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お客様及び関係者の皆様へ、 

プラスチック及びゴムの成形・処理に関わる機械や生産ラインのメーカーとして弊社

はイノベーションを常に意識しています。弊社では、高性能化の推進、そして価格の

削減と言う二つの相矛盾するお客さんの開発要求を巧みにバランスさせなければな

りません。こうした最適化作業は全システムに影響を及ぼすと同時に弊社が顧客に

納入する装置のアヴェィラビリティーと性能、及び、品質を最大化させることも目的と

しています。 

こうした理由で弊社は益々顧客にとって主要な相談相手になっています。装置や材料

について総合的な専門知識を持つ弊社であればこそ機械全体の性能について責任を

持てるのです。総合的な技術パートナーとしてクラウスマフェイ・ベルストルフ社は機械

に関する技術的な専門知識のみならず長年の経験から得た材料関連の深い知識も提

供できます。弊社従業員の多岐に渡る才能を常に提供できるため、貴社と共に専門的

なソリューションを開発し、貴社の要求と生産条件にマッチした調節や改良が可能です。 

クラウスマフェイ・ベルストルフ社は顧客が抱えている全ての要求を、材料供給

から押出工程、そして、加工に至るまでの各段階を総合的に最適化された特殊

システムにより満足します。この手法は貴社のために世界中で多岐に渡る新しい

可能性を切り開きます。例えばアジアやインドで成長が見込まれる塩素化PVC 

(C-PVC) のペレタイジング市場、中近東等で需要が高まる弊社の大型パイプ押

出技術、そしてアフリカや東南アジアでもここ数年間に幾つもの大型パイプ押出

ラインが運転を開始している事が挙げられます。 

また、タイヤ産業の需要を満たすために弊社では押出ライン、特にマルチプレックス (多層)ラインの

製作能力を拡大しました。経験豊富な従業員達と外部のスペシャリスト達から構成されたチームが、

製造と組立て工程に潜在していた改善の可能性を徹底した効率追求により実現し、更に品質と納

期、柔軟性、そして、吐出量を向上させました。こうした試みが弊社を業界のトレンドメーカーにしてい

ます。弊社では卓越したサービスを提供し、顧客満足を達成する事は言うに及ばない事なのです。 

本号のAHEAD誌を、お楽しみ頂ける事を願うと共に、この場をお借りして5ページに掲載された弊

社の新CEO、スティーラー博士に関する簡単なご紹介記事にご注目頂けましたら有り難いと思い

ます。今後スティーラー博士と緊密に仕事をしていく事を楽しみにしております。 
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クラウスマフェイ・ベルストルフ 
押出技術部門社長 
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2,000 
これまでに世界中で設置さ
れたMXシリーズ機の台数 

10 
周年記念 

2015年にフィールセン工場が設立10

周年。ジョージマリエンフット工場と共

にフィールセン工場は自動車部品装

置 (自動車のPUR部品用トリム及び成

形技術) 事業部を構成。 

ハノーバー市「an der Breiten 

Wiese」街道に所在するクラウスマ

フェイ・ベルストルフ社の今日の生

産活動の中心拠点を購入。 
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自社製射出成型機1号機のクランプ締
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クラウスマフェイ・グループ 
 
 

強いチームワークと世界中で認めら
れた独創性 
クラウスマフェイ・グループは世界のプラスチック・ゴム生産・成形機器メーカーの中のリーディングカンパ
ニーです。 
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人事ニュース 

クラウスマフェイ・グループ
社の新CEO 
フランク・スティーラー博士が弊社のチームに加わったことでクラウスマフェイ・グループは、著名なドイツ

企業で20年以上に渡り特に機械やプラント設計において国際的に豊富な実績を培った役員を得ました。 
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フランク・スティーラー博士 

2015年7月27日以来クラウスマフェイ・グループの役員会会長 (CEO) 

フランク・スティーラー博士の履歴 

2015年7月以降 

クラウスマフェイ・グループGmbH社 

役員会会長 [CEO] 

2015年7月まで 

独立コンサルタント、 

サンキャピタル・パートナーズ上級アドバイサー 

2012年まで 

HOCHTIEF AG 社 

役員会メンバー、最終的にCEO 

 

2009年まで 

シーメンズAG社の発電グループの様々な管理

職を歴任後、石油・ガス事業部のCEO 

2001年まで 

ルルギ・バマグ (Lurgi Bamag) 社：CEO兼 

Azurix Corp. 社上級副社長 

1997年まで 

Metallgesellschaft AG 社：役員会ヘッド兼 

上級副社長 

1995年まで 
Lurgi AG 社 [2014年4月以降はAir Liquide 
Global E&C Solutions Germany GmbH]：法務
部門長、最後はLurgi Energy und Umwelt 
GmbH筆頭財務責任者 

