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効率におけるプラス T3-507510 fix

高い生産性を提供するLehmannターンテーブルT3-507510.LR fix。3スピ
ンドルでは3つのコンポーネントを5軸で完全加工することができます。画
像：pL LEHMANN

pL LEHMANN CNCターンテーブルは経済的な完全加工を確保し
ます

写真ではタイプT3-510520.LL fixの類似テーブル が示されています。

ドイツ製の高品質ドアフィッティング – 性的および経済的
要因に考慮した最適化された機械加工を必要とします。WSS 
Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KGは、pL 
LEHMANNのCNCターンテーブル追加装備のアップグレードし
たDMG Moriのコンパクト マシニングセンタを使用することに
決定しました。これにより、最小スペースで効率的に異なる帯
域の完全加工を可能にします。

ハイリゲンハウス市の企業 Wilh. Schlechtendahl & Söhne 
GmbH & Co. KG (略称 WSS)は、国際鉄鋼、アルミニウム、ガ
ラス構造用のフィッティングおよび錠前の生産と開発をしてい
ます。 高品質と革新に加えて効率的な生産は、経済的な成功の
ためのもう一つの柱です。そのためには、運営マネージャーの
Lars Sternberg氏にとって、それぞれのコンポーネントが生産

リーン生産 – お客様をサポート致します。

スイス製ターンテーブル技術
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高いプロセス安全性が得られます。私たちのスペースは限られ
ているため、コンパクトなソルーションでの加工を探していま
したが、そこでDMG MORIのMilltap 700と出会いました」

最小スペースでの完全加工

これは、簡単な3軸部のドアフィッティングではなく、非常
に複雑な形状において1つまたは2つの追加軸が必要となる完全
加工のことです。Marcus Klett氏のチームで重要なことは、そ
れぞれのパーツを何度も手に取るのではなく、1つのクランプで
可能な限り多くの操作を行うこと」です。その効果を高めるた
めに、数年前からいくつかのマシニングセンタに追加のターン
テーブルを装備しています。

1995年に最初の軸をハイリゲンハウスのWSSに提供した
スイス(Bärau)のpL LEHMANN社は贔屓のメーカーです。WSS
の加工チームはここでも同意しています：「私たちはこれま
で、Lehmannの軸を使用して良い経験しかしていません。そ
れらは、諺にも使われるスイスの時計のように信頼性が高く、
また、高速でコンパクト設計、並びに高い保持力を備えていま
す。私たちにとって理想的であり、Milltapマシンに関して深く
考える必要がありませんでした」

WSSは最初のMilltap 700に、rotoFIX装着EA510.Lタイプの
追加Lehmann軸を装備しました。これは、クランプカウンター
ベアリングと3面加工のために12パートまでが平行にクランプ
することができる長いブリッジを有しています。非常に効率的
なソリューションは、タッピングセンタの長さ700 mmのX経路
を十分に活用することです。

しかし、すべてのコンポーネントをこのマシン上のクラン
プで加工することはできません。ドアヒンジの複雑な要素には
5軸加工が必要です。そのためにWSSは、2015年に手がけた第
2のMilltap 700に2軸のpL LEHMANN CNCターンテーブルT3-
507510.LR fixを補足しました。 

されるための 最適な生産設備が提供されていることが重要で
す： 「弊社のよく訓練された従業員が皆それぞれの可能性を広
げ、ドイツの所在地で経済的に生産することができます」

しかし、これはまた、マシンが断続的に技術水準に適合し
なければならないことを意味します。WSS は最後の3年間に2
台の最新コンパクト マシニングセンタDMG MORI Milltap 700に
費やしました。これは、タッピングセンタと呼ばれている3軸ド
リル/フライス盤で非常にダイナミックなスピンドル (回転数は
10,000 min–1まで)、急速で60 m/min、軸加速度が10、10およ
び 18 m/s² 、BT30 ツールホルダーと15 シートのツールチェン
ジャーを装備しています。

Wilh. Schlechtendahl & Söhneの製品範囲には、この3Dヒンジのようなドア
フィッティングが含まれています。

WSSから2013年に購入した最初のDMG MORI Milltap 700には、12コンポ
ーネントまでの並列クランプを可能にする1軸のpL LEHMANN CNCターン
テーブルEA510.LとrotoFIXが取り付けられています。それらは、3面で加工
します。

