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柔軟な5軸フライス加工 DMG MORI DMC 1150V
のT1-520520.RR  

varioX

特殊工具の生産は、2軸ターンテーブルを備えた3軸マシニングセ
ンタに基づいています

精密工具メーカーであるJongen(ヨンゲン)社は、高品質のフ
ライス工具メーカーとして知られています。特に特殊工具部門
では、中規模企業は高い柔軟性と短い納期で説得力を発揮しま
す。pL-Lehmannの2軸CNCターンテーブルを補完した3軸マシ
ニングセンタは、同時に5軸加工が可能です。

ノルトライン・ヴェストファーレン州のウィリッヒに本社
を置く精密工具メーカーのJongen社は、長年にわたり成功の
道を切り開いてきました。設計責任者のギュンター・ホフマン
（Günter Hofmann）氏は、強力なグローバルな競争環境におい
て、「made in Germany」のフライス工具や削孔工具を使用し
て継続的に成長するために、自社の革新性、柔軟性および顧客
との密接な関係を重視しています。「当社は、工具業界の大手
ではなく、約350名の従業員を抱える会社ですが、ドイツおよび

pL LEHMANNのターンテーブル T1-520520 varioX。

割出し可能なインサートの取り付け位置を最適に生成するには、5軸加工が
不可欠です。特別バージョンのキャリアツールには、Jongen社は3軸マシニ
ングセンターと付属のLehmannスイベルターンテーブルの組み合わせを使用
します。画像：pL LEHMANN
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主要ヨーロッパ諸国内では顧客との密接な関係を維持していま
す。当社の営業担当者は技術的に認定されており、機械加工の
生産性を確実にするためにどのようなツールソリューションが
必要かを認識しています。まず第一に、幅広い標準的なフライ
ス工具や削孔工具から引き出し、第二に、特定の用途に完全に
合わせた特別な工具を提供することができます」。

それ以来、特別生産のために特殊機械も利用できます。「柔
軟性と十分な空き容量に大きな注意を払い、わずか2〜3週間で
要件に応じて多くのツールを提供できます」と、設計責任者は
語っています。

3+2 – 柔軟な5軸フライス加工の方式

WSPキャリヤツールには、5軸加工が必要です。プロトタ
イプと特殊ツールの部門責任者であるアンドレ・グーセンス
(André Gooßens)氏は次のように確信しています。「ステップツ
ール、マルチカッター、ソリッドドリルをほぼ同時に5倍にミル
加工します。そうでなければ、割出し可能なインサートとフリ
ーカッティングエッジの取り付け位置を最適に作ることはでき
ません」。特別な領域では慣習的なプロトタイプと小シリーズ
の生産では、20年以上にわたり、2軸CNCターンテーブルを補
完した3軸の掘削/フライスセンタが理想的であることが証明さ
れています。Jongen社はスイスのメーカーであるpL LEHMANN
社からこれらの追加の4軸と5軸を購入しています。「最初、別
のメーカーの製品を使用しましたが、満足できなかったため、
次のマシン世代にLehmann社の400シリーズモデルを搭載しま
した。これらは、精度やクランプ力などの点で競争力のある製
品よりも信頼性が高く、明らかに優れていました」とギュンタ
ー・ホフマン氏は述べています

増加する需要、進化する機械

近年、特殊ツールの生産量は大幅に増加しており、ほぼ毎
年、Jongen社は機械を拡張しています。2015年には、2軸シン
グルスピンドルのCNC- p LLEHMANNターンテーブルが2台の
DMG MORI DMC1150マシニングセンタに装備されています。ア
ンドレ・グーセンス氏は、「この組み合わせにより、純粋な5点
センタよりも柔軟性が増します」と主張しています。

3+2軸のその他の利点は、移動する量に見られます。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。さらに、ワ
ークピースはよりアクセスしやすくなります：ターンテーブル

Jongen社は2015年からLehmannターンテーブルT1-520520.RR varioXを使
用しています。これは精度、スピードおよび高い保持力によって確信されて
います。

