
クラウスマフェイ・ベルストルフ社の顧客用雑誌 2015年01号

持続可能な木材処理

削りくずから最高の製品仕上げ品質まで

木材樹脂複合材 [WPC]

有望な配合材：プラスチック ＋天然繊維



お客様及び関係者の皆様へ、

機械工学が直面するチャレンジは益々複雑になっています。そのため弊社顧客の投

資判断はより一層三つの条件を重視しています。第一に高速運転、短い停止時間、

及び、大きな吐出量と言った性能条件です。第二に高い技術力に基づいた最高品質

の機械や処理ソリューションを用いて達成される最終製品品質。そして、第三に素早

い立上げ手順、短い設定時間、及び、予防的メインテナンス計画による機器の高い稼

働率 (アベイラビリティー) です。

「総合プラント効率」が新しいキャッチフレーズです。そしてこれとリンクしているのが前述の

三つの条件が夫々もたらす効果のシナジーを目指す取り組みです。これらは過酷な国際

競争下での生存、市場要求への柔軟な対応、環境要求への配慮、そして、与えられた財

源の中で可能な限りベストな運転を達成するため必要です。我々の目標は、顧客が高い

総合プラント効率を達成して毎日直面する生産活動への多岐に渡るチャレンジを克服でき

る様に顧客を支援する事です。

クラウスマフェイ・ベルストルフ社の専門家達は、貴社がなるべく多くの目標を達成で

きる様に最大限の組合せを提供すべく、比類の専門知識、情熱、そして、絶え間ない

イノベーションによりチャレンジに立ち向かいます。弊社の技術陣は、貴社のニーズに

最適化された生産ラインを可能にする豊富な経験を持ち合わせています。

今号のAHEAD誌にはそうした事例が多く紹介されています。天然繊維とポリマーとの組合せは経理関係

者にも環境規制当局にも喜ばれる全く新しい製品をもたらします。チューブ押出の分野では「クイックス

イッチ」システムがチューブ寸法を自動的に変更して最大の柔軟性と最少の廃材を同時に達成します。

また、ゴムのプロセス用に4本ロール形傾斜式カレンダーが新発売されました。本機の高い精度により最

小公差の被覆が可能になり、その結果材料の量が最小化され、しかも厳しいスペース制限下でそれを

達成します。

クラウスマフェイ・ベルストルフ社でのイノベーションは多面的な営みです。本年もこれ
らの多岐に渡る側面を世界中のプラスチック展示会でご披露します。コロン市のコンパ
ウンディング・ワールド展でも広州のチャイナプラスでもご来場の価値は十分あります。
今号末尾に記載された弊社カレンダーで2015年中にクラウスマフェイ・ベルストルフを
どこで見学できるかご欄ください。

どこであろうと皆様とお会いできる機会を楽しみにしております。
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4
ピニュフォーム社 (PINUFORM)：

十年以上に渡りWPC材から最高品質の製品を開発・製造して来ました。

8
クイックスイッチ：

インライン式寸法変法技術が最大の柔軟性と極めて低いコストを保障
します。

12
フラグシップ製品： 新しく開発された4本ロール式スラッシュ形カレンダーが生産性と精度の新標準を確立。
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ピニュフォーム社 (PINUFORM) は持続可能な木材プロセスの代名詞です。

削りくずから最高の製品仕上
げ品質まで
モコピヌス・グループ (MOCOPINUS Group) は木材の持続可能で環境に優しく、経済的な利用に特化して
います。つまり、可能な限り木材を最後の1立法メートルまで残らず処理する事を意味します。同グループの
子会社であるピニュフォーム社 (PINUFORM) は木材の削りくずを木粉にします。これがポリプロピレンと一
緒に配合されると、WPCと言う新しく、貴重な素材になります。

著者： ヨアヒム・ヴェバー、 アンヌマリー・パブスト 写真提供：ピニュフォーム社
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こ
の会社には長期的な見地から物事を考える伝統

