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再チャッキングの節約 –  
精度と効率の向上

EA-520

あらゆる状況での最大安定性：駆動側とテーブルのカウンターベアリングが
同時にクランプされます。そのため、精度を損なうことなく、センター外で
も大型ツールや高送りで作業することができます。
画像：pL LEHMANN

マザックのマシニングセンタと空圧機器メーカーのpL  
LEHMANNターンテーブルの組み合わせで生産時間が30パーセ
ント短縮

pL LEHMANNのEA-520ターンテーブル

SMC Pneumatik GmbH社は、マザック VC 530C 3軸マシニ
ングセンタとスイスのメーカーpL LEHMANNのCNCターンテー
ブル EA 520を組み合わせることによって、大幅な効率と精度の
向上を達成しました。カスタマイズされた電気および空圧自動
化ソリューションのスペシャリストにより、８つの加工物を同
時に最大２つのクランプで仕上げます。

エーゲルスバッハのSMC Pneumatik GmbH社は、日本の
SMCグループに属し、電気および空圧自動化ソリューションの
開発、製造およびサプライヤーです。日本からのSMC製品の販
売に加えて、ドイツの顧客のための特別なソリューションの開
発と生産がSMCドイツには重要なキーポイントです。主に、自
動車、エレクトロニクス、食品、包装、生命科学および工作機
械業界に供給される取付け済みの小さな自動化システムです。

リーン生産 – お客様をサポート致します。
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SMC シリンダー範囲の小さな選択  
画像：SMC

「3+1」ソルーションは他の点でもメリットがあります。一
般的に4軸マシニングはより多くのスペースと電力を必要としま
す。2階または高層階に機械を設置したい企業の場合には、3+1
ソルーションの重量に関するメリットも重要な役割を果たして
います。

DMGマシニングにpL LEHMANNテーブルをすでに追加装備
しているIVO Oesterle NC-CNC Technik Vertriebs GmbH社との
特定要件の集中分析後にpL LEHMANNのターンテーブル EA 520
が選択されました。IVO Oesterle社は、スイスのターンテーブ
ルプロバイダー pL LEHMANN社のドイツのパートナーとして20
年以上にわたって営み、サービスも受け持っています。

高い期待を超える

2015年夏の終わりにSMC社で新しい機械が操作された後、
マザック/pL LEHMANN社の組み合わせが正しい決定であったこ
とがすぐに明らかになりました。Marius Pulter氏の評価による
と、「私たちは、新しいソリューションから大きな改善を期待
していましたが、それは私たちの期待以上のものでした」。生
産時間は30パーセント以上短縮しました。「多くの部材をクラ
ンプすることができ、より正確に作業することができます。必
要な保持力もあり、振動はありません。私たちは大変満足して
います」プロダクションマネージャーはこのようにまとめてい
ます。 

これは、マザック社、pL LEHMANN社、Oesterle社、SMC
社並びにクランプシステムメーカーによる共同努力の結果で
す。ターンテーブルドライブとカウンターベアリング間にSMC
社が独自開発したブリッジがあり、これは対応するクランプシ
ステムと8個までの加工物を同時に受け入れることができ、加工
物を変えずに連続して処理します。これは、とてつもない処理
効率を発揮します。また、許容範囲内のIT6とIT7で必要な精度
が難なく達成されます。

典型的なロットサイズは1～20の間です - 小型のシリーズでも高
くすることができます。

南ヘッセンの会社の加工では、駆動やバルブ端子等の自動
化技術のためのさまざまなコンポーネントがアルミニウム、鋼
およびステンレス鋼で形成されています。増加する製品範囲は
許容範囲の需要も増加させました。SMC Pneumatikは3軸マシ
ニングでの加工物の繰り返される再チャッキングでは必要な精
度に達成することができないという問題に直面しました。ま
た、コスト面でのプレッシャーが増 大しました。これらは、経
済的に容認できる投資コストで高精度かつ短い処理時間で達成
されました。