成功した組み合わせの3+2軸：pL LEHMANNターンテーブルが設置された
DMG MORI Milltap 700はWSSにおいて大幅な効率増加と高精度を提供しま
す。

「私たちは2013年に最初のMilltap 700を手がけました」
と、機械加工チームのスポークスマンであるMarcus Klett氏が
報告しています。このチームにはCNCプログラマーで機器設
計者のMonrem Orahhou氏、Herbert Janßen氏およびClaudius 
Jainta氏が属しています。彼らの仕事分野には、ドア用フィッ
ティングパーツのマシニング、両方のMilltapマシン上のヒンジ
も含まれています。最大100 mmのエッジ長が付いた立方コン
ポーネントは、主にアルミニウム製ですが、鋼やステンレス鋼
製もあります。それらは、フライス加工や掘削がなされ、ねじ
山が設けられます。Marcus Klett氏は次のように説明していま
す：「これには高出力は特に必要なく、スピード、精度および
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エンジニアリングも用意しています。「プロセスを最適化する
ためには、アルミニウムまたはステンレス鋼が機械加工される
のかどうか、6穴または38が生成されるのかどうか、これが中
央または偏心であるかどうかなどに注意する必要があります」
Lehmannターンテーブルはモジュール式であるため、必要な
保持トルクを用い、それぞれの用途に合ったものを探し出しま
す。

さらに、IVO OesterleはPLCおよびパラメータ化によって特
定のプロセスを最適化し、例えば、加速傾斜や減速傾斜を急勾
配または平坦に調整することを可能にします。また、自動化ソ
リューションのためにも準備ができています。Markus Oesterle
氏は顧客に対して常に見通しを持っています：「WSSで取り付
けられたMilltap / Lehmannソリューションは自動化にすること
が可能です。ロボットは装備を引き継ぐことができ 、追加のク
ランプで裏面加工も自動的に処理します」

3スピンドルに5軸方式

クランプカウンターベアリングが装備されているこの旋回
テーブルの特別なことは3加工スピンドルです。これらは、3つ
の異なるコンポーネントを同時にクランプし、5軸で処理するこ
とを可能にします。スピンドル数は、Marcus Klett氏が説明す
るように処理するコンポーネントの大きさに基づいてます：「5
面加工の場合は、一定の距離を維持する必要があります。私た
ちにとっては、3スピンドルで選択したソルーションが最適で
す。なぜなら、それにより2フレームヒンジとウィングヒンジか
らなるコンポーネントファミリーをクランプすることができる
からです」T3-507510.LR fixは、ツールの長さが短い場合やク
ランプされた加工物が短い場合でも可能にします。これは、低
振動のクランプと高精度の加工を実現させ、それによりWSSの
高い要求を満たします。

DMG MORIはpL LEHMANN製品をカタログでオプションと
して 提供しているため、マシンとターンテーブルが完全に事
前取り付けされて供給されました。WSSはクランプ装置のた
めに、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んでいる 
IVO Oesterle NC-CNC Technik Vertriebs GmbHと取り組みま
した。CEOのMarkus Oesterle氏は次のように述べています：
「WSSは、ゼロ点クランプシステム装備の3スピンドルを弊社
に要望してきました。私たちは正確な設計をした後にそれを喜
んで引き受けました」

彼は、pL LEHMANN NCターンテーブルはスピンドルノーズ
に円筒状のセンタリングリングか短いテーパーのいずれかを有
していることも指摘しています。それにより、高い剛性を確保
しながら加工物をスピンドルノーズに近接させて配置すること
ができます。さらに、IVO Oesterleはクランプオプションを数
多く提供しています – CNCターンテーブルと組み合わせること
ができる機械式、空気圧または油圧方式 (クランプシリンダーや
回転ユニオン対応)。

特定用途の最適化

「最適化された機械加工を達成するには、ユーザー、機械
メーカーおよび弊社がお互いに緊密に協力することが重要で
す」とMarkus Oesterle氏は主張しています。「ターンテーブ
ルやクランプ装置を選択する場合、私たちは弊社のノウハウ
を喜んで提供します」スタッフはさらなるアプリケーション

