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カウンターベアリング装着のpL LEHMANN CNCターンテーブルは、3軸
BLOHMのプロファイル研削盤 PROFIMAT MTを洗練されたねじ転造ダイス 
の加工に理想的な4軸研削センターにします。 画像：Blohm Jung

おCNCターンテーブル装備プロファイル研削盤は高精度ねじ転
造ダイスを生成します

特に大型シリーズでは、生産装置が適切であることが重要
です。圧延ねじのために、ねじ転造ダイスを正確に製造する必
要があります。この目的を達成するために、台湾のツールメー
カーのJieng beeing氏（JP金属グループ）は、BLOHMのプロ
ファイル研削盤 PROFIMAT  MT に投資し、これにpL LEHMANN
のCNCターンテーブルを追加装備しました。BLOHMによって
特別に開発されたソフトウェアソリューションと組み合わせる
ことで、JPは複雑なスレッドのための成形ツールを経済的かつ
正確に生成することができます。

ねじは、2つの異なる方法で生産することができます。スレ
ッドは回転や渦動によって機械加工されるか、あるいは冷間成
形されます。例えば、ねじブランクが2つのねじ転造ダイス間を
転がるねじ転造は後者の方法です。ねじ材料は圧力で所望の最

pL LEHMANNはCNCターンテーブルをさらに開発しています：最新世代
は、プレストレスによる遊びのないトランスミッションが特徴の500シリー
ズの3エディションです。
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追加装置による高生産性

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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終状態に変形し、さらに強化されます。そのようにして、特に
自動車産業や航空宇宙の顧客に高く評価する、より高品質のね
じが生成されます。

仕上がったねじが最高基準を満たすために、ねじ転造ダイ
スは精密かつ高品質で製造されている必要があります。このよ
うなねじ転造ダイスで世界的に最も成功したメーカーの一つ
は、台南 (台湾) に本社があるJP Jieng Beeing Enterprise Co. 
Ltd.です。洗練されたローリングツールを製造するための特別
な生産プロファイル研削盤を探していた技術管理部門ヘッドチ
ーフのPoyuan Chen氏は、ハンブルクのBlohm Jung GmbHが提
供しているPROFIMAT MTに出会いました。個体鋳床とプレスト
レスのローラーガイドはすべての機械軸でシステムの高剛性を
確保します。高品質の加工結果において、機械はその高い駆動
力で高効率を確保することができます。

MAThread®ねじの製造用の上下ねじ転造ダイス。

JPの最終顧客であるPoyuan Chen氏 (BLOHMのTorsten Schulzの左) は確信
しています：「新しいPROFIMAT MTは、ねじ転造ダイスの製造において生
産性を向上させています」

BLOHM PROFIMAT MTは、プロファイル研削用の高品質研削技術を提供し
ています。

精密仕上げ

研削ディスクの仕上げのために、JPオーダーのPROFIMAT 
MTを様々な方法で装備することができます。第一の可能性は、
多くの場合に小さなスレッドまたは小さなロットサイズで使用
される硬化鋼製の仕上げローラーです。BLOHMのアジア地域
セールスマネージャーのTorsten Schulz氏は、顧客のJPでのこ
の方法は他の機械においても一般的であることを指摘していま
す。企業が新しいPROFIMAT MTで新境地を踏むことは彼にと
って喜ばしいことです： 「JPは最初に、当社の機械でも同様に
可能である精密なプロファイルローラーでの仕上げを決定しま
した」

研削ディスクが圧力による粉砕で所望の形状にされている
間、プロファイルローラーは所望のプロファイルをディスクに
カットします。後者は、プロファイルローラーの製造プロセス
により、大きなスレッドのみ可能ですが、速度は速いです。鋼
のローラーと比較すると、プロファイルローラーは仕上げ過程
の回数が明らかに高く、実質的に高効率化されます。仕上げロ
ーラーの価格は明らかに高くなりますがその価値はあります。