教育： 

法学博士  

顧客の皆様方へ、 
 

クラウスマフェイ・グループは見事な会社です。

最高の品質で高性能の製品やサービスを数

多く送り出す三つの強力なブランドを持つ事

で基礎から事を成し遂げる専門技術とイノ

ベーション能力を発揮できます。顧客、つまり

皆様方の事のみを考える世界中の弊社社員

達の豊富な知識、意欲、そして、情熱に深い

敬意を感じます。 

これらの能力は会社とその製品・サービス群を更

に継続的に発展させる上で完璧な礎となります。

弊社の大切なお客様である貴社は我々の全ての

活動の中心であります。そのため私は就任から最

初の数週間を、欧州、中国、そして、米国に所在

する弊社の最も重要な顧客と個人的にお会いす

る事に充てました。そして今後もこうした取り組み

を継続して参ります。そうする事で貴社のご期待さ

れる事と貴社が市場で競争力を維持されるために

弊社がどの様にアシストできるかをつぶさに把握

できます。 

このチャレンジに臨める事は私にとって非常に

名誉な事であります。今後も弊社の経験豊富で

能力の高いマネージメントチームと誇り高く仕事

にコミットした現場の従業員達と共に働く事を楽

しみにしております。 

この場をお借りして私の熱意をお伝えできたこと

をお祈り申し上げます。将来個人的にお会いでき

る日を楽しみにしております。 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 

フランク・スティーラー博士 

KraussMaffei Berstor ff 



押出発泡材こそが断熱材のエース 

成長する市場： 
建設産業におけるエコロジー 
ドイツのエネルギー消費量の約40パーセントが建設業で消費されます。そのほぼ半分が住宅の暖房
に起因します。従ってそこには巨大な省エネポテンシャルが存在します。クラウスマフェイ・ベルストル
フ社もこのポテンシャルを最大限に実現する努力に貢献しています。 

著者：アンドレアス・ヴェスラー   写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ社 
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連法案が通過した事、及び、住宅
の購入・建設者達の価格意識が目
覚めたという事の双方に押されて
建設業界はエネルギー効率を 

最優先課題として取り上げる様になりました。断

熱は今日の最重要課題であると言っても過言で

はないでしょう。新築、中古を問わず、あらゆる

建物に気温の影響から保護するための二つ目

の構造、つまり、断熱が装備されつつある事に

気づきます。そうした中であまり目立たないのが

熱損失を防ぐために暖房用及び温水用パイプに

施される断熱材です。 

発泡樹脂は断熱の施工に大きく貢献しています。

鉱物綿よりも軽量である上に水分を吸収せず、

更に、寒暖のみならず騒音も遮断してくれます。

更に耐圧性、および、耐紫外線安定性が良く、

耐候性にも優れています。しかも建設現場で容

易に処理できます。今では世界中で100ライン以

上のクラウスマフェイ・ベルストルフ社製 ZE/KE 

型タンデム発泡ラインが発泡シート・フィルム、及

び、発泡パイプを要求される形状や寸法に直接

成形する事で後処理工程を不要にしています。 

断熱材に有利な市場動向 

エネルギーコストが上昇し、環境保護の要求が

益々厳しくなる中で、断熱を普及しようという動き

はドイツに限られた現象ではありません。ほぼ全

ての先進国がこの影響を受けています。従って

断熱市場の長期成長が予想されるのは不思議で

はありません。米国の材料研究機関、フリードニ

ア機構が実施した世界の断熱に関する研究によ

ると世界の断熱市場は2013年から2016年の間

に450億ユーロに成長し、年間7パーセントの平

均成長率を記録するとの事です。 

発泡樹脂分野はそれよりも更に画期的に発展す

る可能性があります。市場調査各社の予想によ

るとこの分野の拡大の一部は、鉱物綿やガラス

ファイバーと言った他の材料の犠牲の上に達成さ

れるとの事です。その重要な理由として建設現場

で容易に成形処理が可能である事もさることなが

ら、発泡押出製品の物理特性が優れている事が

挙げられます。 

一例として押出発泡ポリスチレンシート [XPS] は、

従来より多く使われてきた通常の発泡ポリスチレン 

シート [EPS] よりも耐圧性と耐湿性が長期的に

大きく優れています。これは押出工程中に発生

するクローズセル構造の均質性に起因します。

物理発泡工程の管理が容易であり、フロンを含

まない発泡剤が使用されるため (つまり、より環

境に優しいため)、押出発泡材の需要が更に高

まっています。 

断熱ボードの極めて高い住宅内熱損失削減効率 

建設産業で使用されている発泡製品の中で最も

良く知られている材料はXPS硬質発泡シートで

しょう。これらは押出工程の中で 30～45 kg/㎥ 

の比重で製造できます。典型的な寸法は幅600

～1200㎜、厚さ30～160㎜です。 

100 
式を超えるクラウスマフェイ・ベル

ストルフ社製 ZE/KE 型 タンデム

発泡装置が存在します 

現在世界中で既に 

ISO-ボード用タンデム発泡ライン 

XPSシートの製造における先端技術 
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これらのシート材の殆どが断熱専用に使用さ