があります。その原動力は南部ウルム市に所在

するモコピヌス・グループの長い歴史の中に恐らく

秘められているのでしょう。同グループのルーツ

は前進である J.A. Molfenterグループが設立された1865年ま

で遡ります。今日では同社のリープジーグ近郊アンメルシェイ

ン及びカールスルーへに所在する工場はドイツを代表する平

削り工場です。

同社は2000年代初めから木材・プラスチック複合材 (WPC) を

扱っています。同社の重役達は、平削り工場から出る削りくず

までをも環境に優しい方法で活用する事にそれまでよりも持続

可能なビジネスモデルを見出したのです。その結果誕生した

新しい子会社が、クラウスマフェイ・ベルストルフの忠実な顧客

であるピニュフォーム社 (PINUFORM) です。

ツーステップ (二段階)構想

平削り工場では主に成長が遅いスカンジナビアの持続可能な

森林からのみ産出される針葉樹 [社名の「ピニュ」(針) の部分

の由来] を削っています。この材料は初めは屋内用途、無垢の

木製床、装飾用プロファイル、及び、庭などで使われる柵の柱

等に使用されます。そして残った材料は現在はピニュフォーム

社に送られ、社内の木工機で削りかすは木粉にされます。この

材料をプラスチック (通常ポリプロピレン) と組み合わせて大量

の熱をかけるとWPCと言う全く新しい製品の素材になります。

この工程はザクソニー州のアンメルシェイン市にあるピニュ

フォーム社の工場でクラウスマフェイ・ベルストルフ製機械によ

り二段階で行われます。最初の工程では木粉・ポリプロピレン

の混合材が ZE 110R x 50D UT 型同方向回転二軸押出機を使

用してペレット状にコンパウンドされます。そしてKMD型90㎜プ

ロファイル用押出機、及び、2台のKMD型114㎜WPCプロファイ

ル用押出機によりこれらのペレットをデッキ等の最終製品に処

理できます。

WPC製のプロファイルは従来の木製デッキと比べて明らかに

優れています；第一に塗装が不要です。望まれる色のマス

ターバッチが押出機で既に添加されているのです。割れたり

天候により劣化する事もなく、寸法が安定しており、滑り止め

を施す事が可能で扱いが容易であり、且つ、全てリサイクルで

きます。またWPCの直接押出工程と比べて二段階方式は特別

の理由によりピニュフォーム社にとっては非常に魅力的です：

「この方式によりペレットを直接販売できます。弊社独自のデッ

キ生産能力とは別により広い市場への供給が可能になるので

す」、とWPC担当地域マネージャーのディートハード・カスコル

ビ氏は説明する。

この戦略は実を結んでいます。様々な処理技術を保有する他

のデッキ製造会社のみならず、プラスチック産業の企業もピ

ニュフォーム社との共同開発を含む協力関係を求めています。

また、WPCペレットは押出成形のみならず射出成形、プレス成

形、ふり流し込み成形にも適しています。この方式は押出成形

されたプロファイルのみならず型成形された部品の製造にも利

用できます。自社の平削り工場から発生する木材を改良する

事が同社の優先目的です。しかし、顧客企業の開発パート

ナーとしての役割からピニュフォーム社はコルクやセルロース

等の天然材の利用にも前向きです。

システム供給企業としてのクラウスマフェイ・ベルストルフ社

クラウスマフェイ・ベルストルフ社のシステムへの投資を決定

する理由は沢山ありました。「最も重要な側面の一つは、単一

の供給元からコンパウンディング技術と押出技術の双方を総

合的なパッケージとして丸ごと供給できるサプライヤを得る事

でした。もう一つ不可欠であった事はクラウスマフェイ・ベルス

トルフ社の技術的ノウハウとWPC分野での膨大な経験でした。

その他の理由として高い機械品質、低い保守経費を確実にす

るプレミアム品質の耐摩耗性、そして、長いサービス寿命があ

りました」、とカスコルビ氏は指摘します。クラウスマフェイ・ベ

ルストルフ社が総合的に一番高い費用対効果の機械パッケー

ジを提供した事ももちろんプラスになりました。

→ 更に詳しい情報！
更に詳しい情報は次のホームページから：

www.pinuform.de

この記事の完全版は2014年８月号のExtrusion誌に掲載

されました。 著者： Bettina Jopp-Witt
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木材・プラスチック複合材 [WPC] は、長い間ヨーロッパで二流の材料と思われて来

ました。環境その他の理由から今ではより広く受け入れられる様になりました。

AHEAD誌はミュンヘンのクラウスマフェイ・ベルストルフ社異形押出製品マネー

ジャー、マイケル・フィンケンツェラー氏とWPCの技術的側面と市場動向について話

し合いました。

インタビューはヨアヒム・ヴェバーにより行われました。 写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ

有望な組合せ：プラスチック ＋ 天然繊維

「様々な新しい用途に展開される
WPCのポテンシャル」

TRENDSETTING
Michael Finkenzeller

(right) uses WPC.
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AHEAD誌：現在のWPC製品市場の傾向は？

フィンケンツェラー氏： 天然繊維で補強された樹

脂は、環境上の持続的可能性を特性として持ち

合わせているので、長期的にも満足な成長率を

示す事でしょう。但し、その潜在力をフルに活用

するには産業界が新規の用途を見つけなけれ

ばなりません。今日の欧州で圧倒的な位置を占

める最終製品はテラスやバルコニーに使われる

デッキ用プロファイルですが、その成長力は限

界に近づいています。しかし、柵や視界保護材、

熱成形用WPCシートと言った半完成品から、射

出成形の様な異なる生産方式が用いられる事

もある家具や自動車部品等の有望な用途が新

たに現われています。従ってWPCがニッチ市場

に留まる必然性は全くありません。どの応用分

野であろうとクラウスマフェイ・ベルストルフ社は

高い品質のペレットを作るのに必要なWPC処理

方式を提供します。

AHEAD誌：WPC材の生成や処理は機械的設備

に特殊な負担をかけるのですか？

フィンケンツェラー氏： 生産規模のWPC設備の

能力を決定するのは第一に材料と押出機、そし

て、金型との間の相互作用であると共にWPCの
摩耗効果を削減するための耐摩耗性です。これ

ら三つの要素のバランスに基づいてクラウスマ

フェイ・ベルストルフは個別のスクリュー形状を

特定し、それに炭化タングステンめっきを施しま

す。こうしてできたスクリューは、シリンダー内の

バイメタル製ソケットと共に処理部の長寿命を確

実にします。更に弊社は特殊な真空方式 [ダブ

ル分離器] を用いる事で天然繊維に伴う残留水

分を分離します。

AHEAD誌：どの様な製品が既に押出工程で

作られ、将来有望視されているのはどれで

しょうか？

フィンケンツェラー氏： これまでも現在も最大

の関心はデッキ市場です。この分野の要求は、

中空プロファイルから無垢プロファイル、共押

出 (コエクストルージョン) 装置の設計、と実に

多様です。一方、スライド式ドアや柵、シート関

連の用途も益々注目を集めています。更に、今

後は公園のベンチや展示会場で使われるパビ

リオン、そして、東南アジアで長年使われてき

た防音壁等の完成製品を伴う建設産業がより

一層重視される様になるでしょう。材料コストが

魅力的である事からコア層にWPCの共押出

(コエクストルージョン) 工程を使用する用途の

需要は間違いなく増加するでしょう。
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AHEAD誌：WPC用機械にはグローバル市場

