおよそ12万3千ユーロにな
ります。

デッキ用WPC製
プロファイル
異方向回転式二軸押出機
で作られたデッキ用WPC
製プロファイル

WPC製のデッキ用プロファイルは、下部構造用の厚板プロファイルと周辺
の縁目 (エッジストリップ) から構成されます。これらのプロファイルは様々
な色で提供されています。ワンステップ方式の生産工程では、配合作りか
ら成形、そして、切断による最終的な寸法出しに至るまで全ての段階を単
一ラインでこなします。こうしたラインの中心的構成部位は同方向回転二軸
押出機です。このライン概念の優位性はエネルギー消費量が少なく、材料
にかかる熱負荷が小さい事、そして材料が一回のみ溶融する事にあります。
上流及び下流機器を含む四式の完結したコンパウンディング・ラインを前提
にツーステップ方式とのコスト面での比較が行われました。ワンステップ方
式に使用されたのは厚板プロファイル用として3台の吐出量が 350 kg/h で

WPCデッキ生産へのツーステップ方式の応用

一方、従来型のツーステップ製造方式では 350kg/h の性能を持つ異方向
回転式二軸押出機でデッキが生産されました。色が異なるデッキ用プラン
ク (下部構造) やプロファイルには通常3式の KMD 114-32/WPC ラインが
導入されます。そして通常は二種類のより小さいサイズのプロファイルの生
産には1台の吐出量 150lg/h の KMD 75-32/WPC 型 異方向回転式押出
機が使われます。WPC材の配合には定格 1,200 kg/h のZE 90 R x 48 D
UTi 型二軸押出機を装備した高性能コンパウンディング・ラインが使われま
した。この場合のライン全体の投資金額は約308万ユーロであり、エネル
ギー消費は年間214,200ユーロでした。
この分野における二つの製造方式を比べると明らかにツーステップ押出方
式の方が優位です。直接押出方式であるワンステップ方式は年間電力消
費量で約91,000ユーロの節約に繋がるものの、投資金額がツーステップに
比べ390,000ユーロも高くなります。つまり、節電効果により投資金額を回収
するには少なくても四年間必要になります。
ツーステップ押出方式は更に、色や配合の変更、あるいは、二軸押出機で
作られたWPCペレットの使用により柔軟に対応できます。最後に、一部の機
器を既に保有している材料やプロファイルのメーカーは、限られた機器の新
規購入のみで有望なWPC市場に参入できます。
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生産条件特定型であるがゆえのメリット

押出工程のモニタリングを
より一層簡単且つ直観的にした
C6 制御システム
クラウスマフェイ・ベルストルフが K2013 で初めて発表した新世代の中央ライン制御
システムが2014年秋から単独機及び標準ラインに採用できる様になります。顧客要求
によりカスタム化された機器やラインシステムは既に多く導入済みです。
これでクラウスマフェイ・ベルストルフ社が将来のチャレンジに挑戦する準備が整備さ
れました。
著者：アンマリー・パブスト

現

写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

状の市場要求を考慮した最新のソフトウェア構成要素と実証済
みの機能との組み合わせは顧客にメリットをもたらします。特に
操作性および機能の拡張性の向上に焦点を絞りました。

A

新しい独創的な構成要素の統合
新しい C6 制御システムの開発は、最先端のPC技術 [SSD、USB 3.0 デュ
アルコアプロセッサ等] を応用するハード、ソフト要素の導入から始まりまし
た。そうする事でプロセッサーが安全且つ高性能のプログラム用プラット
フォーム [Windows７、NET フレームワーク4.0等] がもたらす全てのメリッ
トを享受できます。従来の最先端 C5 制御システムのコア機能は継続利用
されます。必要に応じて制限を取外し、構成を変更する事でソフトウェアの
セキュリティー及び拡張性を向上させました。この新世代の登場によりクラ
ウスマフェイ・ベルストルフ社は、最先端且つ独創的なオペレーション概念と
C5 の実績豊富でシンプルなオペレーション哲学とを組み合わせる事に成功
しました。C6 バージョンは、信頼性が高く実績豊富な機能の礎の上に構築
された最先端且つ柔軟な制御システムです。大型の24インチ、16:9型の静
電容量タッチパネルが鮮明な画像と直感的に利用できる操作性を提供しま
す。C5型よりも感度が高く、頑丈な多点入力可能な画面はフラットでエッジ
レスな表面を有します。

B

C
タッチ機能は多くの位置で操作を簡素化します。機械ボタンをユーザーイン
ターフェースと統合した事により、これらのボタンを隠したり他の位置へ移動さ
せる事が可能になりました。ボタンの様々な色は現在の状態を明瞭で分かりや
すく表示します；ボタン記号は自動的に管理される様になりました。更に、シス
テム開発者達は画面ページのデザインを大胆に刷新しました。機械のオペ
レーターが必要とするパラメーター (運転条件) 画面と、サービスやシステム設
定に使われる設定画面との間にくっきりした違いを設けました。