れています。これらの頑丈なシートは耐圧性

が 250～700 kPa もあるので住宅の基礎板

と地面との間の断熱にも使用可能です。 

断熱用途では押出発泡シートの他の特性が特に

顕著に現れます。水分吸収率が 0.1 パーセントと

非常に低く、ラムダ値で表される熱伝導性も 

0.030～0.035 W/mK と低いのでこれらの材料は

下層材として非常に適しています。ラムダ値が両

側の温度差が1℃である時に1立方メートルの材

料を通過する熱量である事に留意して下さい。こ

の値が低いほど材料の断熱特性が優れている事

が示されます。 

硬質発泡シートと比べて発泡フィルムの熱伝達

率は若干高くなりますが、それでも 0.035 ～ 

0.045 W/mK、と非常に低い域にあります。これ

らはポリスチレン、又は、ポリエチレンを基材とし

て使用し、押出工程で幅1000～ 

2500㎜、厚さ1.5～16㎜、比重20～400 kg/㎥ に生

産できます。フィルム材は建設産業では音響遮蔽、

例えば、木製床の下の衝撃音防音材として、あるい

は、壁と床との間の角部の防音ストリップとして良く

使われます。騒音公害をこうして10～20 dB[A] 削減

できます。 

様々な用途に用いられる断熱・防音ポリエ

チレンパイプ 

発泡ポリエチレンパイプは配管のシース材として

定着しました。これらの発泡製品の主特性は暖

房パイプや空調ラインの断熱用としても廃水管

の防音材としても価値が認められています。比

重25～40kg/㎥、パイプ径φ10～200㎜にて押出

工程で製造されます。ラムダ値は 0.035～0.040 

W/mKです。 

これらの事例から断熱材が寒冷地帯のみならず、

空調を必要とする熱い地域でも必要である事が分

かります。多くの国々で法的規制が厳しくなってい

る事や現在の米国の建設産業の復活、そして、ア

ジア太平洋地域をはじめとする新興国での人口の

都市集中がこの市場を成長させる原動力になって

います。 

二段階押出が主流になりつつある 

材料の需要が高まると共にこれらを製造する機

械の需要も増加します。クラウスマフェイ・ベルス

トルフ社は、既に世界中で設置されている100ラ

インを超えるXE/KE型タンデム発泡押出装置を

通じて関連産業で知名度が高まり、前述の流れ

の中で特に恩恵を授かっていると言えます。発泡

品を製造する上でツーステージ方式は完璧な実

績を築き上げています。この方式はメルトパイプ

で繋がれた2台の押出機から構成されます。 

主押出機であるZEシリーズの二軸押出機はその

柔軟なスクリュー形状及びハウジング形状のお蔭

でどの様な仕事にも適応できます。この機械は樹

脂と発泡剤の配合の可塑化と均質化を担います。

この目的を達成するために最初にベース材料と各

種添加剤が重量計量式供給装置により押出機の

フィード区分に供給されてから溶融およびミクシン

グされます。その後物理発泡剤 (通常CO2または

イソブタン等のアルカン) が、押出機の中間当たり

に計量式液体注入装置により注入されます。 

これがポリマーに完全に混入された後に溶融材は

二次押出機に到達します。ここでは最初の二軸押

出機に比べてかなり大型のKEシリーズ単軸押出

機が使われます。一例として、一時間当たり100㎏

の吐出量が求められる実験機の場合ではZE 40 

型にKE 90 型が繋げられます。今日までに作られ

た最大のタンデム発泡装置は一時間当たり2000

㎏の能力を持ち、ZE 130 型とKE 400 型の組合せ

を使用しています。 

更に、単軸押出機は溶融材を連続的に均質化

すると共に溶融材の冷却と言う重要な役割も果

たします。 

断熱は今日最もホット
なトピックです。 
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これを達成するためにバレル区分は素材の種

類に応じて低温に設定されます。従って溶融し

た配合は金型から出る際に最適な状態で発泡

し、潰れることなく安定します。 

最適な押出ヘッドを社内で内製 

三つの異なる発泡製品、シート、フィルム、及び、

パイプを製造するための主要部品が弊社の特殊

な押出ヘッドです。この部品はガスが充満した溶

融材がその後のカリブレーション部で最終的な形

状を得る様に溶融材を決められた通りに吐出及

び発泡させます。シートの製造には幅広押出ダイ

ヘッドが使用される一方で、フィルムはフィルム用

ブローヘッドを用いてチューブ状に押出して製造

します。その後スリット式切断装置でホースを巻

取り可能なフラットフィルムにします。 

複数の発泡パイプを同時に押出す方がコスト効

果が高いのでパイプの生産には通常二本取り

又は四本取りヘッドが使われます。 

全ての押出ヘッドに複数の温調区分を持つ温油

式温調制御器が装備され、発泡製品に不可欠な

正確な温調制御を確実にします。個別の用途に向

け押出ヘッドを設計するには最高レベルの専門知

識が要求されます。クラウスマフェイ・ベルストルフ

社は押出装置を製造するのみならず、弊社が誇る

100ラインを超す設置ライン数から得た豊富な経

験を用いてこうしたヘッドも製造致します。 

連絡先： 

発泡パイプ・フィルム装置製品 
マネージャー 
マティアス・ライムカー 

matthias.reimker@kraussmaffei.com 

年間成長率 

7% 
が見込まれる断熱材市場は 

2013年から2016年の間に年間

450億ユーロに成長するでしょう。 
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この芯出し装置の仕組みは次の通りです： 

従来のソリューションと同様にヘッド前部で軸方
向に動かせるダイスによりホースの肉厚が調節
されます。一方、この独創的なダイホルダーはラ
ジアル方向に油圧式に調芯されるので、起動時
及び生産中の調節を大幅に削減できます。 

X線計測装置による油圧式ツール調芯シス

テムの制御 

X線計測装置が更に改善をもたらします。これを

導入する事でユーザーは従来手動で行われてい
たヘッドの再調節を自動工程に置き換えられま
す。X線計測装置と一緒に使用すると油圧装置は
デジタル制御部により肉厚を1/100㎜の高精度で
調節できる様になります。 

顕著な材料節約 

この方式はホースメーカーに品質管理と共に運

転面でも大きなメリットをもたらします。生産を連

続的にモニタリングする事でメーカーは装置の

調節に要する時間を大幅に削減し、肉厚公差を

大幅に改善できます。一定した製品品質を維持

しながら一年間でかなりの材料コストを節約でき

るので、この新型ライン構成は短時間で投資費

用を回収できます。 

準備時間の短縮と生産性の向上 

プレミアム品質ゴムホースの 

費用対効果の優れた生産 
全てのゴムホースが同じではありません。多くの技術的な製品と同様に
品質次第で [価格が] 変わります。プレミアム品質のホースを可能な限り
低コストで製造できるか否かは競争力次第です。クラウスマフェイ・ベル

ストルフ社は2015年ドイツゴムコンファレンス [Deutsche Kauschuk-

Tagung, DKT] でこの課題にどう取り組めばよいかを示しました。 

文書：ヨアキム・ヴェバー、アンドレアス・ヴェスラー  写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ 