追加４軸でのポジティブは経験

どのような解決策であったのか、プロダクションマネージ
ャーのMarius Pulter氏とSMCの加工主任のMarkus Prokopp氏は
すぐに理解できました。なぜなら、2012年にはDMGの3軸マシ
ニングがpL LEHMANNのターンテーブルによって4軸に付け加
えられていたからです。Pulter氏は「これによって、高精度を
達成し、素晴らしい経験をしました」と述べています。これに
より、加工物毎に一度のみの再チャッキングで済むため、必要
なセットアップ時間を減少させました。

責任者は工場ですでに追加のターンテーブルが装備されて
いる新しいマザック3軸マシニングを2台購入することを決定し
ました。pL LEHMANNのテーブルとは最初から良い経験があっ
たため、Markus Prokopp氏は「4軸のメーカーはすぐに決まり
ました」と述べています。このソルーションのための投資コス
トを押さえることができました：「同じ性能を持つ4軸マシニン
グは少なくとも20～25％は高価であったででしょう」とMarius 
Pulter氏は語っています。

成功した組み合わせの3+1軸: pL LEHMANNターンテーブルが設置されたマ
ザックマシニングセンタはSMCにおいて大幅な効率増加と高精度を提供し
ます。画像：pL LEHMANN

マルチクランプ：ターンテーブルとカウンターベアリングの間にあるSMC
によって取り付けられたブリッジは、受け入れに応じて逆位置の8つまでの
加工物を同時にクランプさせます。

ターンテーブル EA520は空圧と水圧で2,000 Nmの強力な
クランプを実現させています。安定性のための重要な要因は、
駆動側テーブルとカウンターベアリングが同時にクランプされ
ることです。これにより、Markus Prokopp氏が確認しているよ
うに、ブリッジのすべての点で高剛性が達成されます： 「例え
ば、スピンドルクランプを与えることなく、センター外でも大
型ドリルや高送りで作業することができます」
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す。Markus Prokopp氏は満足して確認しました：「私たちもそ
のようにしただけです」

ユーザにとって重要な点は、できるだけ高い生産設備の可
用性です。このために、pL LEHMANN社はターンテーブルに
さまざまな状態のデータおよび周囲条件を検出する広範囲のセ
ンサーを設置しました。障害がある場合は、その原因がどこ
にあるか、どのようにして解決するかなどを簡単な例でユーザ
ーに表示します。障害が複雑である場合、USBインタフェース
を介して読み出したデータをIVO Oesterle社のカスタマーサー
ビス専門家にリモート診断してもらうことが可能です。「その
ため、多くの時間を費やしたり、コストのかかるサービスを必
要とせずに、電話で特定の問題を迅速に解決することができま
す」とOesterle氏は強調しています。SMCはこれらの点でまだ
恩恵を受けることができませんでした。プロダクションマネー
ジャーのMarius Pulter氏はターンテーブルについて語っていま
す：「それらは、以前のフォルクスワーゲンのビートルのよう
なものです：安定性があり、作動し、停止することなくまた作
動します...」

高圧冷却潤滑でも問題はありません

SMCは、小さな深い穴を開けるためにもマザックのマシ
ニングセンタとEA520を使用しています。マシニング主任の
Prokopp氏は次のように述べています：「私たちのマザック製
マシンは、40バールの圧力まで生成する強力なクーラントポン
プを有しています。pL LEHMANN社のターンテーブル EA 520
は保護等級IP67を満たしているため、以前に実現不可能であっ
た加工物を処理するためにこの機能を十分に利用することがで
きます」

すべてのこれらのメリットは、マシニングセンタの能力が
制限されることなく、SMCで実現しました。EA520のデザイン
と使用されるスペースが比較的小さいため、マシニングセンタ
からの可能な経路がX軸で完全に活用することができます。

EA520のその他の重要なデータ：57kgの自重ではスピンド
ル負荷はカウンターベアリングなしで最大400kg、カウンター
ベアリング付きでは最大800kgです。スピンドルの保持モーメ
ントは2,000Nmで傾斜モーメントは3,900Nmです。最大供給モ
ーメントは440Nmで最大スピンドル速度は50rpmです。

バルブ端子 (左) とシリンダーハウジングは、SMCドイツがLehmann社のタ
ーンテーブルをマザックマシニングセンタに配置することにより高効率およ
び高精度を実現させたコンポーネントの一部です。

