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素晴らしい組み合わせ T1-520530 TAP3c

pL LEHMANNのターンテーブルはどのようにして標準の工作機
械を明らかに高めているのか

サプライヤであるWackershauser und Fauthは3軸POS加工セン
ターとpL LEHMANNの2軸ターンテーブルを組み合わせて経済的
に素晴らしいソリューションを見つけました、それによって高
い柔軟性と生産性の間のバランスを実現しました。

受託メーカーは、明日何を作る必要があるかということを、
今日はまだ分からないというジレンマを抱えています。そのた
め製造機械の柔軟性は最優先事項です。同時に低価格で常に高
い生産性が要求されます。しかしながら、柔軟性と生産性は「
機械の時間当たりの単価」という原則では相反するものです。 

Karlsruhe-NeureutにあるWackershauser und Fauth GmbHの
共同経営者であるAlexander Fauthはこの状況をよく理解してい
ます。最終的に彼は、技術的条件だけでなく、必要な経済的条

pL LEHMANNのターンテーブルT1-520530　TAP3c。

製品ライン500エディション3からは、pL LEHMANNの全てのターンテーブ
ルはバックラッシュがないギア付きです。画像：pL LEHMANN
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件を満たしているかどうか、2013年に創業家のWackerhaserか
ら引き継いだ各投資を正確に確認する必要がありました。さら
に技術的管理者になるための追加の教育は工業管理者にとって
は有益です。一方で長年の経験を有する工場管理者のKarl Flaiz
は彼の味方です。

会社のトップが昨年の半ばに新しい加工センターを購入す
ることを決定したとき、彼はまずザクセンの工作機械の従来の
伝統的サプライヤを頼りました。その会社は世界規模の大企業
で、数えきれないほどの機種の機械があるにもかかわらず、か
れらの製品ポートフォリオ中に本当に適したソリューションは
ありませんでした。さらに非常に高価でした。どのようにして
この状況を克服するかということを集中的に検討している最中
に、Karl Flaizの手元に1通のニュースレターが届きました。少な
くとも彼の好奇心をかきたてました。静かなRechberghausenと
いう町の小さなメーカーが自身の製品を宣伝していたのです。
カバーが付いていない機械の写真を見たときに、その詳細を確
認する必要があることにマネージャーはすぐに気づきました。

 

強力な製品を有する小さな機械メーカー

非常に役立ちます。POS GmbH & Co. KGの訪問により、経
営者とマネージャーは同様に確信しました。そこにある垂直統
合に感銘を受けただけでなく、センターの機械的構成にも感動
しました。「ほぼ8トンという機械重量は機械の安定した構成
をすでに証明しています。」とKarl Flaizは述べています。ボー
ルねじは適用されるリニアローラガイドと同様のサイズです。
多くのメーカ－が比較できる機械サイズにおいて30 mm以下の
リニアガイドを利用していますが、POSでは45 mmのガイドで
設定しています。「このことにより、長期間にわたる精度だけ
でなく、最小の振動に基づいた工具の長寿命化を保証します。
」と経営者のFauthは説明しています。「しかしながら特にPOS
による管理は、pL LEHMANNの2軸ターンテーブルT1-520530 
TAP3cを備えたPOSmill CE 1000というソリューションが推奨さ
れる前に、私たちの部品範囲を正確に見ることができます。」
さらにPOSはLehmannのターンテーブルを自社生産において使
用しているので、FaulとFlaizはPOS/LLehmanの組み合わせのパ
フォーマンスを詳しく確認することができました。

元は4軸のソリューションを探していましたが、数多くの素
晴らしい利点を備える、提案を受けた3+2ソリューションに納
得しました。「2軸ターンテーブルを備える3軸機械には、真に
5軸加工を実現することができるというさらなる魅力があります
が、必要に応じて大きな部品を加工するためのワークテーブル
を利用することができます。そのため私たちはこの可能性をま
れにしか使用しませんが、大半の場合には5軸処理の可能性から
利を得ています。」とAlexander Fauthは説明しています。

経験は物語る：明らかな生産性の向上

Fauthは次のように例を挙げています。「私たちの最大顧客
の1つは、X線分光法および回折に関する分析装置の分野におい
て世界的リーダーとなっているBruker Corporationという会社
です。この顧客のために、私たちは1500以上もの異なる部品を
製造し、特にミラーホルダーは43ものバリエーションがありま
す。私たちはこれらの部品をPOS/Lehmannソリューションに投

実現された組み合わせである3+2軸：pL LEHMANNターンテーブルと構成さ
れたPOSmill CE 1000はWackershauesr und Fauthの部品範囲に対して顕著
な利点をもたらしました。

POSmill CE 1000は標準でHeidenhain iTNC 530を装備しています。

ちょっとした選択：合計するとWackershauser und Fauthは25の異なるミラ
ーホルダを製造しています。
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スペースが残されており、簡単なワークのための追加のクラン
プを取り付けることができます。それによってワークの自由度
がより高まります。取り付けられたターンテーブルにクランプ
する場合、干渉エッジは明らかに低減され、短い低振動ツール
を使用し、それによって表面仕上げとツールの耐用年数におい
て優れた影響を与えます。さらに3+2ソリューションは一般的に
は購入する場合に明らかに低コストです。」さらに加えて次の
ように述べています。「私たちは現時点では、フライスの加工
能力を拡張する計画段階にあります。現状では、POS/Lehmann
の組み合わせしかありません。」