異なる操作モデル
A：操作盤に取付けられた旋回型
B：操作盤扉取付型
C：吊り下げブーム取付け型
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ユーザーが設定ダイアログを利用して両方のモード間を素早く自在に切り
替える事が可能になりました。その結果、明瞭に構成された機能重視型の
画面レイアウトを実現し、機能性を損なわない画面数の削減に繫がりまし
た。
押出システムを操作する上でユーザーをサポートする新しい操作エレメントが
幾つも追加されました。画面の切り替えはソフトキーとは別にタブを使用する二
つ目のレベルからも可能になりました。信頼性と確度を犠牲にせずに回転や
ズーム等の多点入力動作を必要に応じて使用できます。無論画面の分割様式
も更に発展させました。ここでのモットーは、沢山の情報をコンパクトで分かりや
すい形で、但し行き過ぎを避けて、表示する事です。今回初めて登場するユー
ザーが構成できるコクピットページが好例です。これらのコックピットページでは
ユーザーが主要条件を選択し、生産条件のシーケンスをトレンド図等 [アナログ、
デジタルどちらでも] によりグラフ表示できます。

プロセッサの応用力を更にアップ
しかしC6世代と前世代制御システムや競合のものとの究極的な違いは
新しい機能と追加された特徴です。この新しい世代は最大7台の押出機
を直接制御できます。複数の押出機を一台の装置として組合わせる場
合 (1台の主押出機と3台のサブ押出機等) にはどんなに複雑な組合せ
でも表示できます。
サービス時に最速の支援を確実に提供できる様に診断機能を拡張しま
した。運転モードからの機械へのアクセスを管理するためにパスワードと
は別に非接触型のチップカードも使用できる様にしました。E値曲線を提
供する事で、オペレーターにエネルギーの観点から生産工程を最適化す
る術を与え、その結果消耗の少ない押出機運転が確実になります。一覧
される実測値は最大7日間呼び出し可能になりました。

実績豊富な技術を正しく導入
「一つの制御システムの下で全てを一手に」のモットーに従い実証された要
素は継続させました。言うまでもなくC6制御システムは押出ライン全体を一
つの位置から完全に監視及び制御します。画面表示システムとシーケンサ
―制御システムとを厳格に分離させる事の有用性も立証されました。この目
的を達成するためにクラウスマフェイ・ベルストルフ社は別々のハードウェア
構成部を用います。従ってPC又は制御盤でのエラーが必ずしもシステム停
止に繋がる訳ではありません。
オプション版
自在に移動できるタイプ

アップグレードの容易化
C5制御システムを使い慣れた方なら間違いなく新しいC6世代に関心する筈
です。C5制御システムを装備した装置は全て最小限の手間でC6システムへ
のアップグレードが可能です。基本的に既設制御システムの主要構成部
(PC、PLC、及び、制御盤) のみの交換で済みます。更にベルストルフの保障
は中断される事なく、既設機のC5制御システムに実施されているサービス
や予備品の供給もそのまま継続されます。
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スペース節約形の編成
ポリオレフィン製五層パイプ生産用クラウスマフェイ・
ベルストルフ製パイプヘッド付押出機のラボ施設での
組合せ。

多機能層生産用の先駆的技術

成功の一途にある多層パイプ用生産工程
様々な機能を果たす複雑な多層パイプの産業界での応用範囲は益々増加しています。産業用パイプシステムの
要求も更に高度且つ複雑なものになっています。そのためメーカー各社は技術面、経済性の相方において高度
化する要求を満足する広範なソリューションを求めています。
著者：アンマリー・パブスト 写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

欧

州のみならず、中国及び高

品質の最終製品の需要が高
まったアジア全土において、
大きな関心と有望なプロジェ
クトが増加しています。
これは多層パイプ押出のビジョンを持つクラウ
スマフェイ・ベルストルフ社がタイムリーに市場
動向をキャッチしていたこと、そして、顧客ニー
ズを満たせる事を証明します。パイプ押出ツー
ルは吐出量を最適化されたスパイラル式芯金
を基に作られます。

クラウスマフェイ ・ベルストルフ社は伝統的な
多層パイプヘッドのみならず特殊用途向けに、
あるいは、既設単層ヘッドの改良用として圧力
最適化を施した外層用アダプタを提供していま
す。

五層パイプ押出ヘッド用の特殊芯金の
概念
モジュール式に設計されたスパイラル芯金式パイ
プヘッドは、肉厚な内層 [PE-RT、PE-Xb、PE-Xc等]、
接合剤、酸素バリア [= EVOH]、もう一層の接合剤、