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。センター外でも大型ツールや高送りで高精度に作
業することができます。

5軸完全加工：WSSはこれらのドアフィッティングをpL LEHMANNターンテ
ーブルT3-507510.LR fix装備DMG MORI Milltap 700上のクランプでフライ
ス加工、掘削およびねじ切りします。

信頼性と高い生産性

これは未来のビジョンです。まず、Marcus Klett氏とチーム
はpL LEHMANNターンテーブル装備の両方のMilltapマシンの現
状に高い評価をしています。4軸または5軸の完全加工による速
度と精度は、以前のソリューションに比べて生産性が大幅に増
加しています。チームのスポークスマンは次のように付け加え
ます：「さらに、ゼロ点クランプシステム並びにそれによって
結びついている再現性と短いセットアップ時間により、正確に
強化されます。これらは、さらなる投資をするためのメリット
です」 

チームのスポークスマンはさらに詳しく説明します：「T3-
507510.LR fixの3クランプネストへの油圧式回転ユニオンは非
常によく作動しています。クランプは完璧に動作し、これまで
のところリークはまったく発生していません」 Markus Oesterle
氏が述べたように、ターンテーブルは基本的にメンテナンスフ
リーですが、もし何か問題がある場合は、関連会社またはpL 
LEHMANNサービスが処理します：「私たちは、メンテナンス
フリーにもかかわらず、常に実際の生産状況を調べ、例えば、
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特に機械加工の場合に発生する研削屑等による考えられる問題
を軽減するためにエンドユーザーに直接連絡しています」

VO Oesterleは、pL LEHMANNのいわゆるVARに属していま
す。世界中にあるこの付加価値再販業者 (VAR)はタスク持ち、
また新製品やスペアパーツパッケージの在庫も持ち、市場主導
型コストで迅速に顧客に対応できる訓練を受けたサービス技術
者を有しています。「メンテナンス担当者が弊社の顧客にトレ
ーニングすることもでき、それによって顧客自身が簡単な修理
をすることができ、あるいは電話で目的に沿った解決策を得る
ことができます」とMarkus Oesterle氏は述べています。「私た
ちとpL LEHMANNは、最終的に弊社のソリューションで顧客を
長期的に成功させることを望んでいます」

ハイリンゲンハウスの錠前とフィッティング

Wilh. Schlechtendahl & Söhne Gmbh & Co. KG (WSS) は
約300名の従業員を持つ錠前とフィッティング業界の企業
です。主に商業ビルのドア、窓およびファサード要素の安
全な閉鎖、取付けおよび操作用の製品の開発、販売並びに
開発をしています。WSSは高品質の生産プログラムに加え
て、市場性のあるすべての製品の包括的な商業範囲を提供
しています。

3+2軸対完全5軸テクノロジー

2軸ターンテーブル装備の垂直3軸センタは、最新の完
全5軸BAZ比べて多くの場合投資が少なくて済みます。それ
に加え、垂直3軸センタのソルーションは基本的なメリッ
トを提供します。例：完全5軸マシニングでは4軸と5軸が
ほとんどテーブル内にあり、 テーブルにより干渉エッジが
高くなります。これには、加工物のためにデバイスを高く
するか、または少なくとも長いツールが必要になります。
どちらの方法においても、コストがかかり、振動を引き起
こして最終的には機械の精度と機能が低下します。ワーク
ピースがターンテーブルでクランプされた場合、干渉エッ
ジが明らかに低くなるため、短い低振動ツールを使用する
ことができます。5軸センタは単一のコンポーネントのみ
クランプすることができ、WSSで装備されたLehmann T3-
507510.LR fix は3スピンドルを有し、これによって3コン
ポーネントのスペースがあります。3+2軸のその他の実質

的な利点は、移動する量を認識することができま
す。5軸マシニングはテーブル全

体が加工物と共に加速/減速し
ますが、取り付けられた1軸ま
たは2軸システムの場合では、
回 転 軸 と 加 工 物 の み が 動 き ま
す。つまり物が少なくて済みま
す。また、消費電力はそれによっ
て低減されます。