が存在するのでしょうか？それともこのビジネ

スは主に欧州に限定されるのですか？

フィンケンツェラー氏： そんな事はありません。

むしろWPC製品の最大の生産地は米国です。

ベークライトの様に20世紀初頭から知られてい

たこの材料を早い段階で再発見したのも米国

です。しかしWPCは中国でも大変盛んです。中

国は世界で二番目に大きな生産国です。両国

は共にこの産業を支える機械エンジニアリング

部門と多くのメーカーを有しています。一方、欧

州ではパイプ、プロファイル、フィルム・シート押

出による製品の需要が増加しているドイツが

WPCのメーカー数でかなりリードしていると言え

るでしょう。私は将来をとても楽観視しています。

AHEAD誌：WPCを処理する際に遭遇する最

大の難関は何ですか？

フィンケンツェラー氏： プロセスを構築する際

に直面するチャレンジは、WPC材の形状[ペ
レット、アグロメレート、ドライブレンド]に合った

材料搬送方式、及び、計量方式の選択から始

まり、その際に把握した材料特性に基づいてス

クリュー形状を決定するステップへ続きます。



クイックスイッチを導入して貴社の競争力を最大化しましょう

ボタン操作一つで、
しかも僅か数分間で
生産中のプラスチックパイプの寸法をボタン操作一つで、しかも僅か数分間で変更するのは今

や空想ではなく、歴とした現実です。イタリアのパイプ専門メーカー、イドロサーム2000社
(Idrotherm 2000) は、クラウスマフェイ・ベルストルフ社のクイックスイッチ (QuickSwitch) 技術

が如何に明らかな競争優位性をもたらすかを実証しています。

著者：ヨアヒム・ヴェバー、アンヌマリー・パブスト 写真提供： クラウスマフェイ・ベルストルフ、 OCEPLAST

Projects & Partners

プロジェクト & パートナー
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最大の柔軟性

同じ口径を持つ2台の機械によるパイプ寸法は完

全自動工程により変更可能です。つまり、繰り返し

作られる寸法を一旦システム上に保存できるので

す。制御システム上の一つのボタンを押すだけで、

外径や壁の肉厚等のリピート生産に使用される条

件を精密に再現できるのです。パイプ生産ラインの

下流にあるライン構成装置も全て制御系に取組む

ことが可能です。押出機から引取機、そして、切断

部に至るまで全てのライン構成部位が、生産工程

を中断する事なく同時に変換されます。

多くの自動化方式と同様にこの方式も製品品質

に貢献します。何故ならば芯出しとパイプ壁厚の

微調整が非常に精密且つ高い繰り返し精度を

伴って実施されるからです。別の制御系から制

御されていた従来型自動方式と異なり、最新版

のクイックスイッチ機能はより高位レベルのC6シ

ステム制御系に取り込まれているため、オペ

レーターが中央制御部からでも自分の手元表示

部からでも寸法変更を開始できるのです。

無論プッシュボタン方式の最も重要な収穫は寸

法変更時に節約される時間です。従来方式では

ダイセット全体を交換しなければなりませんでし

た。この作業に必要な段取り時間は約3時間から

5時間にも及びました。 クイックスイッチを用いれ

ジャストインタイムでパイプを提供

トスカーナに所在するパイプメーカー、イドロサー
ム2000社は、クイックスイッチ・システムの全ての

利点を取り込む事で顧客にとって魅力的なサプラ
イヤになっています。押出ラインの高い柔軟性は
サルティーニ家が経営するこの会社が顧客の要望
やトレンドに集中的に対応する事を可能にしていま
す。顧客が特殊なパイプでも在庫を減らすために
短納期で少量しか発注しなくてもイドロサーム
2000社にとっては迷惑にはならず、むしろチャンス
と捉えられるのです。

世界中に納入

イドロサーム2000社

はイタリア市場及び

輸出市場に向け製品

を生産しています。

イ
タリアのトスカーナ州、ルッチャ地

方の人口 6000 人の町カステル

ヌォーヴォに所在するクラウスマ

フェイ・ベルストルフ社の顧客、イド

ロサーム2000社(Idrotherm 2000) は、柔軟性

が利益をもたらす事を毎年実証しています。イド

ロサーム2000社は三十年間に渡りパイプ押出

産業に従事しており、堅実で著名なブランドとし

て広く知られています。イタリア国内の建設業の

不振にも関わらず、この家族経営企業は生産

量を2000年以来10倍の35,000トンまで増加さ

せました。その成功の鍵は、イドロサーム2000
社が顧客要望に応じて非常に少量の特殊なパ

イプも生産している事にあります。それを可能に

するのがクラウスマフェイ・ベルストルフ社のク

イックスイッチ・システムです。

全部で15ラインあるパイプ押出ラインでイドロサーム

2000社は主にポリエチレン製のパイプを生産していま

すが、水道配管用、廃水用、ガス用、灌漑用、地域暖

房システム用、通信ラインや地熱プロジェクト用等、多

岐に渡る用途のためのポリプロピレン製パイプも生産

しています。市場参入から僅か1年の2005年に同社は

最初のクイックスイッチ・システムに投資しました。今日

では15ライン中の4ラインが同方式を採用しており、そ

の内2ラインはパイプ径φ75mm～160mm、そして、2ラ
インはφ160mm～φ250mm用に使われています。

→更に詳しい情報！

この記事の完全版は2014年10月号のK-Zeitung
誌に掲載されました。著者：Karin Regel

クイックスイッチ・システム

ところで：クラウスマフェイ・ベルストルフ社は次のパイプ径範囲のポ

リオレフィン製パイプ生産用にクイックスイッチ・システムを提供して

います：

• φ25–φ63mm

• φ75–φ160mm

• φ160–φ250mm

• φ250–φ450mm

• オプション:φ63–φ140mm

ご要望に応じて異なるパイプ径範囲にも対応します。既設装置に段階的

且つ効率的に個別モジュールを装備する事も可能です。

押釦方式の最も重要な収穫は寸法変
更時に節約される時間です。

Projects & Partners

感動的な特徴

クラウスマフェイ・ベルストルフ社のクイッ

クスイッチ・システムの心臓部はクイック

スイッチ・サイジング・バスケットです。

9KraussMaffei Berstor ff

ばこの時間が約10分間に短縮され、しかも生産工

程が中断される事なく継続されるのです。変更中

に比較的短い長さの円柱状のパイプが生産されま

すが、これは従来型の機械を停止してから再起動

させる場合に出る材料損失に比べれば最小限の

廃材量です。



著者：ヨアヒム・ヴェバー、アンヌマリー・パブスト 写真提供： クラウスマフェイ・ベルストルフ
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ドイツ・ハンガリー 二国間協力