加工物を高精度に配置するCNC回転軸

信頼性のあるプロセスでねじ生産を確保するために、入口
および出口勾配および/または範囲に多くの転造ダイスがあり、
成形ツールへのねじブランク挿入を容易にし、損傷を防ぎま
す。出口勾配は、成形工程後のねじの急激な圧力低下を防ぎ、
高品質を維持します。

加工物にこれらの勾配を持ち込むために、機械のテーブル
に設置された追加の制御回転軸を提供しています。BLOHMは
このような要求のために、PROFIMAT MTにスイスメーカーpL 
LEHMANNのCNC回転軸を装備しています。Torsten Schulz氏
は述べています：「それにより、ねじ転造ダイスの入口と出口
から形成するエリアへの移行を加工物エッジへ垂直に行うこと
ができます。生産技術が単純な代替手段であるなら、プロファ
イルへのこれらの垂直移行は、ねじの品質を落とすことになる
でしょう」

生産の専門家はPROFIMAT MTの性能データに非常に満足し
ています：「この研削盤は、その非常に硬い全体的な構造と高
い駆動力により、当社の加工作業に非常によく適しています。
さらに、4軸や特別なソフトウェアなどの追加機能が当社の投資
を決定的にしました。これらのコンポーネントを通じ、複雑な
ねじ形状を効率的に研削加工することが可能になります」
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加工物エッジへ垂直に移行するには、制御可能な回転軸が
不可欠です。回転軸の角度は、入口および出口領域の研削中に
研削ディスクへの加工物位置に応じて、連続的に変化する必要
があります。BLOHMがLEHMANNターンテーブルを使用してい
るのは、それなりの理由があります。両社のパートナーシップ
は何年もさかのぼり、PROFIMAT機に限定されるものではあり
ません。Torsten Schulz氏は述べています：「LEHMANN製品
は性能と長期品質が伴っています。また、スイスは素晴らしい
評判を得ており、特にアジア諸国では非常に高く評価されてい
ます」

ターンテーブルにおける要求は、強制的な制御に加えて特
に高精度な測定システムも含まれています。LEHMANNターン
テーブルは、Pa = +/- 1 arcsecの部品精度で正確に動き、顧客
側のすべての要求を満たします。その上、コンパクトな設計
で、いくつかのインターフェースに接続するだけです。統合さ
れた増圧器「Braky」を介したLEHMANNの特許取得済みのシス
テムから空水圧スピンドルクランプは、クランプ力と保持力を
損失することなく、追加の油圧ユニットを完全に省略すること
ができます。「これは、各メーカーが提供できない本当のPlug 
& Playソルーションです」とTorsten Schulz氏は断定していま
す。機械メーカーはターンテーブルの完全な統合と全ソリュー
ションプロバイダーとして研削結果に対する責任を受け入れる
ため、BLOHMにとって些細な観点ではありません。Torsten 
Schulz氏は付け加えます：「私たちはpL LEHMANN社と密接に
コンタクトを取り、スイスのコンサルティングの専門知識 を活
用しています。私たちにとって重要なのは、pL LEHMANN社の
優れたサービスのサポートです」

MAThreads®ねじ用のねじ転造ダイス研削での特
定要件

「通常の」メトリックネジのプロファイルは、遷移半径と
一定傾斜角度のV字形状を有してます。プロファイルの深さと
ピッチはスレッドサイズによって決まります。

転造ツールで特殊ねじを生産する場合、取り入れられるプ
ロファイルは明らかに複雑になります。JPは、PROFIMAT MT
でいわゆるMAThread®ねじ用の二つの異なるスレッドプロファ
イルのある転造ダイスの製造を意図しています。この特性によ

特に、2つの異なるスレッドのプロファイルが併合するセルフセンタリング
のMAThread®ねじに要求が課せられます。

り、15度までの軽い傾斜位置の場合にねじをセルフセンタリン
グおよび配置することができます。特に自動車業界での必須要
件は、自動組立作業における多くの問題を回避することができ
ます。MAThread®技術は特許を取得しており、JPを介したライ
センスが必要です。