そして、薄肉のPE外層から構成される五層パイプ
の押出が可能なデザインです。押出成形された製
品は最高級の品質のものです。軸方向スパイラル
芯金、三つのラジアル方向スパイラル芯金、そして、
コニカル形スパイラル芯金から構成されるこのデザ
インは、それぞれの機能に応じて最適に設置され、
プロセス技術の面で幾つかの優れたメリットをもた
らします。軸方向スパイラル芯金は内層内の小さな
圧力消費 (少ない圧力ロス) と大きな吐出量を確実
にし、均一な壁厚を伴う厚肉の内層をもたらします。

Processes & products

KraussMaffei Berstor ff

クラウスマフェイ・ベルストルフ社の実証された
中央フィード方式により通常使用時でも変更時
でも柔軟な押出方式を実現します。より小さな吐
出量を持つラジアル方向スパイラル芯金は接合
剤の層やバリア層の生産に理想的です。
この芯金は最適な壁厚均質性を保障し、滞留時
間が短いため掃除が容易であり、スペースを節
約します。

この制御システムは装置全体を単一の位置か
らモニタリング、規制、及び、制御します：「一つ
の制御システムの下で全てを一手に」のモッ
トーを全うしているのです。C6制御システムは、
素早く安全なアクセス管理のみならず複雑な装
置のオペレーターに最大の柔軟性も提供しま
す。この柔軟性がパラメーターのページを組み
合せて表示したりパラメーターのキストを個別
に改編する事を可能にします。更に、必要に応
じてシステム構成要素を個別に作動、オン・オ
フできます。,

一方、コニカル形の芯金はポリオレフィン外層に
応用され、軸方向とラジアル方向の組合せであ
るため双方の強みを組み合せます。この芯金は
コンパクトなデザインで大きな吐出量を提供しま
す。

スペース節約形コエクストルージョン
(サブ押出機)ソリューション
―製品品質の最大化

パイプメーカーは、僅かな調整と努力で三層パイ
プ生産も可能にする大きな柔軟性を享受します。
更に、多次元的コンピューター支援デザインによ
るスパイラル幾何学と流路のおかげで溶融樹脂
の流れが最適に達成されます。このためメーカー
は最小公差での最適な壁厚を持つ最高品質の
最終製品を作れます。

クラウスマフェイ・ベルストルフ社のコエクスト
ルージョン方式は極めてスペース節約形の機械
編成が特徴です。インテリジェントなピッカーバッ
ク方式による五層パイプの生産では、単層パイ
プ製造装置より僅かに大きな床スペースしか要
求されません。
弊社の中小吐出量範囲のサブ押出機シリーズ
の製品ラインアップを完成させるのが吐出量が
最大 50 kg/h であり、K2013展示会で初披露され
た KME 30‐30 B/R 型 サブ押出機です。スパイラ
ル芯金と組み合わせる事で完璧な品質保証が確
実になります。押出機と一体化した溝付ブッシュ
が背圧に関係なく均一な吐出を提供します。また、
このサブ押出機は高い溶融能力を伴う完璧な混
合能力を保障します。ユーザーが享受する恩恵
は一目瞭然です：完璧な熱的均質性、最良の溶
融品質、完璧な製品仕上げ。

こうして高価な素材、特に接合剤やバリア材を入
手するための労力が大幅に削減できます。その
結果コスト効果が増大します。このクラウスマフェ
イ・ベルストルフ社の方式は更に段取りの切り替
えと掃除に要する時間を最小化します。貴重な
生産時間が節約され、より小さな製品ロットを製
造できる様になります。市場要求への柔軟な対
応が可能になるので、これは極めて大きな競争
力に繋がります。この方式は更に極めて柔軟な
インフィードを提供するので顧客特定型の装置設
定が可能になります。

七層パイプ押出ヘッド用スパイラル芯金
方式

市場での典型的な応用例
この洗練されたシステムは主に熱湯や高流速床暖
房等の家庭内水回り用の高品質小径パイプの生産
に使われ、業界の費用対効果に貢献しています。一
つの事例として主押出機として KME 45-36 B/R 型
単軸押出機を KM 5L-RKW 01-40 型パイプヘッドと
共に使用する一貫式ラインは、PE-RT 材を用いて
270 kg/h の総吐出量、40m/min 以上のライン速度
にて最小層肉厚 50 μm の接合剤の層及びEVOH
層を伴うφ20㎜×2.0㎜ の寸法のパイプを生産でき
ます。
この型式は下記寸法のパイプを生産するために
設計されました：
・PE‐RT 材：φ8～φ32 mm
・PE‐Xb 材：φ8～φ40 mm
・PE‐Xc 材：φ8～φ40 mm