グ市で国際ゴムコンファレンス IRC の一環とし

て開催されたドイツゴムカンファレンス、DKT 

2015でこの新製品を紹介しました。この押出

ヘッドは油圧式ツール芯出し装置及びX線式計

測装置を装備しています。 

この新型ストレート押出ヘッドは、最短の準備時間

と均質で高品質のホースの高い生産性を達成する

事に的を絞って設計されました。「この装置は均質

な肉厚のホースを長期間に渡り高い信頼性と費用

対効果、そして、高品質に作りたいメーカーに適して

います」とクラウスマフェイ・ベルストルフ社のプロセ

ス部門とゴム技術開発部門の責任者であるフラン

ク・ラインケ氏は説明します。 

「この製品は旧式のホース押出ラインを運転して

いるオーナーやオペレーターでも利用できます。

既設装置にもこの新型油圧式ツール芯出し装置

を問題なく装備できます」とラインケ氏は保障し

ます。DKT/IRC 2015 展示会以来、ホース径φ3～

φ100㎜を対象に全てのユーザーからこの装置

の引合を受付けています。 

Processes & Products 

材料消費量の削減 

油圧式ツール調芯装置

付ストレート押出ヘッド 

プロセス ＆ 製品 

連絡先： 

プロセス部門、及び、ゴム技術開発部門 
フランク・ラインケ 

frank.reineke@kraussmaffei.com 
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          ンパウンディングに関わるプロセスの
問題は、フィラーの充填度が高まり、
吐出量が増加し、効率が高まるにつ
れて益々複雑になっています。その
結果より大きなトルクをスクリューに 

文書：ヨアキム・ヴェバー、アンドレアス・ヴェスラー  写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ 

トルクレンチに代わる油圧装置 

 

勘に頼らずに済むスクリューのプレロー
ド装置 
改善の可能性は多くの場合に小さな目立たないステップから見出されます。クラウスマフェイ・ベルスト
ルフ社の技術者達がそうした取り組みにまた成功しました： それは二軸押出機の中のスクリューにプレ
ロードをかける装置です。油圧式プレロード付加装置が作業を容易にし、スクリューの取付・プレロード
条件の再現性を確実にします。 

コ
 

Processes & Products 

連絡先： 

プラスチック技術開発部門 
マイケル・べリング 

michael.behling@kraussmaffei.com 

伝達するために二軸押出機には益々強力な

駆動部が用いられる様になっています。 

トルクの安全な伝達を確実にするには強力な駆動

部と高負荷対応型の特殊なスクリューシャフト材、

及び、スクリューシャフトのギア形状の最適化が要

求されるだけでなく、シャフトに乗るスクリューに安

全且つ最大の精度を可能にする張力を適用させる

必要があります。従来はトルクレンチを用いてセグメ

ント化されたスクリュー部位に予圧をかけるのが一

般的な慣習でした。しかしこのやり方では一定の公

差をクリアする必要があり、押出機の構成を再編成

する際に多大な時間がかかります。 

手動によるプレロード作業のデメリットを 

排除 

この新方式ではスクリューシャフトに決められた引

張り応力がかかるだけでねじり負荷はかかりませ

ん。操作も簡単です。機械のオペレーターは適切

な圧力を選択して取り出したスクリューをプレロー

ド装置の中でクランプするだけです。ボタンを一つ

押すだけで、スクリューシャフト、スクリューエレメン

ト、及び、スクリュエー先端部が弾性範囲内で安全

にプレロードをかけられ、この状態で容易に押出

機のプロセス部に挿入できます。 

これには多くの事前準備が必要でした。油圧式プレ

ロード装置の圧力を決める際に室温状態のスク

リューの各材料、それぞれの膨張係数、長さ、及び、

形状寸法が計算に織り込まれました。 

油圧式スクリュープレロード装置 

スクリューシャフト、スクリューエレメント、及び、

スクリュー先端部から構成されるアセンブリに

弾性範囲内の安全な予圧がかけられます。 

掃除作業の削減 

直接的な時間の節約とは別にこの油圧でかけ

られた予圧の副産物としてもう一つの明らか且

つ決して小さくはないコスト上のメリットがありま

す。予め決められた予圧力はスクリューエレメン

トとシャフトとの間に溶融材が侵入するのを防ぐ

ので時間と経費を無駄にする取外し及び掃除作

業を回避できます。 

この製品シリーズは賢くデザインされているため、

ZE ブルーパワー型、ZE-UTX型、及び、ウルトラト

ルク [UT] 型の全ての押出機サイズに三種類のプ

レロード装置で対応できます。 

11 KraussMaffei Berstor ff 

mailto:michael.behling@kraussmaffei.com
mailto:michael.behling@kraussmaffei.com
mailto:michael.behling@kraussmaffei.com
mailto:michael.behling@kraussmaffei.com
mailto:michael.behling@kraussmaffei.com
mailto:michael.behling@kraussmaffei.com
mailto:michael.behling@kraussmaffei.com


費用対効果が高く強力なPVC 及び C-PVC 
用ペレタイジング装置 

Engineering Value 



クラウスマフェイ・ベルストルフ社は、硬質および軟質PVCのペレタイジング用途に向け一貫式ソリューションを提供します。

弊社が長年に渡り積み重ねたプロセス技術の経験からくる専門知識に基づき貴社の生産プロセスを、素材の選択及び配合

から最終製品に至るまで抜群の品質を伴ってサポートします 



過酷な要求に対応したコンパウンディング 

 

メリテック社：会社のニーズに
応えたインライン式「モジュール
プラス」方式 
デンマークのメリテックA/S社の成長を止められるものはありません。医療用途向けエラストマー
及びポリマーのコンパウンディングを専門とする同社は、昨年また更に生産建屋を増築、稼働さ
せました。その心臓部をクラウスマフェイ・ベルストルフ社製の「モジュールプラス」方式のコンパ
ウンディングラインが担っています。 