二十年間の成功物語
24,000トンの処理能力を持つオングロパック社 (Ongropack Ltd.) は、中欧
及び東欧における最大のPVC製品メーカーです。同社は硬質PVCシート、

軟質及び硬質フォイル、自由発泡シートと共にコンパクトシートも生産し
ます。2014年の秋に同社でクラウスマフェイ・ベルストルフ製のシート製
造装置が更に1ライン立ち上がりました。
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PVC シート：最小

最大

ングロパック社はハンガリーのブ

ダペストから車で200㎞、又は、飛

行機で150㎞北北東に位置するカ

ジンクバルチカ市に所在します。

同社は1993年に当時既に民営化されていた元

国営化学会社、ボルソドケム社の子会社として

設立されました。1994年に硬質PVCシート及びス

トレッチフィルムの製造から生産を開始しました。

そして、その僅か二年後にはクラウスマフェイ・ベ

ルストルフ社製押出機が同社で使用されていま

した。

「我々は1996年以来クラウスマフェイ・ベルスト

ルフ社の装置で多岐に渡る用途のためにシート

を生産しており、弊社の最終製品には大変満足

しています」、とオングロパック社のギウラ・ス

ザーボ社長は語ります。「新しい装置は、最終幅

2,050㎜ のコンパクトPVCシート、発泡PVCシー

トの両方の生産に使用します。これらのシートの

中には更にドアのパネル部に加工されるものや

広告用ボードに使われる事になるものもありま

す。」

新しい機械とは材料搬送装置とポリシング・カレン

ダーを装備した KMD 114-32/PL 型 二軸押出機で

す。この押出機は生産中に製品を容易且つ素早く

変更するに十分な柔軟性を備えて設計されていま

す。押出機は700k/hの吐出量で運転します。

広範な製品レンジ

オングロパック社の現在非常に広範な製品を
作っています。フォイル製品はオングロフォール
(ONGROFOL)ブランドとして市販されています。

硬質PVCフォイルは医薬品のブリスター包装と共

に食品の包装や標識の製造に使われています。

ストレッチフィルムは食品の自動もしくは手動に

よる包装に使用されています。硬質シート

[ONGRODUR] は、建設業においてドアや壁のパ

ネル部、又は、断熱シートとして利用されていま

す。発泡シート [ONGROFOAM] は、屋外広告や

展示会の建設材として非常に人気があります。
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PVCシート押出装置
クラウスマフェイ・ベルストルフ社の32D
シリーズの二軸押出機をベースにした装置



未知の力を克服

スラッシュ (傾斜) 形カレンダーが
ゴムをミリメートル単位の精度に
成形
誰でもスラッシュの形を知っています。そしてクラウスマフェイ・ベルストルフ社の新型カレンダー・シ

リーズである4本ロール式スラッシュ(傾斜)形カレンダーはまさしくスラッシュに見えます。直近のモデル

と役割は同じであり、繊維や鋼鉄製コードをゴムで片側もしくは両側から被覆したり、あるいは、タイヤ

や [オフセット印刷の] 印刷ブランケット、コンベアベルトの生産向けに繊維にゴムを刷り込むために使

用されます。

著者：ヨアヒム・ヴェバー、アンヌマリー・パブスト 写真提供： クラウスマフェイ・ベルストルフ

こ
の新型機械の仕様そのものが感銘
を与える読み物と言えるでしょう：
ロール幅が2,800㎜、径がφ750㎜、
そして重量が12トンであり、駆動部

を含む総重量が何と190トン！但し、占有床面積
はそれほど大きくありません：高さが7.2mもある
巨大な機械であるにも関わらず55㎡の床面積し
か占めません。用途に応じて幅1,200～2,400㎜
のゴムシートを毎分最大35mの生産速度で作れ
ます。

しかし何と言ってもこのスラッシュ形カレンダーの

最大の特徴は四本ロールが傾斜した一直線上

に配置されている事です。二本のロールが他の

ロールに対してオフセット式に配置された従来型

の編成と比べてこの直線式配置には大きな利点

があります：つまり、計算や制御が不可能な未知

の力の発生を防ぐのです

こうした様々な力は、ゴムの [扱い難い、手に負

えない、乱暴とも言える]性質によりゴムがオフセ

ット領域内のロールに対して直線的な力を及ぼ
すのみならず、様々な方向に働くために発生しま
す。そのため生じる好ましくない結果が、ロール
間の間隙が制御不能な具合に変動してゴムシー
トの厚さにまで変動が生じる事です。しかし、ス
ラッシュ形カレンダーではロールのプレロード作
用とゴムにより発生する間隙圧が同じ直線方向
に、つまり、機械の中心線に向かって縦方向に作
用します。

従ってロール間で変化する間隙が間隙に加わる
力として直接計測可能になり、その結果製品の
公差が改善します。油圧式間隙調節器により行
われる補正が位置決め精度の最大化を確実にし
ます。油圧シリンダーにはセンサーが取付けられ
ており、全ての変異を中央制御部に送信します。