完璧なモニタリング及び制御のための
C6制御システム
市場で歓迎されるであろうもう一つの特徴はC6
制御システムを介した装置の統合とモニタリン
グです。このシステムは夫々のサブ押出機を、
主押出機を介して [最大7台の押出機まで] 一
つの制御系に統合させる事を可能にします：装
置がもたらす複雑に入り組んだ関係をほぼ全
てマッピングできるのです。
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概念
クラウスマフェイ・ベルストルフの閉まった状態
での五層パイプヘッド、及び、断面図。

K2013展示会以降クラウスマフェイ・ベルスト
ルフ社の製品群は拡張され、五層押出方式の
みならず七層パイプ製造用シリーズも含みま
す。これらのパイプは一例として2層のPP-R層
と1層のガラ スファイバー補強PP-R層から構
成される三層内部パイプから製造できます。五
層パイプと同様に接合剤の層と酸素バリア層、
そして接合剤が更に一層あり、最後にPP-Rの
外層があります。ここでは2式から7式の、様々
なスパイラル流入を伴う、ラジアル形芯金から
構成されるモジュール式デザインに焦点を当
てました。この装置は運転上の優位性のみな
らず、五層デザインの場合と同様に、複雑な装
置編成にも関わらずスペースを節約できる様
にデザインが最適化されています。

16

AHEAD Issue 02.2014

Partners & projects

パートナー及びプロジェクト

環境に優しい材料を有効利用するクラウスマフェイ・ベルストルフ

レジスタ天然ファイバー素材を
使ったシート押出
クラウスマフェイ・ベルストルフ社は、そのシート押出に用いられる独創的な天然ファイバー補強樹脂の処理方
式を通じて持続可能な生産を目指す世界の潮流の一翼を担っています。弊社はこの分野ではタウフキルヘン
[ミュンヘン近郊] に本拠を構えるグローバルに活躍する企業であるレジスタ・インターナショナル社 (Resysta
International GmbH) と緊密に協力しています。同社は当地からその特許取得済み レジスタARF [Active
Resysta Filler]材を販売しています。
著者：アンマリー・パブスト 写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

欧

米をはじめとする各地で従来

型のPVCシート押出が大きく
成長しているものの、機械
メーカー各社はむしろ代替材
料、特に再生可能資源への
シフトを強く感じ取っています。
レジスタ (Resysta) 材は既に未来の技術的及び
環境上の要求を満足しています。この繊維補強
複合材は主にPVCサブストレートと組み合わさ
れたこれまで殆ど利用される事が無かった農業
素材である米ぬかから構成されます。この構成
によりこの材料は環境に優しい上に非常に優れ
た対候性を備えています。完璧と言える環境性
能により持続可能な生産活動の新標準を成しま
す。

抜群な特性と多様な用途
レジスタ材は継続的且つ均一に高い材料品質、
対候性、及び、完璧な機械特性を保障します。最
終製品は極めて紫外線に強く、腐食したり亀裂
が生じる事はありません；耐変色性に優れており、
再生可能です。メンテナンスが殆ど不要であり、
見た目も感触も本物の木材と殆ど変りません。
屋外家具、屋内外の床の表面、船舶のデッキ、
又は住宅の外装等の様に対候性と木材の感触
の双方の性質が同等に求められる場合に使用さ
れます。
天然繊維で補強された樹脂のプロセスには特殊
な機械技術とプロセス技術に関する多くの専門
知識と経験が必要です。クラウスマフェイ・ベルス
トルフ社ではこうした要求に対して弊社の機械設
計を体系的に合わせて来ました。例えば、特定
のタイプの計量装置により

一定した材料供給を確実にしています。弊社の
32D二軸押出機の特殊な脱気ゾーンは残留
水分を確実に取り除き、生産プロセス中の残留
水分を常に0.6パーセント未満に保ちます。

高品質
レジスタ材で作られた最終製品
-クラウスマフェイ・ベルストルフ社のシート押出装置
にて製造

設置スクリューの大きいトルク、及び、レジスタ材
用に改良されたスクリュー内温調方式とスク
リュー形状により溶融樹脂の均質性が保障され、
最終製品のプレミアム品質を達成します。レジス
タ材をプロセスする上でもう一つ不可欠なのが高
い耐摩耗性能です。クラウスマフェイ・ベルストル
フ社ではスクリューに高い耐摩耗性を与えるため
に特別な硬化処理を行い、バレルにも同様の保
護を施しています。この組み合わせによりレジス
タ
材を処理する際にプロセス部が腐食や接着摩耗
から最大限保護されます。