文書：ヨアキム・ヴェバー、アンドレアス・ヴェスラー  写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ 

プロジェクト＆ パートナー 

FREELY ACCESSIBLE 

AT GROUND LEVEL 

The new ModulPlus 

compounding system. 
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コ
 ペンハーゲンから南に車で約 117 km 

離れたデンマークのファルスター島北部
にノーレアルスレヴと言う教会区集落が
存在します。最も過酷な要求を目的とす
るPVCフリーポリマーから作られた着色 

配合材を生産する会社の本社がここに所在します。

その会社とは従業員数が僅か24人以下で非常に

効率的なコンパウンディングラインを一ラインのみ

有する家族経営企業、メリテック A/S 社です。 

健康産業用の特殊なコンパウンド  

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、アクリ

ロニトリルブタジエンスチレン共重合体、又は、熱

可塑性エラストマー [TPE、もしくはオレフィンをベー

スにするTPO] に基づいたポリマー配合材は医療

用途向けにデザインされています。これらは、例え

ば、機能特性または求められる色などのニーズに

応じてカスタマイズされます。顧客はこれらの配合

材を使ってフィルムや袋、ホース、あるいは、様々

な射出成型製品を製造します。 

「我々は世界最大級の医療用包装材や使い捨

て医療製品のメーカーに主製品用の材料を供給

している事を誇りに思っています」、とメリテック

社の社長キム・ロールセン氏は言います。クライ

アント企業が製品品質に公差を殆ど認めないと

言う事もメーカーが使用する設備に対する要求

に影響します。そのためロールセン氏にはクラウ

スマフェイ・ベルストルフ社の「モジュールプラス」

装置を購入する重要な理由が二つありました。

「一方で新建屋の完成直後から生産を再開でき

る様に短時間で立上げ可能である事が重要でし

た。しかしもう一方ではコンパウンドの品質は決

して妥協したくはありませんでした。」 

成功したライン方式 

モジュール方式の装置はハノーバー工場で個別に

製作、試験された機器から構成され、配線・配管が

完了されて納入されます。従って、各モジュールは

顧客施設でセットし、既に統合されているインター

フェースを介して接続するだけで運転を開始します。

そうした装置の納入実績が100式を超えてから

2013年に上市された新型モジュールプラスも大成

功を遂げました。 

モジュールプラス方式の多岐に渡る優位性  

以前のバージョンとは異なり新方式では押出機

がモジュールに組み込まれていないため大きな

メリットがもたらされます。その一つとして床レベ

ルでのアクセスが容易になりました。 

更に、ハノーバーで計量供給部、材料取扱い

部、ペレタイジング部、及び、制御部のそれぞ

れのモジュールが製作されている最中でも現

場で鋼鉄架台の建設を開始できます。「こうす

る事で架台の建設コストの約20パーセントと

製作期間を2か月間削減できます。」とクラウ

スマフェイ・ベルストルフ社システムズエンジニ

アリング部門の暫定部門長であるソールステ

ン・シュレール氏は顧客にもたらされるメリット

をまとめます。「モジュールプラス方式のお蔭

で今では納入から最初のペレットが生産され

るまで3～5週間しか要しません。」 

メリテック社のロールセン社長も「我々にとって

時間の節約、特に機械のサプライヤが全ての

期日を厳守してくれた事は非常に助かりまし

た」と熱心に語ります。モジュールプラス方式は、

優しく効率的にコンパウンディング運転する事

で知られるZEシリーズの二軸押出機を採用し

ています。ミリテック社向けの装置には ZE 75 

A UTXi 型が選択されました。 

最適な防音ソリューション 

また、ノーレアルスレヴ集落では更に特別な要

素が加わりました。「騒音公害を抑制する事で従

業員達を守る事は我々にとってとても重要です」、

とロールセン氏は強調します。そのためメリテッ

ク社とクラウスマフェイ・ベルストルフ社は共同で

騒音抑制プロジェクトを実施しました。新しく建て

られた建屋の壁には防音エレメントが装備され

ました。そして音源で音量を低下させるためにモ

ジュールプラス装置の全ての配管とブロワ―、そ

して、機械の駆動部に防音対策が施されました。

装置に内臓されているシャンテン市に所在する

ガラ社製のアンダーウォーターペレタイザーには

小音量バージョンの乾燥機が採用されています。

その結果、オペレーターの作業場での騒音公害

は 85 dB [A] 未満まで削減されました。 

ロールセン社長は「モジュール方式とターンキー

納入 (繋げるだけで運転開始可能な納入方式) 

は弊社のプロジェクトにはちょうど良い選択でし

た。プロジェクトが実施された全期間に渡り、クラ

ウスマフェイ・ベルストルフ社が装置を弊社の

ニーズに合わせてカスタム化し、短時間で立ち

上げている間も我々は自社の本業に専念できま

した」と説明します。追加注文が既に発注されて

います。ZE 30 UTXi型二軸押出機を用いるラボ

機がメリテック社から発注され、既設装置を完全

に置き換える事になりました。 

Projects & Partners 

連絡先： 

システムズエンジニアリング部門 
暫定部門長 
ソールステン・シュレール 

thorsten.schroer@kraussmaffei.com 

配線・配管の接続が完了済み 

各種のモジュール 
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直接処理 

消費済み廃材が処理されてプレミアム品質の材料になります。 

Q 
CP社はこの大型プロジェクトにクラウスマフェイ・ベルストルフ

社の他にも厳選された主要企業を選択しました：ヴィリッチ市
に所在するB+B Anlagenbau GmbH社は完結型の洗浄装置の
設置を担い、オステルブルケン市のAZO GmbH & Co. KG 社は
材料取扱い及び自動ロジスティクス工程を手掛けます。将来
ドイツの通称イエローバッグ (黄色い袋)等の欧州内の回収シ 