BLOHMは長年にわたり、特殊ねじ転造ダイスの要件に精通
しており、それに応じてPROFIMAT MTを装備することができま
す。MAThread®ねじの場合、最初のスレッドプロファイルは大
きな遷移半径で減少したプロファイル深さを有しており、通常
のDINプロファイル形状に移行するため、この形状に応じて転
造ツールに位置づける必要があります。

プログラミングを容易にする特別ソフトウェア

3つの直線と追加の回転軸の正確な補間とそれによる加工
物の高品質のために、ねじ転造ダイス研削用の非常に効率的な
BLOHMソフトウェアを提供しています。MAThreads®用の2つ
の異なるスレッドプロファイルを有したねじ転造ダイスの研削
における複雑なプロセスを単一の研削ディスクで処理できるこ
とで、時間とコストを節約できます。 

BLOHMユーザーインターフェースに基づき、ユーザーは
ダイアログにサポートされて研削プログラムを生成できます。
その場合、所望のねじ転造ダイスの全設計データ(研削と仕上
げに必要な技術パラメータ等)も照会されます。Schulz氏が説
明しているように、ねじ山の多くは殆どエンドレスであるた

入口および出口勾配での1つのねじ転造ダイスの研削。

ねじ転造ダイス研削用のBLOHM特別ソフトウェアは、3つの直線機械軸と

追加の回転軸の正確な補間を保証します。また、ダイアログガイドにより、

プログラミングを容易にします。
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め、BLOHMは特別なサービスを提供しています：「我が社のソ
フトウェアはすでに多くの異なるバリエーションのねじ転造ダ
イスに対応していますが、我が社に個々の要求を求める顧客の
ために、私たちは追加の要件に従ってその可能性を検査してい
ます」

JPはLEHMANN CNCターンテーブルとBLOHMの特別ソフト
ウェアで装備されたPROFIMAT MTに大変満足しています。スレ
ッドの専門家は、異なるテストツール通常のねじとMAThread®
ねじのためにそれをテストしました。 Poyuan Chen氏は次のよ
うな確信を持ちました：「我が社はこの投資により、ねじ転造
ダイスの製造においてさらなる生産性が向上されます」

表面およびプロファイル研削領域の研削専門知識

BLOHM社の機械は生産性、性能および精度において数
十年にわたり世界中で使用されています。これらはハンブ
ルクで開発され、最新設備工場で高品質基準に従って生産
されています。15,000台を超えるの納入機はブランドの国
際的な認識を反映しています。大学や欧州の研究プロジェ
クトと集積した経験と継続的な協力は、表面およびプロフ
ァイル研削における特殊研削専門知識の基礎を形成してい
ます。BLOHM internationalは、インド、中国、ロシア、メ
キシコおよび米国に子会社を持つUNITED GRINDING Group
の一員として代表しています。さらに、40の特約店がグロ
ーバルなプレゼンスと顧客との近接性を保証します。 

経済的な生産のためのCNCターンテーブル

pL LEHMANNは、Bärauに本社を置くスイスの中堅ファ
ミリー企業で、ほぼ40年にわたり様々な産業分野における
多様な要件を満たすCNCターンテーブルを専門としていま
す。そのコンパクトな外形寸法は必要な設置面積を少なく
保持しているため、状況に応じて機械のテーブル上に追加
のバイスや必要な物を取り付けることができます。重要な
ことは、短いサイクル時間におけるLEHMANN軸の高速回転
です。その他に、わずかなヘッド高さと大きな発振回路の
直径は重要な役割を果たしています。そのモジュラー設計
と標準インタフェースにより、LEHMANN製品を速やかに変
更することができます。クランプブリッジとゼロポイント
システム、回転ユニオンとクランプシリンダーは1軸または
2軸ターンテーブルを高度に自動化します。

所望のツールに応じて、異なるパラメータを設定する必要があります。