60社を超える高い関心を持つ顧客のため
に実演
最近クラウスマフェイ・ベルストルフ社で実演され
たデモ運転でこの独創的な製品への高い関心が
示されました。イベントにミュンヘンに所在する部
門の営業部長、アンドレアス・ケスラーが、60社
を超える世界中のお客さんを歓迎しました。生産
方式と最終製品の双方について参加者達は同
氏に非常に好意的なフィードバックを示しました。

最適な概念
レジスタ材製シートの製造に使われるクラウスマフェイ・ベルスト
ルフ社の生産システム

主にKMD 90‐32/WPC 型二軸押出機と縦型三本
ロール式ポリシングカレンダーから構成された
シート生産ラインにより厚さ4㎜、幅1,000mm の
レジスタ製シートが 300 kg/h の吐出量で作られ
ました。主にこのテーマに焦点を当てた質疑応答
時間中に顧客達は材料の成分、生産条件、そし
て、最終製品について更に詳しい説明を受けま
した。ケスラー氏は明るい未来展望を描きまし
た：「世界中で持続可能な生産がより一層求めら
れているため、シート生産における再生可能素
材の使用は益々普及しており、この製品は新市
場分野に長期的に貢献する事でしょう。」

→レジスタ材 (Resysta) に関する詳細は下記サイトを参照下さい:

www.resysta.com
www.resysta-ar f.com

未来の素材
屋外用途のため見栄え良くプロセスされたレジスタ材
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チューブ・プロファイル及びシート押出産業向け販売活動

南米市場における有利な戦略的地位
南米、特にブラジルは、空前の好況です – その理由はスポーツだけではありません。増加し続ける人口等の要因
により建設及びインフラ産業が成長し続けています。
著者：アンマリー・パブスト 写真提供：ISTOCKPHOTO

弊

社にとってこの巨大市場が、ブラジルのサンパウ

ロ市に所在するクラウスマフェイ・ベルストルフ・グ
ループ・ド・ブラジル社、押出技術部門マネー
ジャーのブルーノ・ソンマー氏の指揮下にある事が
幸いです。ここから販売及びサービス活動が一括
管理されます。これは顧客の問合せに素早く且つ熟達した対応を
する上で重要です。「我々のチームは小規模ですが密度が高い顧
客重視の対応をしています」とソンマー氏はチームを称賛します。
サンパウロ地区ではエドゥアルド・リベイロ氏が今でも化学、自動
車、及び、包装産業向けの大型の機械及びラインの販売責任者で
す。

両氏ともに見積書作成を担当するプロジェクトエンジニアのデービッド・リマ
氏に支援されます。注文処理及び交換部品の出荷に関する社内情報を担
当するのはカチーア・G・アルベス氏です。彼女の同僚であるカルロス・ジェ
ズス氏が地元の交換部品倉庫の責任者としてラインの契約通りの立上げと
問題の素早い解決に寄与しています。ベルナルド・パディーヤ氏はメキシコ
市場に専門的なサポートを提供し、ブルーノ・ソンマー氏と相談しながらプロ
セス技術ソリューションや機械に関する技術的な問合せに対応します。また、
メキシコ向けの見積書及び注文は全てサンパウロから指揮されます。

巨大市場のポテンシャル
南米、特にブラジルは、伝統的に先端技術を世界的な機械メーカーから輸
入して来ました。クラウスマフェイ・ベルストルフ社はこの市場で成功してお
り、特にPVCパイプ生産においては費用対効果が抜群で長寿命且つ広範な
成分に柔軟に対応できる36D二軸押出機シリーズが好評です。現在このシ
リーズは殆ど全ての大手パイプメーカーで使用されています。
現在ポリオレフィン製プラスチックパイプは業界で比較的小さな役割しか
担っていませんが、住宅向け上下水道管での急成長が見込まれます。
PP‐R製パイプは益々求められる様になっています。
人口の増加とそれに伴う工業化は異形生産用装置及びシート製造用装置
の需要増加に繋がっています。クラウスマフェイ・ベルストルフ社は高性能
押出システムを含む完結型ラインのサプライヤーとして南米大陸において
益々信頼が高まっています。XSラインとして知られる製品を非常に魅力的な
価格で提供しており、主にエンプラ製プロファイル生産向けに納入していま
す。