ステムに集められる消費材の廃材および産業廃棄物が、こうして上流工程
へ再循環されます。包装、自動車、建設、電気・電子産業における高度な用
途を満足できるPE及びPP材が、必要に応じてフィラーや補強材、添加剤、着
色剤を取り込んで製造されます。 

クラウスマフェイ・ベルストルフの連続処理方式は2式のZE ウルトラトルク 

(UT) シリーズの二軸押出機から構成されます。仕分け、洗浄、及び、乾燥され

た粉砕材が計量されながら最初の押出機に投入されて溶融及び均質化され

ます。溶融材はそれから連続稼働する幾つもの微細フィルターとギアポンプを

介して二番目の押出機に転送されます。 

高品質配合材を保証する費用対効果の優れたプロセス 

 

クラウスマフェイ・ベルストルフ社が欧州最大の再
生コンパウンド工場に納入 

現在オランダのシッタード・ゲリーン市のケミパーク・ケメロット工業団地で建設中の年間10万トンの能力
を持つ欧州最大のポリオレフィン処理工場にハノーバー市に所在するクラウスマフェイ・ベルストルフ社 

(KMB) は年末までに同一の押出ラインを2ライン納入します。顧客のQCP社 (Quality Circular 

Polymers) は設立間もない会社であるものの、目標は高度な用途に使われるプレミアム品質の再生材の
最大のサプライヤになる事です。これを達成するために機械エンジニアリング会社であるKMBは消費済
み廃材をプレミアム品質材に直接変える世界に一つしか存在しない連続工程を導入します。 

著者：アンドレアス・ヴェスラー  写真：QCP社 

二番目の押出機が添加剤、フィ
ラー、その他材料を取り込みま
す。 
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連絡先： 

 
二軸押出機部門長 
ラルフ・J・ダール 

ralf.dahl@kraussmaffei.com 

能力 

100 年 

→更に詳細な情報： 
www.qcpolymers.com 

ここで要求される添加剤やフィラー等が全て取り込まれてから最終

製品である再生材がペレタイザー装置により製造されます。  

この装置の主な特徴の一つとして最初の押出機のウルトラガイド機構が挙げら

れます。この機構は掃除や再編成の際にスクリュー及び駆動部を自動的に後退

させます。そのため連続工程の溶融ラインと第二押出機が稼働している最中にダ

ウンストリーム機器を移動させる手間が省かれ、全行程の費用対効果が大きく改

善されます。 

本年末には二つの完全に同一の連続処理ラインが設置され、欧州最大

のポリオレフィン処理工場の運転が開始します。 

QCP社の生産建屋 

創立されて間もないQCP社はオランダ、シッタード・ゲリーン市のケミパーク・ケメロット工業団地内に欧州最大のポリオレフィン処理工場を建設しています。 

千トン/ 
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イヤ産業は新しい機械を少しでも
早く立ち上げたがっています。クラ
ウスマフェイ・ベルストルフ社は顧
客の増大し続ける納入容量及び納
期に対する要求に対応しました。
生産能力を拡大し、生産時間を短 

縮させるために同社はマルチプレックス押出

装置の据付方法を完全に見直しました。 

これらの装置はタイヤ産業で様々なタイヤ部品、

例えば、乗用車用多層ランニングストリップ等を

複数のゴム材で生産のために使用されています。

そしてこれらの装置では単一の押出ヘッドに最

大6台の押出機を接続できます。モジュール式に

設計されているので作りたいプロファイルに応じ

て装置を容易に編成できます。マルチプレックス

設備は高性能な装置です。一時間当たりに最大

1万キログラムのゴムを吐出し、これは一日当た 

り約3万本の乗用車用ランニングストリップに

相当します。 

見直しによる生産時間短縮 

成長する需要に対応するためにクラウスマフェ

イ・ベルストルフ社は製造容量を拡大する必要が

ありました。そして同社は「どの様に？」との質問

に対して画期的な答えで臨みました。 

組立て作業のボトルネック 

組立て作業のボトルネックとなっていた部分を根こ

そぎ変更する必要がありました。これを達成するた

めに経験豊富な従業員や外部の専門家から構成

されたチームが、現場の製造及び組立て工程の改

善ポテンシャルを見つけ出して素早く行動をとりま

した。 

マルチプレックス設備の据付を促進する最先端の方式 

組立て能力を拡張 

タイヤ産業における押出ラインの需要が高まっています。それに対応してクラウスマフェイ・ベルストルフ社
では完結型マルチプレックス装置 (Multiplex 型多層装置) の設置能力を拡張しています。しかし従来のや
り方で既設の設備を増加させるのではなく、クラウスマフェイ・ベルストルフでは製造ラインを総括的に見
直しました。 

著者：ヨアキム・ヴェバー、アンドレアス・ヴェスラー  写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ 