資する前から製造していたので、ここで生産性の向上を明らか
に示すことができます。」生産マネージャーは次のように説明
しています。「私たちは純粋な加工時間を低減する状況にある
だけでなく、これまでサプライヤ企業に納入すべきバリエーシ
ョンを、現在では1つの工場で顕著に低コストで完成することが
できます。さらに従業員は、バリ取りや品質保証などの別の作
業に、より多く時間を割くことができます。1回のクランプで加
工を完了することができるので、部品を何度も嵌め込んだり、
クランプをする必要がありません。」

しかし、それだけではありません。さらに、LEHMANNター
ンテーブルを取り外すことなく、機械を自己組み立て式ゼロ点
クランプシステムにより最大10のバイスで装備することが可能
です。そのため改造する時間を失うことなくPOSセンターは量
産に対して柔軟に使用することができます。3軸駆動で複数の部
品で加工する場合、機械の作動時間はそれに応じて長くなり、
それによって人による作業が減少します。Alexander Fauthの
話：「私が自身の利益のためにこのソリューションを獲得した
のは、この世界における大手メーカーの除外基準でした。そし
て私たちはここで素晴らしいサービスを手に入れました。それ
は別のメーカーのように1時間あたり150ユーロと高い出張費用
が掛かるというものではありません。ここで私たちは実際の走
行距離分と1時間当たり69ユーロを支払っただけです。」

pL LEHMANNターンテーブルを取り外すことなく、機械は最大で10のバイ
スを設置することができます。

現在受託メーカーは、これまで既存の機械で複数のクラン
プで加工していた部品を、POSで有効に作ることができるかど
うかの調査をしています。ワークは識別されるので、作業者は
CAD/CAMシステムにおいて新たなプログラムを調整し、ほぼ中
断することなく製造することができます。これまで得られた部
品範囲において、純粋な加工時間を約30%低減することができ
ました。多様な部品の場合には時間の節約は更に向上します。

3+2コンセプトの確信

現在では責任者が部品領域に対する5軸加工の基本的な利点
を理解できましたので、フライス盤の今後の投資はこの技術に
向かいそうです。それともどうなるのか？Alexander Fauthは次
のように述べています。「純粋な5軸機械に対して、そのような
3+2軸BAZは私たちの部品範囲に対して大きな利点があります。
例えば取り付けられたターンテーブル／旋回テーブルは十分な

認識しやすいです：取り付けられたターンテーブルにクランプすることで低
振動のツールを利用することができます。 

Karl Flaizはさらに3+2ソリューションの利点を次のように付
け加えています。「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。いずれにせよ私は見つけたソリューションに大変
満足しています。理論的には私たちはさらに5軸同時加工を示す
こともできますが、現在の私たちの部品範囲においては全く不
要です。私たちは多面加工を利用できるという利点に重点を置
いています。これは非常に整ったものです。」

最大280 mmの直径で最大90 kgの重量の部品はpL LEHMANNテーブルで標
準的に問題なく取り扱うことができます。



連絡先： Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau
Tel. +41 (0)34 409 66 66
Fax +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

Wackershauser und Fauth GmbH
In den Kuhwiesen 9
D-76149 Karlsruhe-Neureut
Tel. +49 (0) 721 970802-0
Fax +49 (0) 721 97080 222
info@wackershauser.de
www.wackershauser.de

POS GmbH & Co. KG
Lindachstrasse 5
D-73098 Rechberghausen
Tel. +49 (0) 7161 95252-0
Fax +49 (0) 7161 95252-50
info@pos.de
www.pos.de
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硬さと安定性

POSmill CE 1000は標準でHeidenhain iTNC 530または新
しいTNC 640を装備していて、1,000 x 600 x 600 mm (X,Y,Z)
の移動が可能で、12,000 min-1で38 kWの出力です。ピラミ
ッド構造により機械は下部領域が重くなっており、発生す
る全ての力を確実に受け止めることができます。上部領域で
は、必要な推進力を容易にするために機械ベースは先細り形
状となっています。6つの大型集中注油ガイドシューは、高
い形状精度と最高の力吸収のための理想的条件を与えてくれ
ます。それによって振動と共振が吸収され、ツールの耐用年
数は大幅に伸びます。全ての軸に関してPOSは合計で14の
集中注油ガイドシューを適用しています。それによって加工
で発生する全ての力を高い余裕度をもって受けることができ
ます。ガイドシューの支持要素はボールとしてだけでなく、
高品質のローラとして設計されているので、力伝達が最高レ
ベルで行われます。

スイス品質のターンテーブル

1960年に純然な受託製造会社として設立されたpL LEH-
MANNは、40年以上にわたってCNCターニングテーブルを
設計/製造してきました。スイスの町Bärau (エメンタール地
方) の親族経営会社は、イノベーションとスイスの品質によ
る追加のNC軸で顧客にチャンスを広げ、高い生産性を特徴
とする加工ソリューションに成功しました。弊社の歴史上
のハイライトの1つは、間違いなく2009年に開発された500
シリーズであり、これは、モジュラー設計により、最も要
求の厳しいタスクに対して非常に効率的で柔軟性がありま
す。2015年に販売され始めたバックラッシュフリーのプリ
ロードPGDトランスミッションにより、pL LEHMANNはさ
らなるマイルストーンを設定しました。AMB 2018において
スイスのターンテーブルメーカーは特に新しいシリーズであ
る600のCNCターンテーブルを発表します。特に、500シリ
ーズの製品とは左右対称の設計が異なるため、左と右のマ
シン側で調整せずに使用することができます。両サイドのコ
ンパクトなデザインにより、スペースを有効に利用すること
ができます。さらに新しいblackBOX世代を－インダストリ
ー4.0とデジタル製品に対する準備ができていますが－AMB 
2018で発表します。pL LEHMANNの展示場所はホール10の
ブースA75です。