能力の高いエージェントがスペイン語圏をサポート
「全ての南米諸国の顧客が完璧にサポートされる様に弊社は各国で押出産
業に関する知識と経験を幅広く貢献できる著名なエージェント各社と提携し
ています」と、クラウスマフェイ・ベルストルフ社ミュンヘン拠点の営業マネー
ジャーであるアンドレアス・ケスラー氏を説明する。南米北部地域及び中米
各国ではオクタビオ・グズマン・ストコッフ氏の指導の下で経験豊かなマク
テック社が長年に渡り活動しており、幾社もの重要顧客を任されています。
押出技術の専門家であるオーランド・オッソ―氏も所属するエクィプラスト社
は、アルゼンチン、ウルグアイ、及び、パラグアイを担当しています。「高い
レベルの専門知識を持ってチリで弊社製品を売れるパートナーとしてアル
ド・ベルガラ氏よりも優秀なパートナーを見つける事は不可能です」、とケス
ラー氏は強調する。

中央司令塔
サンパウロ市から販売及びサービス活動が
中央管理されています。

→ 詳細情報:

www.kr aussmaffeigroup.com.br
br uno.sommer@kr aussmaffeigroup.com.br
www.kr aussmaffeigroup.mx
ber nardo.padilla@kr aussmaffei.com
http://www.maqtec.com.co
octavio.guzman@maqtec.com.co
osso.orlando@gmail.com
convermaq@convermaq.cl
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エコライン (ECOLINE)
エコライン型マイクロ波装置は、排ガス損失の削減、
及び、エネルギー消費を最適化する電源モード切替
え機能によりエネルギー消費量を最小化します。

費用対効果の改善とエネルギーの節約

エコライン・マイクロ波装置によるトレルボルグ社の
未来への布石
スェーデンの自動車及び建設産業用シール異形メーカー、トレルボルグ社(Trelleborg AB) は、デュッセル
ドルフで開催された K 2013 でクラウスマフェイ・ベルストルフ社に発注したエコライン型マイクロ波装置の
運転を五月初旬に立ち上げました。
著者：アンドレアス・ヴェスラー 写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ社

良い事には時間がかかります ― これは持続可
能な生産活動に向けた投資判断について特に言
える事です。昨年夏クラウスマフェイ・ベルストル
フ社ハノーバー工場で開催されたテクノロジー・
デイでエコライン型異形生産ラインの有益性を確
信した後、トレルボルグ社はK2013の会場で注文
契約に署名しました。
トレルボルグ社購買部長のヨアキム・ハンソン氏
は、「本格的なテストから得た生産性及び品質面
での完璧な結果を鑑み、我々は弊社の加硫工程
の生産性を更に向上させるために2ラインの発注
を決断しました」と同社の投資判断について説明
しました。
「エコライン型マイクロ波装置の際立った特徴とし
て排ガス損失の削減、及び、エネルギー消費を
最適化する電源モード切替機能があります」、と
クラウスマフェイ・ベルストルフ社ゴム異形生産ラ
イン担当プロダクトマネージャーのヘルムット・
ルーダー氏は説明します。ルーダー氏は更に、
大量のエネルギーを消費するプロセスのエアの
90パーセントを装置内にキープする事で最大限
のコスト節約を達成する閉式エア循環方式、及
び、もう一つの特徴であるプロセスチャンバーの

断熱性向上を称賛します。

最大の信頼性を達成する実績豊富な技術
四式のマイクロ波モジュールの夫々が6kWのマ
グネトロン出力を持つ発生機を装備しています。
エネルギー供給部に内臓された循環系が、製品
に吸収されなかったエネルギーを接続されてい
る水負荷に伝達し、マグネトロンのサービス寿命
を改善します。この加硫装置には合計24kWのマ
グネトロン出力が備わっています。
マイクロ波発生器はコンベアベルトの上下に配
置されています。マイクロ波結合システムの特殊
なデザインにより極めて均質なフィールド分配が
保障されます。マイクロ波の出力とコンベアベル
ト速度の双方が連続的に調節可能です。マイク
ロ波装置には幅280㎜、高さ150㎜の有効断面積
があります。
中央制御盤によりシステムの条件設定の容易性
が最大化されます。そしてプロセスを中心に据え
た独創的なユーザーインターフェースが材料変
更時の段取り時間短縮を促進します。トレルボル
グ社はこの新型マイクロ波装置を使用する事で
加硫コストを削減し、同社の競争力を研ぎ澄まそ

うと考えています。「エコライン型マイクロ波装置
は我々の特殊な要求を満足する理想的なソ
リューションです。この実績豊富な技術と独創的
な技術の絶妙な組合せは弊社にとって未来への
賢明な投資です」、とヨアキン・ハンソン氏は説明
します。
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クラウスマフェイ・グループ
ブラジルのプラスチック市場

サンバとサッカーの国の展望
世界中の人々がブリックス諸国 (ブラジル、ロシア、インド、中国) を成長市場と見なしており、クラウスマフェイ・グループでも
これらの諸国を戦略的に重要な地域と位置付けています。30人の従業員を有するサンパウロ州コティア市に所在する販売・
サービス子会社は南米全土での活動を支える中心点としての重要性を増しています。この子会社のトップを務めるクラウス・
イェル氏はAHEAD誌に南米市場に関する洞察を語りました。
著者：サビン・コブ博士、クラウディア・スタドラー