2015年、Jongen社はpL LEHMANNのスイベルターンテーブルT1-520520.
RR varioXが装備された2台のDMG MORI DMC 1150Vを機械に補完し、5軸加
工が可能になりました。

このような複雑な特殊キャリアツールは、開発と生産の分野で広範なノウハ
ウを必要とし、適切な機械ソリューションを必要とします。 

Jongen社では、標準では購入することのできない特殊ツー
ルがすべて揃っています。これは、特別な直径やサイズでは利
用できない簡単なツールから始まります。しかし、「最高の規
範」はというのは、複合体の総型フライス工具や穿孔具、さら
にカーバイドの割出し可能なインサート（WSP）を備えた多段
キャリアーツールです。「特殊ツールを使用することで、生産
性を向上させる理想的なツールを顧客に提供することができま
す」と、Jongen社の取締役でもあるのギュンター・ホフマン氏
は説明しています。「当社は顧客の忠誠心を守ることができま
す。これは当社にとって非常に重要です」

特別なツールで成功するためには、主にその機能と品質、並
びに短い納品時間が重要です。もちろん、ツールの開発と生産
の両方で高いレベルの資格を有するスタッフも必要です。最適
な条件を提供するために、シリーズツールから切り離された特
別なツールのための特別な部門があります。キャリアツールで
は、25年以上前に分離が行われ、ソリッドカーバイドツールで
は約10年前でした。 
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品質に関しては、マシニングセンタはすべての要件を満
たしています。これは、固定テーブルと上部のXスライド以外
に、直接距離測定システム、ガイド冷却およびボールスクリュ
ーナットによる安定した構造によって保証されています。「追
加機器に関するDMG MORIとの調整も順調に進みました。機械
は、Lehmann軸装備の完成品で納品されました」。責任者であ
るギュンター・ホフマン氏にとって重要な取り決めでした。

ポジティブな経験

アンドレ・グーセンス氏の2年以上にわたる経験から、500
シリーズの新しいターンテーブルの経験は非常に肯定的でし
た。「Lehmann社製品で使用されている新技術は素晴らしいも
のです。従来の仕様と比べると、500シリーズのターンテーブル
はより大きなクランプトルク、高速性および再現性を備えてい
ます。これにより、加工において質的および経済的メリットが
得られます。デザインもまた良い方向へと変えられました。す
べてが丸みを帯びたものになり、干渉エッジや汚れの点でプラ
スの影響を与えています」。

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。

追加の軸が再びpL LEHMANN社からのものであるという事
実は、グーセンス氏と彼のチームには何の疑問もありませんで
した。「品質は重要で、Lehmannの軸、並びに以前の軸や現在
の軸にも適合します。精度、安定性および繰り返し精度につい
てはまったく問題がありません」。

pL LEHMANN社とドイツの代理店のIVO Oesterle社の専門
家の助言を受け、責任者はLehmannターンテーブルT1-520520.
RR varioXエディション2を選択しました。高荷重容量とセンタ
ハイトが300 mmのため、350 mmまでのツール直径に適して
います。「私たちはこれらのマシンで大きなスペクトルをカバ
ーすることができます。これは私たちにとって重要です。なぜ
なら私たちは直径10 mmの小さなツールも使用しているからで
す」と、部長のグーセンス氏は述べています。このCNCターン
テーブルでは、部分軸が不定の高さの位置に取り付けられてい
ます。

カウンターベアリング仕様T1-520520.RR varioXの重要な技
術データ： 重量 187 kg、最大スピンドル荷重 200 kg (0°〜-30°) 
および133 kg (-30°〜-90°)、4軸と5軸の最大クランプトルク 
2,000/4,000 Nm。 部分精度 Paは、部分軸で +/- 12 arc sec、 統
合された角度測定システムにより旋回軸で+/- 5" arc sec。スピン
ドルは最大50/40 min-1 まで回転します(4/5 軸)。