機械が運転している最中に電子コンポーネントに
より間隙が一秒のかけらほどの瞬時に修正され
るのです。修正パラメーターはソフト上に保存さ
れ自動的に呼び出されます。

高精度のロール調節

同様に油圧シリンダーを装備しているロールのク

ロス軸及びプレロード機構についても同じことが言

えます。これらのシリンダーは、負荷の下で起きる

カレンダーロールのたわみを補正するために使わ

れます。そして、これらのたわみもまたロール間の

間隙に好ましくない変化をもたらし、その結果製品

寸法にも悪影響を及ぼします。ロールのゆがみへ

の電気・油圧式調節はデジタル表示され、プログ

ラム上での保存及び自動呼出しが可能です。

また、純粋に機械的な細かい配慮も最大の精度
を確実にします。例えば、クラウスマフェイ・ベル
ストルフ社ではロールを多状列円筒コロ軸受に
取付けます。
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同じ取付スペースならこのタイプの軸受が最高
の運転精度を出しつつ最大の負荷容量を達成し
ます。そして最後にロールの研磨方法があります。
夫々のロール表面を軸受レースウェイと一緒に
研磨する事で運転時温度の下で5μmの運転精
度と寸法精度を達成します。

こうした事からユーザーはどの様な利益を享受
できるのでしょうか？スラッシュ形編成の本質的
に良好な安定性、装置全体への未知の力の作
用の防止、そして、その結果流路での間隙圧力
の直接的且つブレの無い計測が可能になるため、
膨大な量の材料節約をもたらします。究極的にこ
れらの要素は、最小の肉厚公差を持つゴムシー
トの生産に繋がるのです。

ロール編成

未知の力を防止する4本ロール式

スラッシュ形カレンダー

スラッシュ形4本ロールカレンダー

廃材の最小化をもたらす無類の精

度と素早いロール調節機能
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ZE ブルーパワー・シリーズ二軸押出機
出力と体積の増加

Engineering Value



新型のZEブルーパワー二軸押出機シリーズはエネルギー効率とプロセス技術の観点から多くの独創的な特徴を持つ事で抜きん

出ています。このシリーズは吐出量、製品品質、プロセスの信頼性と柔軟性の面で市場の最も厳格なチャレンジを満足する様に設

計されています。標準を確立するこの二軸押出機シリーズの幾多ものエネルギー節約型イノベーションと完璧にマッチした構成部

品を貴社の利益に繋げて下さい。



ロシアで厳格な基準をクリア

数珠が残留熱を克服
課題：従来型ラインよりも遥かに長い押出後冷却時間が要求される発泡ポリエチレン断熱チューブ。

解決策：長さ200メートルに相当する冷却部を持ち、冷却時間を最大十倍延長できる数珠方式。ロシ

アのパイオニア的顧客である ROLS ISOMARKET社がこの方式をテストし、その有益性を確信しま

した。

著者：アンドレアス・ヴェセラー 写真提供：クラウスマフェイ・ベルストルフ

プロセス ＆ 製品



最大十倍の冷却
時間を実現

クラウスマフェイ・ベルストルフ社が開発した新型の数珠方式がこの問題を
解決します。この方式の装置は126式の搬送トレーを装備しており、外径が
最大φ210㎜のチューブ、又は、押出ラインから二本取りで出て来た2本の
φ90㎜チューブに対応します。要求長さより若干長くカットされた発泡チュー

ブは自動的にトレーに載せられ、数珠装置を通過した後に外へ排出されま
す。常時チューブで満たされたトレーが104式あり、これは長さが200 メート
ルを超える冷却区分に相当します。

「典型的な生産速度である20m/分では数珠装置内での保持時間が約10
分になります」と、クラウスマフェイ・ベルストルフ社発砲チューブ設備製品
マネージャーのマティアス・ライムカー氏は説明する。「標準的なラインと比
べて冷却時間が最大10倍に延長されます。」そして数珠装置を通過する際

にチューブ全長に渡り冷却エアが吹き付けられ、内側からも冷却されるの
でより集中的な冷却効果があります。終了後に箱の中へ落とされる発泡
PEチューブは殆ど完全に冷却されています。

ロシア市場に毎年5,500万メートルの断熱チューブを供給するモスクワに所
在するROLS ISOMARKET 社は、この新型数珠方式の装置の最初の

ユーザーであり、とても満足しています。「数珠は大径で壁厚が大きい発泡
チューブの生産を可能にしてくれます。そのため弊社では上流の
ZE60/KE150型シャウムタンデックス式ISO-TUBEラインの性能をフル活

用できます」、と同社の技術部長であるフェドール・シュヴェドフ氏は言いま
す。「この新型装置の高い効率性を我々を信じています。」

より長い冷却時間

新開発された数珠方式には126式もの搬送トレーを備えた循環

チェイン装置があります。
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押
出直後の [温水・冷水配管断熱用] 物理発泡式チューブに