ブランド ＆ 市場 

タ
 



Throughputs of up to 

10,000 
kilograms of r ubber 

per hour 

「品質、納期厳守、柔軟性、及び、吐出量

の更なる向上を明確な目標と捉え、徹底し

た効率追求により生産工程を見直すことに

焦点を絞りました」と、クラウスマフェイ・ベ

ルストルフ社生産部門長のバスチアン ・

サッカー氏は説明します。「工程を改善し

た事により生産能力を拡大できました。こ

れらの変更により多くの機械や装置を同時

に製作できる様になりました。」  

マルチプレックス装置及び同モジュールは、これ

までは注文毎に個別に組み立てられていました。

モジュール毎に組立工程を一定の法則に従って

細分化した事により、事前組立て及び最終組み

立て双方の段階において各製作チームを個別サ

ブプロセスに特化させる事に成功しました。この

変更は数量面で顕著な効果を発揮しました。更に、

この再編成の一環として社内のロジスティクス、

組立管理、及び、人体工学も検証、改善しました。

これらの対策は生産時間の短縮と品質の向上に

も寄与すると共に全体的な組立て能力を大幅に

増加させました。 

社内インフラの改善 

この再編作業は、例えば、組立作業に必要な油

圧装置や熱勘定設備、作業員が使う搬送機器、

組立装置、工具等へのかなりの投資も伴いまし

た。更に、工場のインフラそのものも床から棚、

クレーンに至るまで慎重に見直され、改善されま

した。個別の作業場の通路や標識を分かりやす

くし、工場内を通るモジュールや製品の流れ具

合を改善しました。その結果、既設の組立現場

を以前よりも効率的に使用できる様になりました。

同時に組立て順序の透明性も向上しました。 

生産量への顕著な効果 

最終組立て工程では複

数のメルチプレックスを

組立てる事が可 

能です。 

効率的な組立て現場 

マルチプレックス設備の鋼鉄架台への組み込みを待つ4式のGE型ゴム押出機 

連絡先： 

生産部門長 
バスチアン・サッカー 

bastian.sacher@kraussmaffei.com 

従業員の高い使命感 

今回の工場内の再編にはもう一つの重要な側

面がありました：「従業員が早期の段階から参加

する事に特に重点を置きました。彼らは計画段

階、そして特に実施段階では自発的且つ活発に

取り組みました。その結果、弊社の従業員達は

変更内容を自分の事の様に感じ、工程や品質に

対して責任感が更に増しました。」と、サッカー氏

は言います。「私はチームの使命感と短時間で

共に達成できた規模に感動したとしか言い様が

ありません。再編を実施している間の摩擦を最

小化し、既に進行中であった顧客注文への悪影

響を防ぐために全ての従業員が個人的な使命

感を持って取り組んでくれました。」 
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連絡先： 

製品管理部門長 
ピーター・オズワルド 

peter.oswald@kraussmaffei.com 

勝利のためのペレタイジング装置 

高まる硬質PVCへの関心 
クラウスマフェイ・ベルストルフ社はアジア及びインドでの塩素化PVC 

[C-PVC] ペレタイジング市場の成長を見込んでいます 

著者：ヨアキム・ヴェバー、アン・マリー・パブスト  写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ 

の様な硬質PVCは建設産業で使わ
れる場合が圧倒的に多く、特に温
水・冷水用パイプを繋げる継手に良
く使われています。「我々は多岐に
渡る成分のプロセスエンジニアリン
グに関する総合的な専門知識を顧 

客に提供できるのでカスタム化された一貫式硬

質PVCペレタイジングラインのサプライヤとして

多大な競争力を授かっています。」と、ミュンヘン

に所在するクラウスマフェイ・ベルストルフ社営業

部長、アンドレアス・ケスラー氏は興奮気味に語

ります。 

C-PVCペレタイザー 

クラウスマフェイ・ベル

ストルフ社の 

ペレタイザー・ヘッド 

C-PVC処理のための開発努力 

クラウスマフェイ・ベルストルフ社はつい最近C-

PVC配合処理の機械技術を更に発展、改良させ

ました。「弊社の二軸押出機は処理部を個別製

品要求にピッタリ合わせているので非常に大き

な吐出量と完璧な製品品質を提供します」とケス

ラー氏は説明します。また、ユーザーであるペ

レットメーカーも操作が容易で掃除が素早く簡単

に行える上、ペレット同士がくっつきにくい、費用

対効果の優れた空冷式ペレタイザーのずば抜け

た特徴がもたらす恩恵を授かっています。 

また、着色用マスターバッチを伴うポリエチレン

処理用装置の需要も嬉しいことに高まっていま

す。 

20 AHEAD Issue 02.2015 Brand & Markets 

こ
 

mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com
mailto:peter.oswald@kraussmaffei.com


現在進行中のプロジェクト 
 

中近東で高まる大型パイプ技術の
需要 

年に入って中近東、アフリカ、
及び、南アジアでクラウスマ
フェイ・ベルストルフ社の大型
パイプ技術に特に関心が高ま
りました。これらの地域で今年
だけで幾つものラインが立ち上 