理想的な組み合わせ

機械加工のスペクトラムとターンテーブルに必要なスペー
スのために、前述のDMG MORI DMC 1150 Vのような比較的大
きな機械を使用する必要がありました。最大1›500 kgまで搭載
可能な垂直マシニングセンタは、最大700 mmの大きなY移動経
路を提供します。X軸での最大経路は1'150 mmで、Z軸では550 
mmです。したがって、回転軸の隣にある機械テーブルでは、追
加のクランプ装置のために十分なスペースが残っています。ア
ンドレ・グーセンス氏は次のように説明しています。「ツール
本体のなかには、Lehmann軸にクランプされる前に予備的な作
業が必要なものがあります。これにより、同じ機械にクランプ
面、溝または中央穴を適用することができます」。

垂直マシニングセンタDMG MORI DMC 1150Vは、Lehmannターンテーブル
の他に別のクランプ装置を使用するのに十分なスペースを備えています。 

従来の400シリーズバージョンと比べると、500シリーズのLehmannターン
テーブルはクランプトルクが2倍で、高速性および再現性を備えています。

統合されたBlackboxは、重要なサポートであるとグーセン
ス氏は感じています。これは、操作中にターンテーブルの状態
に関する情報を提供するキー数値を自動的に記録および収集し
ます。要求に応じて、顧客は予防メンテナンスの推奨事項を含
むステータスレポートを受け取ることができます。「問題が発
生した場合、対応するデータをLehmann社に直接送ることがで
きます。そこで、私たちはサポートをすばやく簡単に手に入れ
ることができます」。Jongen社のスタッフはpL LEHMANN社
のサービスに非常に満足しています。一度、新しいLehmannタ
ーンテーブルで軽度の問題が発生したことがありましたが、pL 
LEHMANN社はすぐに現場直行し、機械は48時間以内にいつも
の使用状態に戻りました。



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

Jongen Werkzeugtechnik GmbH
Siemensring 11
D-47877 Willich (ドイツ)
電話 +49 (0)2154 9285-0
ファクス +49 (0)21549 285-92000
info@jongen.de
www.jongen.de
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金属およびプラスチック加工用のフライス工具
と削孔工具

Jongen Werkzeugtechnik GmbHは、Ernst Jongen(エ
ルンスト・ヨンゲン)氏によって1976年に設立され、回転プ
レートとキャリアツールを製造しています。1996年には、
当時の取締役のJürgen Heinzig(ユルゲン・ハインツィグ)が
複数の従業員と共にマネージングバイアウトの一環として
会社を引き継ぎました。2000年以降、主要な投資と製品開
発の迅速化が急速に進みました。2005年以来、チューリン
ゲンのImmelbornにある超硬合金メーカーのTribo Hartstoff 
GmbHは、Jongen社の過半数を所有しています。これによ
り、工具メーカーは、超硬パウダーから完成した工具および
販売までのプロセスチェーン全体をカバーすることができま
す。今日、Jongen社はキャリアツールとソリッドカーバイ
ド仕様の多種類の削孔工具やフライスプログラム一式を提供
しています。ヴィリッヒ(Willich)に所在する約250人の従業
員に加え、約80人の従業員が様々なヨーロッパ諸国の現場
やフランスとイタリアの支店で従事しています。彼らは顧客
固有のアドバイスと問題解決を提供します。

PGD装備Lehmannターンテーブル技術

ターンテーブルメーカーの pL LEHMANN 社は、500 シ
リーズの CNC ターンテーブルをさらに改善しました。かな
りの期間、スイスの会社はエディション3を提供していま
す。これは、プレテンションでバックラッシュのないトラン
スミッションPGD（プリロードギアドライブ）を備えたエデ
ィション2とは異なります。これには多くの利点がある：規
定されたプレテンション状態で納品されるPGDは、直接測定
システムなしで本格的な同時加工を可能にする。更に、許容
フィードトルクの 3 分の 1 までの小さな加工の場合、プレテ
ンションギアによってクランプなしで加工することができま
す。その他の利点：ターンテーブルEA-510をカタログに応
じた標準負荷と駆動データでの広範囲に渡る長時間テストを
し、ギアが殆ど摩擦フリーであることを確証している。