はまだ相当の熱が残留しています。通常2メートルの長さに

切断されるチューブを更に冷却せずにいきなり梱包すると

寸法の安定と精度が犠牲になります。例えチューブを通常

の (低吐出量用に設計されたラインの) 冷却部にもう一度

通過させても冷却時間がせいぜい3倍になるだけです。しかし高性能ライ

ンではこの程度の冷却時間の延長では不十分です。多くの場合にスペー
スが制限されているため冷却部を延長できない上にラインへのアクセス
性も損なわれます。



イノベーションはプラスチック処理産業において脳裏を離れない話題です。装置メーカーは、一

方では性能の更なるアップ、もう一方では可能な限りの低コストと言う二つの相矛盾する開発要

求のバランスを習得しなければなりません。この最適化の仕事はもはや個別機械のみにではな

く、システム全体に適用しなければなりません。

イノベーションの産み出し方が変わった

著者：ヨアヒム・ヴェバー、アンヌマリー・パブスト 写真提供： クラウスマフェイ・ベルストルフ

ピーター・オズワルド
クラウスマフェイ・ベルストルフ
ミュンヘン工場
製品管理部門長

ク
ラウスマフェイ・ベルストルフ社は長

年に渡り変化し続ける市場のチャレ

ンジを克服してきました。弊社の押

出及びコンパウンディング置の専門

家達は益々自分達の事を包括的な完結型ソ

リューションの提供者であると考える様になりま

した。「弊社の顧客達はもはやカタログから機械

を選びたいとは思っていません。彼らは複雑な生

産工程を最大限に満足する固有の最適ソリュー

ションを益々お求めになっています」、とクラウス

マフェイ・ベルストルフ社製品管理部門長のピー

ター・オズワルド氏は言います。

「その結果、彼らは価格とか一分間当たりの吐

出量等の個別条件について語るよりも、品質、

吐出量、及び、コストのバランスを最適化するシ

ステムをどの様に構築するかについてより一層

語る様になっています」、とオズワルド氏は言う。

体系化された技術と長年に渡る経験からアイ

ディアを引き出しながら様々なハードウェア及び

ソフトウェアから完結したソリューションをパッ

ケージとして開発できるこの能力こそがクラウス

マフェイ・ベルストルフ社の最も重要で特有の強

みです。

「今日では安価な押出機を提供するだけでは不

十分なのです」、とオズワルド氏は会社の方針を

語ります。「弊社が納入する機器を通して顧客に

最大現の利用率と性能、及び、品質を提供する

事に繋がる設備の総合効果こそが新しい基準な

のです。」同氏の意見ではシステム提供者は、

構想から据付のみならず、サービス寿命中に考

えられるあらゆる事についてシステム全体の責

任も負うものと理解されているのです。
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総合効果が新しい基準となる



大盛況：熱心に聞き入る70人を超える参加者達

→ 更に詳しい情報！
この記事の完全版は2015年3月号の

K-Zeitung誌に掲載されました。

著者：Stephan Lenz

そして、この手法がイノベーションを生み出す方法も

決定するのです。例えば、押出機のスクリューを開

発する際に、「より大径でより長くすること自体が目

的ではありません。肝心なのは可能性の限界を探る

事ではなく、可能な中でも最適な運転を見出す事な

のです」、とオズワルド氏はバランスの重要性を考え

ます。「どれほど回転速度が速くて一時間当たりの吐

出量が大きくても、同時に押出材の樹脂温度が高過

ぎてパイプの壁厚が均一性に乏しい上に溶融温度

が高過ぎるためにより大がかりな冷却が求められる

様では単軸押出機としての価値があると言えでしょう

か。この様な場合は、押出機により大きく、高く、幅広

くのモットーを当てはめるとかえって誤った方向へ進

んでしまいます。」

「一般的に全体像を無視して装置に影響を及ぼす条

件を個別に考慮する手法はもはや時代遅れです。む

しろ極端なぐらいに広範な側面をイノベーションの現

場に取り込む必要があるのです。これにはプロセス

会社で現在要求されている性能及び品質、モニタリ

ング、そして、可能な所では最終製品の市場トレンド

の予期、更には、使用される材料の開発も含まれま

す。この開発努力は能動的である場倍もあります」、

と同氏は言います。

「プロセスエンジニアリングの世界では常に多面的な

開発努力が行われています。従って我々のソリュー

ションは、機械としての押出機とかスクリュー形状と

かに限定されてはいないのです。製造手順全体が対

象となり、従って、システム全体の構想が含まれるの

です。」とオズワルド氏は説明する。

1.プラストカンパニー社 (1. Plastcompany) は東欧数か国におけるクラウ

スマフェイ・ベルストルフ社の代理店であり、ポーランドのザヴィエルチェ市

で開催されたシンポジウムへの招待状を配布しました。その結果、ポーラン

ド国内のプラスチック処理産業から70を超える参加者がこのイベントに出

席しました。彼らは最近のパイプ、プロファイル、及び、シート押出技術の傾

向について学ぶために2014年12月初旬に開催されたこの3日間のイベント

にやって来ました。そして彼らは習得した内容に完全に満足しました。クラ

ウスマフェイ・ベルストルフ社以外の材料、機械、搬送設備、乾燥、及び、

成形技術を得意とする著名企業も新製品を発表しました。

ザヴィエルチェ市ではパートナー企業のアゾ社 (Azo) が素材の取り扱いに

ついて情報を取得したほかに、AES 社は成形技術について、ヴェイマ・テ

クニック社はリサイクル技術、そして、ゲルコ・クンストストッフテクニック社

は搬送技術についてそれぞれ学びました。その結果、参加者達は業界の

バリューチェイン全体に渡る技術的現状の全容を掴めました。

クラウスマフェイ・ベルストルフ社及び同社の専門スタッフからなるチームは

ポリオレフィン及びPVCパイプ押出技術におけるリーダー的なメーカーとし

て紹介されました。「こうした活動がプロセッシング企業の間で弊社の認知

度を間違いなく高めてくれると確信しています」と、ミュンヘンに所在するク

ラウスマフェイ・ベルストルフ社製品管理部門の部門長ピーター・オズワル

ド氏は語ります。「このショーを通じて多くの潜在客が、弊社がポーランドの

パートナー企業を通じて高性能機械及びラインシステムにおける最良の

パートナーになり得る事を知りました。」

情報が集約されたプレゼンテーション：三日間に渡り、

受講者達はそれぞれの分野の専門家達のプレゼン

テーション及び情報満載のビデオに集中しました。

押出技術に関するシンポジウム

著者：ヨアヒム・ヴェバー、アンヌマリー・パブスト 写真提供： クラウスマフェイ・ベルストルフ
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「総合効果こそが新しい基
準なのです」
ピーター・オズワルド