写真提供：SHUTTERSTOCK

将来を約束された有望な市場
ブラジルはサンバとサッカーのみではありません。
この国はクラウスマフェイ・グループにとって南米で
最も重要な市場です。

2014年ワールドカップ主催国は世界で7番目の自動車生産国であり、年間
350万台も作られていますが、2020年にはこれが450万台に到達します。
フォルクスワーゲン社のゴルフは長年に渡り販売台数トップの座を維持し
て来ましたが、BMW及びアウディも工場を建設しており、将来はシリーズ１
及び3、そしてA3と言ったベストセラー車種がここで開発されます。クラウス
マフェイの射出成形及びリアクション技術の最大の焦点は自動車産業です
が、ここで要求される仕様は欧州と異なる事がよくあります。欧州では炭素
繊維を処理するハイテクなソリューションが販売される一方で、ブラジルの
自動車産業は極めて価格重視型です。しかし生活水準の向上と共に例え
ば表面デザインの要求も高度化し、より洗練された生産工場が求められる
様になります。そうなるとOEMとサプライヤ各社との間での最先端分野での
協力が大きな実を結ぶ様になります。

消費材及び医療産業での成長機会
耐久材として分類される自動車もさることながら南米は消費材においても大
きな潜在市場となり得ます；最も有力なのは飲料関係、包装、そして、医療
産業です。クラウスマフェイ・グループには血液抽出用チューブや注入用カ
ニューレ等の用途でクラウスマフェイ及びネットスタールのブランドの下で大
きな生産量を伴う実績豊富なクリーンルーム技術があります。将来の開発
計画は、海安 (ハイアン) 市の生産拠点で独自のショールームを開設した需
要の大きい中国市場と同様にランク付けされています。何故ならば世界中
で人々が盛んに移動する様になり、購買力が増加するに連れ水や炭酸飲

消費材及び医療産業での成長機会
耐久材として分類される自動車もさることながら
南米は消費材においても大きな潜在市場となり
得ます；最も有力なのは飲料関係、包装、そして、
医療産業です。クラウスマフェイ・グループには
血液抽出用チューブや注入用カニューレ等の用
途でクラウスマフェイ及びネットスタールのブラ
ンドの下で大きな生産量を伴う実績豊富なク
リーンルーム技術があります。将来の開発計画
は、海安 (ハイアン) 市の生産拠点で独自の
ショールームを開設した需要の大きい中国市場と同様にランク付けされて
います。何故ならば世界中で人々が盛んに移動する様になり、購買力が増
加するに連れ水や炭酸飲料製品の包装需要が高まるからです。南米では
こうした飲料製品の市場規模は1,600億ユーロと推定され、2016年まで年
間4パーセントの成長が予想されています。

建設業の一定した需要
人口2億人のブラジルでは、地上及び地下のインフラ建設需要が成長して
いますが、人口は今も継続的に増加しており、押出部門は利益を享受して
います。同時に飲料水及び排水の搬送用としてPVCパイプは長年生産され
ており、クラウスマフェイ・ベルストルフのブランドは全ての大規模パイプメー
カーに浸透しています。無論この国では多くのチャレンジも存在します ―
例えば、硬直した官僚機構、教育機会の格差、そしてインフラ改善の必要
性等です。とは言うものの、クラウスマフェイ・グループにとってブラジルは
南米で最も重要な市場です。「欧米の顧客がこの国に定住し始めているた
め品質が益々向上している事を喜ばしく思います。我々は医療技術部門等
での機会を長期的な事業拡大に繋げていきたいと思います」とクラウス・
イェル氏は力説します。

KraussMaffei Group

KraussMaffei Berstor ff

21

成長を確かのものに

北米・中米における三つの有力なブランド
クラウスマフェイ・グループは世界中で販売及びサービスを拡充しています。多くの国と地域の顧客が
適切な連絡先へのアクセス、そして、クラウスマフェイ、クラウスマフェイ・ベルストルフ、及び、ネットス
タールの三つのブランドの下での多岐に渡るソリューション及びサービスから利益を享受しています。
北米及び中米において単一サプライヤーから複数のブランドを提供する活動が最近更に充実しました。

著者：クラウディア・スタドラー 写真提供：KRAUSSMAFFEI

ポール・カプリオ, クラウスマフェイ・グループ・米国・カナダ法人社長:

担当役員達からの前向きな評価:

エミリオ・ロペズ, メキシコ子会社社長：
「クラウスマフェイ及びネットス
タール両ブランドの電気式及び
油圧式射出成形機の多岐に渡
る製品群が更に拡張された事に
ついてメキシコのお客様達から
良好なフィードバックを頂いてい
ます。これは両ブランドが高い
評価を得ている証でもあります。また、顧客が弊社の素
早いサービス、豊富な自動化ソリューション及び独創的
なプロセス技術から教授するものは決して小さくはありま
せん。射出成形と押出、そして、リアクションと言う三つの
プロセス技術を一つの屋根の下で組み合わせるのは非
常にユニークな選択肢を提供する事になります。そして
そうする事で我々は市場に大きな付加価値をもたらして
いるとも言えます。」

→詳細!

www.kr aussmaffeigroup.mx

「ブランド間の垣根を超えるアプローチにより我々は北
米のゴム・プラスチック処理産業全体を360度見渡す
事が可能です。その結果、我々には様々な分野のソ
リューションを独特の方法で組合わせる事が可能です。
これにより創造される付加価値を広範な業種に携わる
顧客各社が享受できます。今年フロレンス市で開催さ
れたオープンハウスでは成形用ペレットの製造から
製品生産に至る一貫式に繋がった工程の連鎖を披露しました。顧客達は
弊社の三つのブランドに詰め込まれた専門的なノウハウに感銘されました
が、こうしたノウハウを北米で提供できるのはクラウスマフェイ・グループを
おいて他にありません。このイベントでの顧客達のご満悦な反応、そして、
その後一年を通して交わしてきた顧客達とのコミュニケーションから弊社の
歩む道が正しい事が証明され、弊社の成功が確実になりました。今後も顧
客達との協力関係を継続し、彼らが夫々の業界でトップの座に留まるお手
伝いをして行きます。」

→ 詳細!

www.kr aussmaffeigroup.us
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スイスから世界へ発信される専門的なノウハウ

ネットスタール (NETSTAL) は最初から最後まで
サポートします
ゼネコン及びシステム・インテグレーターとしてのネットスタール (NETSTAL) の専門知識と豊富な経験を活用すれば
顧客の製品をアイディアから完全な生産ライン立上げまで到達させる道程は想像よりも遥かに短く、効率的になりま
す。
ネットスタールは最先端の射出成形機を製作するの
みならず、全ての構成部位が完全に統合された一貫
式のラインも提供します。同事業部の活動範囲は材
料の処理とフィードから射出成形工程及びその後の
品質検査ネットスタールは最先端の射出成形機を製作するのみならず、全
ての構成部位が完全に統合された一貫式のラインも提供します。同事業
部の活動範囲は材料の処理とフィードから射出成形工程及びその後の品
質検査、最終製品の包装、そして、展示にまで及びます。
ネットスタールと金型メーカーとの緊密な協力関係により自動化やロジス
ティックス等の要素が全て最初から完璧に調整されます。顧客が生産シス
テムを調節する必要は一切ありません。必要に応じてネットスタールの方
で全てを済ませているからです。納入前に全ラインがネットスタールで立上
げられているのです。
その後、実際の運転中に機能、品質、及び、性能のテストが行われ、最後
に顧客工場で顧客のトレーニングが行われるのです。しかし、納入と同時
に協力が終了する訳ではありません。更なるトレーニングからプロセスの
最適化、保守の合理化等のアフターサービスにより弊社が提供するパッ
ケージは完結します。

新型CXシリーズの多くの特徴

最も小型の機種が今では最優秀
クラウスマフェイは実績豊富なCXシリーズの小型機を徹底的に改良しました。
全く新しい性能を持つ機械が誕生しました。

「10パーセント少ないエネルギー消費量、
15パーセント速いスピード、30パーセント
少ない音量、20パーセントから25パーセント少ない油量で従来の顧客要求を全
て満たせると言う事は顧客にとって付加価値が100パーセント増えた事になりま
す！」と、CXシリーズの総括的な改良に没頭したクラウスマフェイの技術陣が
成し遂げた飛躍的イノベーションについて製品マネージャーのゴーツ・シェイベ
氏は語ります。新型CXシリーズは1600kN以下のクラスとしてはスペースの節
約、運転速度、そして、エネルギー消費の側面において最高の価値をもたらし
ます。
「我々の目的は既に成功を収めているCXシリーズを更に顧客ニーズに合わせ
る事でした」と、クラウスマフェイ・グループの射出成形技術部門筆頭取締役の
ハンズ・ウルリッヒ博士は言います。運転条件の最適化を可能にしたのは、ス
ペース要求を削減してより大型の金型の使用を可能にした、新しい小型サーボ
式スプリューピッカー、新しいロッド引込み装置、及び、新開発されたイジェク
ターカプリング等のイノベーションです。
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