マザック社/pL LEHMANN社の組み合わせが最初から問題
なく作動したのは、IVO Oesterle NC-CNC Technik Vertriebs 
GmbH社によることも関係しています。事前に適用されている
ため、SMCでの要件に最も適したテーブルを検索し、必要に応
じて個別化します。CEOのMarkus Oesterle氏は次のように述べ
ています。「特定の重要データには注意する必要があります。
私たちの課題は、クランプ装置と加工物を事前に分析し、今後
追加されるかもしれないものにも考慮します」 例えば次のよう
なが質問が含まれています： 装置は集中または偏心で構築しま
すか？どのウェイトを移動すべきですか？どのサイクル時間を
厳守すべきですか？加工物に必要な精度はどの程度ですか？

統合されたセンサーはメンテナンスを簡素化します

適切なテーブルが定義されている場合、Oesterle社はpL 
LEHMANN社の専門家と共に必要に応じてアプリケーションエ
ンジニアリングを開始し、この枠内で例えばモーターのセッ
トアップを特定のウエイトやサイクル時間に適合することがで
きます。「これらすべては機械サプライヤーと事前に行われま
す。マシンとテーブルが一緒に配送されたら、顧客はキーを
回して開始するだけです」とMarkus Oesterle氏は述べていま



連絡先： Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau (スイス)
電話 +41 (0)34 409 66 66
ファクス +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13–15
D-63329 Egelsbach (ドイツ)
電話 +49 (0)6103 40 20
ファクス +49 (0)6103 40 21 39
info@smc.de
www.smc.de

k+k-PR GmbH
Von-Rad-Str. 5 f
D-86157 Augsburg (ドイツ)
電話 +49 (0) 821 / 52 46 93
ファクス +49 (0) 821 / 22 93 96 92
info@kk-pr.de
www.kk-pr.de

IVO OESTERLE NC-CNC  
Technik Vertriebs GmbH
An der Alten Ziegelei 14
D-89269 Vöhringen / Iller (ドイツ)
電話 +49 (0) 7306 9637 0
ファクス +49 (0) 7306 9637 29
info@ivo-oesterle.de
www.ivo-oesterle.de
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エーゲルスバッハの特別なソリューション

34％の市場シェアを持つSMCグループは、東京に本社
を置く電気および空圧自動化ソリューションの世界的大手
プロバイダーです。ドイツでは、エーゲルスバッハのSMC 
Pneumatik GmbH社で約700名の従業員がSMC製品の販売
の他に特別なソリューションの開発と生産に従事していま
す。特別な製品に加えて、SMCプログラムは約12,000の
基本モデルに遡り700,000のさまざまなバージョンを含ん
でいます。これは、電気駆動と空圧駆動、バルブとバルブ
端子、 空調、冷却装置と温度制御装置、イオナイザ、プロ
セスポンプ、 計装、 ネジ接続および管類です。ドイツで
は、1億ユーロを超える総売上高の約35％は特別なソリュー
ションによるものです。世界的には、SMCは約18,000名の
従業員で約36億ユーロの売上高を上げています。

3+1軸ソリューションの主な利点

ターンテーブルが設置された垂直の3軸センタは多くの
場合、4軸マシニングセンタに有利な代替をします。これら
は、調達コスト、アクセシビリティ、スペース要件、消費
電力、さらに多くのことに関して納得させてくれます。こ
れには大きな理由があります。このような3+1軸ソリュー
ションは、とりわけ複数の部材/複数の面の加工をさらに容
易にすることを実現させました。旋回や回転構造のテーブ
ルが常により大きな衝突のリスクをもたらす4軸マシニング
に対してクランプタワーまたはクランプはブリッジを追加
軸に組み込むことができます。3+1軸ソリューションは動
いている物に対しても明白な利点があります：4軸マシニン
グはテーブル全体が装置と加工物と共に加速し減速します
が、3+1軸ソリューションは取り付けられた回転軸のみが
装置と加工物と共に動きます。つまり物が少なくて済みま
す。また、取付けられた軸は、取り外しが可能である基本
的な利点を持っています。3軸加工が多い場合、大きくて
かさばる加工物のための機械スペースを作ることが可能で
す。