ポーランドでの大盛況



ブランド ＆ 市場

重要市場で有り続けるロシア

厳しい時期でもクラウスマフェイ・ベルストルフ社はロシア及び周辺国で前進してい
ます。弊社は強力なパートナーとして長年に渡る既存ユーザーへのサポートを継
続しているだけではありません。新規の顧客達も弊社の優れた技術に投資をする
意思で溢れているのです。

一
例としてロシア領タタールスタン共和国の首都カザン市に所在

するテストロイ社 (Tehstroi)があります。従業員230人の同社は

ロシアで水道、ガス、及び、廃水用ポリエチレンパイプの分野

で最大のメーカーです。経済的に困難な時期でも同社は拡張計画をそのま

ま実施中です。コーカス地方北部にあるイングスチェティア共和国で三番目

に大きい都市、カラブラク市で地元市場向けに供給するための新工場が

2014年に始動しました。

納入機器には2式のHDPEパイプ製造ラインも含まれます。ロシア人達はクラ
ウスマフェイ・ベルストルフ社の実績豊富で信頼性の高い36D技術を活用し
ています。二つのラインは加圧式水パイプを生産します (パイプ径レンジ：
φ160～φ400㎜、φ400～φ630㎜)

「カラブラク市の新工場立上げにより地元のインフラ開発を積極的に支援し
ています」、テストロイ社役員のアレクセイ・アレクスエイェブ氏は説明します。
「ドイツから最高品質の機械や生産システムを提供してくれるクラウスマフェ
イ・ベルストルフ社が信頼できるパートナーであると確信しています。」

明るい未来

「ルーブルの暴落と市場規模の縮小にも関わらず、この市場における弊社
の地位が不動である事が証明されました。長期的には弊社の市場は更に
拡大する筈です」、とクラウスマフェイ・ベルストルフ社ロシア担当地域営業
マネージャーのヴァディム・シュワルツ氏は説明する。

もう一つの新規顧客であるSAOノルドパイプ社 (SAO Nordpipe) も同じ見解を

示しています。サンクトペテルブルグ市の工業団地で2007年以来プラス

チックパイプを生産している同社は現在クラウスマフェイ・ベルストルフ製の

三層PEパイプ製造ラインに投資をしています。

同社のA. A. プロゾロヴィスキー社長は購入決定の理由を次の様に説明し

ています：「この地方で新しい地域規格が施行されて以来、弊社の顧客は
多層PEパイプを選ぶ際に信頼性を最も重視しています。このレベルの品質

は最先端のハイテク装置を使用しなければ達成できません。弊社ではクラ
ウスマフェイ・ベルストルフ社の機器と専門知識がこれらの要求を満足する
と信じており、クラウスマフェイ・ベルストルフ社との信頼関係を基に今後も
一緒に仕事をする事を楽しみにしています」、とプロゾロヴィスキー氏は強
調します。

ポリプロピレン保護層を持つ新型の多層ポリエチレンパイプは最も厳格な
要求をも満足する独創的な製品です。これらのパイプは亀裂拡散の防止に
おいて高い耐久性を有します。共押出 (コエクストルージョン) されるPE
100RC層も機械的損傷や大きな点負荷に対して高い耐久性を確実にします。
その結果、厳しい条件の下でも極めて長いサービス寿命が達成されます。

20件受注

クラウスマフェイ・ベルストルフ社は異形押出の分野においても市場での

リーダー的地位を定着させています。オーストリアのグライナー・エクスト

ルージョンズ・テクニック社 (Greiner Extrusionstechnik) と共同でロシア周

辺圏内からコエクストルージョン用も含む押出機の注文を昨年だけで20件

受注しました。これらの装置は主に窓枠プロファイルの生産に使用されて

います。

その中でも特にご紹介する価値がある会社があります。長年の忠実な顧客
であり、5,000人以上雇用しているこの地域最大のプラスチック処理会社で
あるモスクワのポリプラスチックグループ (Polyplastic Group) です。同社は
ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、及び、カザクスタンの12か所に工場や研究

開発センター、ジョイントベンチャー、卸売会社を所有しています。ポリエチ
レンパイプや継手から構成される年間生産量は290,000トンを超えます。現

在の政治的、経済的混乱の中でもこの顧客はクラウスマフェイ・ベルストル
フ社の専門知識やノウハウに頼り続けています。多層システムへの投資に
より同社はプラスチック処理工場の能力を更新しています。

著者：ヨアヒム・ヴェバー、アンヌマリー・パブスト 写真提供： クラウスマフェイ・ベルストルフ

STABLE MARKET POSITION Customers decide in favor of an extrusion line for PO pipe production.
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長期的な成長ポテンシャルは変わらず



特

受賞者：インターナル・パイプ冷却方式

クラウスマフェイ・ベルストルフ中国法人は受賞を誇り

に思っています。

著者：ヨアヒム・ヴェバー、アンヌマリー・パブスト 写真提供： クラウスマフェイ・ベルストルフ

中国リンギア賞 (Ringier Award)

インターナル・パイプ冷却方式が
効率達成の鍵として認められる

中国のプラスチック産業で活躍する企業にとってリンギア技術イノベーション賞 (Ringier
Technology Innovation Award) は渇望される賞です。「オプション設備・構成部」のカテゴ

リーで2014年度に受賞したのはクラウスマフェイ・ベルストルフ社の中国現地法人でした。

殊なパイプ内部冷却方式 (IPC
方式) の独創性が認められて受

賞に繋がりました。 IPC技術は

押出されたパイプに施される外

部水冷却を、パイプ内部への空冷を加える事

で補完します。この方式の利点は、壁厚の大

きいパイプに応用した場合に特に顕著です。

標準的な冷却方式では厚肉パイプから熱を除

去する効率性が非常に劣っているからです。

IPC方式の優位点は数値化が可能です。冷却部
の長さは最大40パーセント短く、設備投資の金額

及び生産現場のスペースを削減できます。生産
量が最大60パーセント増加するため生産性が大

幅に向上します。更に内部冷却に使われるのが
周辺エアのみであるため冷却媒体の消費量が削
減されます。これによりエネルギー効率とパイプ
生産の環境的持続可能性が大きく向上します。