がりました。これらのラインは高圧水道用途の

大型ポリオレフィンパイプの生産に使われてい

ます。これらのパイプは軽量で設置が容易であ

る等の抜群の製品特性を持つ事からコンク

リートや金属製のパイプを益々代替する様に

なっています。 

「特に大型パイプ技術においては最適なパ

イプ品質を達成するためにラインを構成す

る各機器がライン要求に完璧に対応してい

る事が不可欠です」と、ミュンヘンに所在す

るクラウスマフェイ・ベルストルフ社営業部

長、アンドレアス・ケスラー氏は説明します。

「三つの主な要素がメーカーの購入判断に

影響を及ぼします。つまり、吐出量の大き

さ、肉厚公差の小ささ、及び、最良のサイ

ジングを可能にする精密な溶融温度制御

です。これらの要素が揃って初めて肉厚と

真円度に関する厳格な要求が確実に守れ

るのです。」と、ケスラー氏は続けます。  

直径φ800～φ2000㎜の大型パイプの需要が特に
大型水道プロジェクトが進行中の地域で高まってい

ます。 

著者：ヨアキム・ヴェバー、アン・マリー・パブスト  写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ 
 

連絡先： 
 

 
製品管理部門長 
ピーター・オズワルド 

peter.oswald@kraussmaffei.com 

LAR Y FOR 

厳しい品質要求を満たす 

大型パイプ技術 

クラウスマフェイ・ベルストルフ社
製単軸押出機 

クラウスマフェイ・ベルストルフ社の装置やライン

はこうした最先端の要求を満足します。これらの

装置やラインは、長年の豊富な実績に裏付けら

れた単軸押出機技術、スパイラル形芯金パイプ

ヘッド方式、及び、サイジング技術をこうした要求

事項を念頭に入れて組合せます。「更に、弊社の

大型パイプ製造ラインにはパイプを外部と内部の

双方から冷却して吐出量を最大60％も増加でき

る効率的な内部冷却方式 [IPC (Internal Pipe 

Cooling)：インターナルパイプクーリング] を装備

できます」とケスラー氏は強調します。 

設置された大型パイプの最適な圧力安定性と耐

久性を達成し、設置段階での長時間を要するパ

イプのローテーションを回避するには製造ミスを

無くし、ピッタリ嵌った状態で溶接しなければなら

ないため高品質パイプが不可欠です。 
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年サイドフィーダー付のZE 52 

ベーシック型を設置したばかり
のサンウェイ社は、現在では
ZE 25 UTXi ベーシック型ラボ
用押出機を1台、そして、ZE 52 

ベーシック型二軸押出機を3台 

運転しています。今年の春、同社はZE 52 

ベーシック型二軸押出機を更に2台発注しま

した。 

「ZE ベーシック型押出機のお蔭で弊社

の標準樹脂のコンパウンディングにおけ  

競合に苦悩する中国のコンパウンドメーカー 

ZEベーシック型を頼みとする
蘇州サンウェイ社 
上海の西約100キロ、人口130万人の蘇州最大の工業都市、蘇州に所在する中国のコンパウ
ンドメーカー、蘇州サンウェイ社は、従業員数220人、売上約1億3千万ユーロとかなりの規模
を誇る会社です。この長年に渡る顧客は会社の生産性、柔軟性、そして、イノベーション性を
高めるためにZEベーシック・シリーズの押出機に益々頼っています。 

著者：ヨアキム・ヴェバー、アンドレアス・ヴェスラー  写真：クラウスマフェイ・ベルストルフ 

連絡先： 

中国二軸押出機営業部長 
クラース・ウフォフ 

claas.uphoff@kraussmaffei.com 

る製品品質とプロセス安定性が向上しました。

これにより顧客の益々厳しくなる要求を満足

できます」と、蘇州サンウェイ社のレンジュン

部長は報告します。クラウスマフェイ・ベルス

トルフ社の販売・サービスマネージャーのマ

イケル・ホッフハス氏は更に次の様にこの傾

向を説明します：「中国のコンパウンドメー

カーの多くがこうした市場動向のプレッシャー

を感じて高度な技術に投資する事で競合に

遅れずに納期、価格、及び、品質要求をクリ

アしようとしています。」 

ZE ベーシック型二軸押出機 

高い製品品質及び 

プロセス安定性を達成 
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みんながウィンウィンな関係 

ネットスタール(Netstal) 事業部 と DaeSang 社が韓国でコラボ 

二つの強力な会社が力

を合わせるとウィンウィ

ンな結果に繋がるもの

です―顧客はどちらか 

片方の会社だけでは提供できない能力を享

受できます。韓国でネットスタール事業部と

DaeSang T&C 社が対等関係の信頼性の高

いパートナーシップを締結しました。その結

果顧客は双方の一番良いところ、欧州の技

術力と韓国企業のきめ細かい顧客対応力、

を授かります。 

常に顧客ニーズを第一に 

生産性プラスα： 
成功の方程式 
 

クラウスマフェイ・ベルストルフ社は
全ての用途を専用の機器やラインで
対応しますので貴社の生産性が向上
します。 

現在世界の樹脂処理市場で自社のカラーを主張するには最大限の柔軟

性と効率性が鍵です。 

生産されるのが精密部品か医療製品、又は、包装材、あるいは、自動車部品であるかによりメー

カーに求められる要求は異なります。成功への鍵は「生産性プラスα」です。 

競争力の向上 

P 

P 

KraussMaffei 

見本市カレンダー 2015年10月～2016年3月 

Fakuma、ドイツ、フリードリッヒシャフェン 13.10.2015–17.10.2015 KraussMaffei Group 

NEC複合材技術、英国、バーミングハム 

04.11.2015–05.11.2015 KraussMaffei 

Expo Plásticos、メキシコ、グァダラハラ 04.11.2015–06.11.2015 KraussMaffei, Netstal 

Rubber Tech、中国、上海 11.11.2015–13.11.2015 KraussMaffei Berstorff 

Putech Eurasia、トルコ、イスタンブール 12.11.2015–14.11.2015 KraussMaffei 

Plast Eurasia、トルコ、イスタンブール 03.12.2015–06.12.2015 KraussMaffei 

Interplastica、ロシア、モスクワ 26.01.2016–29.01.2016 KraussMaffei Group 

JEC World、フランス、パリ 08.03.2016–10.03.2016 KraussMaffei 
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www.kraussmaffeiberstorff.com 

新型スラッシュ (傾斜) 形4本ロール式
カレンダー 
ゴムシートの生産における 
前代未聞の精度 
新型の4本ロール式スラッシュ(傾斜)形カレンダーは、次の特徴により貴社のゴムシート 

生産の効率と連続性を大きく飛躍させます： 

 
–傾斜した (スラッシュ) デザインが好ましくない応力の発生を防ぐ 

–極めて精密で素早いロールの位置調節により材料の消費量を節約 

–最高のロール運転精度 

 
どんな用途にも対応する究極の精度と妥協なき効率性の追求 ―  

それがこの新型4本ロール式スラッシュ・カレンダーです！ 
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