クラウスマフェイ・ベルストルフ中国法人の生産

マネージャーであるアレックス・リウ氏はこの技

術が受賞という形で認められた事への喜びを次

の様に表現しています：「この受賞を大変誇りに

思っており、この結果IPC技術への関心が高まる

と共に中国市場での需要が増加する事を期待し

ています。」IPCは、生産性増加及びコスト削減要

求への弊社の応えとして2014年のチャイナプラ

スでアジア市場にデビューしました。

香港に本拠を構えるリンギア・トレード・メディア

社 (Ringier Trade Media Ltd.) はスイスのリンギ

ア・メディア・グループの一部であり、2006年以来

イノベーションに貢献する会社や個人に賞を授

けて来ました。この賞の目的は、生産効率や費

用対効果または利用の容易性の向上に繋がる

新しいアイディア、方式、製品、又は、技術を普

及させ、その栄誉を称えるためです。特にプラス

チック産業におけるエネルギー節約、及び、責任

ある環境に優しい持続可能な生産に繋がるイノ

ベーションが重視されています。
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クラウスマフェイグループ

STRONG TOGETHER AND
UNIQUE ALL OVER THE
WORLD
The KraussMaffei Group is among the world's leading suppliers of machinery and systems 
for producing and processing plastics and rubber.

4,000
PEOPLE
around the world work for
the KraussMaffei Group.

The merchant Joseph Anton von Maffei 
(1790–1870) founds “Eisenwerk Hirschau”
in Munich-Schwabing.
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The KraussMaffei Group, with
its three product brands

KraussMaffei, KraussMaffei 
Berstorff and Netstal, can
thus cover the complete 
range in machine construc-

tion for the plastics and rubber
processing industry and serve

customers on an individual basis.

with universities and recog-
nized institutes for plastics
and rubber development
ensure that the KraussMaffei 
Group always stays a step 
ahead with new products and
procedures.
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the KraussMaffei Group develops and produces its machines.
At over10 PRODUCTION FACTORIES,
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Introducing the new top
model in the Nets tal
systems series for the
manufac ture of PE T

preforms: the PET-LINE 5000. The race horse
among preform systems sets standards in
cost-effectiveness and efficiency. The PET-
LINE 5000 works even faster than its prede-
cessors. Its lock-to-lock time is up to a half
second less than current values. At cycle
times of less than ten seconds, which is the
norm in preform production, this results in an
output increase of tens of thousands of unma-
chined bottle parts per day.

The system also features great energy effici-
ency. It consumes approximately 10 percent
less energy than the previous model and up to
20 percent less than the competition. Multiple
technological advancements, such as variable
control of the pump pressure or brake-energy
recover y, are the cause of these savings.

Due to its excellent per formance data, the
primary target customers of the PET-LINE
5000 are those with very high production vo-
lume. For this reason, the system is ideal for
the US and Chinese markets (among others).

US plastics proces-
sors have discov-

ered automation. The possibility of combining
an ever-increasing number of process steps
into an automatically controlled process is
just as convincing to users as the absolutely
consistent product quality that only highly au-
tomated systems can achieve. Paul Caprio,
President of the KraussMaffei Corporation,
pointed this out in an interview with AHEAD.

IMPRINT
US MARKET

KraussMaffei Berstor ff

USA: WHERE IS PLASTICS 
TECHNOLOGY HEADED?

MARCH–OCTOBER 2015 TRADE SHOW CALENDAR

Feiplastic, São Paulo, Brazil 04.05.2015 – 08.05.2015 KraussMaffei Group

Compounding World, Cologne, Germany 21.04.2015 – 23.04.2015 KraussMaffei Berstorff

Plast, Milan, Italy 05.05.2015 – 09.05.2015 KraussMaffei

Technics, Belgrade, Serbia 11.05.2015 – 15.05.2015 KraussMaffei, Netstal

Chinaplas, Guangzhou, China 20.05.2015 – 23.05.2015 KraussMaffei Group

Plastpol, Kielce, Poland 26.05.2015 – 29.05.2015 KraussMaffei Group

DKT, Nuremburg, Germany 29.06.2015 – 02.07.2015 KraussMaffei Berstorff

Composites Europe, Stuttgart, Germany 22.09.2015 – 24.09.2015 KraussMaffei

Fakuma, Friedrichshafen, Germany 13.10.2015 – 17.10.2015 KraussMaffei Group
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“This field of work dr ives our growth the
most,” Caprio emphasized. The growing inter-
est of US processors has a noticeable effect
on the bottom line. “Sales of automation so-
lutions were up 200 percent over the past 12
months,” the top US executive said. He be-
lieves that the biggest potential for injection

molding technology lies in the packaging in-
dustry. Vice President J. P. Mead adds that re-
action technology, with its capabilities to re-
duce weight and its increased possibil ities
with regard to desiggnn, hhas an excellent chance
to be used in thee automotive industry.

RACEHORSE IN TOP FORM



Engineering Value

QuickSwitch – The best in
fully automatic in-line dimension changes
With QuickSwitch technology, benefit from maximum flexibility and availability
– Flexible dimension and wall thickness changes at the push of a button
– Reduced stoppage and changeover times
– Minimum scrap
– Lower costs due to time savings
– Small lot sizes and special dimensions also possible
– PE, PP and multi-layer pipes possible

www.kraussmaffeiberstorff.com
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