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高機能軸受が支える手術室の自動化

シェフラーのラボラトリー・
オートメーション

人生には楽しいこともありますが、診
察台に横になりCTスキャナーによる
診断を受けるようになることもありま
す。しかし、もしそれが避けられない
ことだとしても、以下に示したFAG
SIMTUSが人にやさしい最先端技術
であることを知っていただけます。
• 高速化技術による、短時間スキャ
ニング
• 脈打つ心臓など、活動中の臓器で
も描写可能な高解像度の画像
• 大幅に低減されたノイズ

すぐに使えるデバイスを
提供
7ページ

FAG SIMTUS（Special Integrated Mechatronic Turning Unit
System）は、シェフラーグループの
数ある医療用製品の1つで、その優れ
た軸受支持部は、単に機械の良好な
稼働に貢献するだけでなく、人々の

健康に直接役立ちます。SIMTUSの
特長は、FAG Aerospace GmbH
& Co. KGが完全な総合ソリューショ
ンとしてお届けする、ダイレクトドラ
イブ軸受ユニットです。これはシステ
ムにそのまま適合させられ、病院や
放射線科クリニックでの使用を想定
した、最高水準のコンピューター画
像処理技術に対応しています。
お客様とともにシェフラーは、専門
分野や部署を超えて、
グループの航空宇宙
事業部門主導のもと、
チームでこれらの特殊
メカトロニクスシステ
ムの開発に取り組んで
います。真の「added
competence（競争
力を高める）」協力体
制です。例を挙げます
と IDAM（INADrives & Mechatronics GmbH &
Co. oHG）のトルクモ
ーターは、駆動ユニッ
トとして使用されてお
り、また一方では、特
別に開発された軸受
および製品のアセンブ
リは、航空宇宙事業部
門の中核を担っていま

す。電気的なインターフェース、機械
的な接続構造、および精度と剛性の
要求水準は、お客様と協同で開発し
ています。
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Editorial

シェフラーの医療技術ソリューション より身近で人々の生活に関わる精度と品質
このシェフラーのニュースレター最新号で取り上げる内容は、お
そらく、私たちが思っているより身近な関心のある問題です。
医療技術は他の産業分野と異なり、単に機械や装置の問題では
なく、人々の健康に関係関係しています。したがって、位置決め
や昇降、レントゲン撮影、患者を治療する際の精度と品質は、そ
のまま患者の健康を左右することになり、精度と品質が重要で
あることは、インプラントをはじめとする医療用機器や補助装
置の製造にも当てはまります。
工作機械や印刷機械、繊維機械の業界のお客様に提供している高精度加工、完璧
な公差、そして「最高性能」という目標は、人々の健康に直接影響を及ぼす分野に
も、等しく適用されなければならないのは言うまでもありません。私たちシェフラー
は、産業機械事業部門で、試験装置、外科的オートメーション、あるいは画像処理技
術といった分野にまで及ぶ広範囲な医療技術業界に対応できる体制を整えていま
す。

ドイツ、デュッセルドルフで開催される大規模な医療機器見本市Compamedで、シ
ェフラーは、当社の医療技術ソリューションを皆様に知っていただき、当社の医療技
術ソリューションがあてはまるポイントがあれば、まずはお試ししていただくことを期
待しています。
また、デュッセルドルフの医療機器見本市では、皆様にお目にかかることができるか
もしれません。本号の「added competence」は、この分野に特化した当社の製品
を皆様に知っていただき、ソリューションを見つけていただく良い機会だと思ってい
ます。シェフラーなら間違いなく、皆様の日々の業務、アプリケーションをお手伝いす
る製品をお届けできます。
どうぞ最後までお付き合いください。

マーティン・シュライバー
生産機械事業部門プレジデント

患者が横たわる診察台もまた、正確
な高さ調整を行うアクチュエーター
や、診察台がチューブ内に入っていく
ときの静かな動作を支えるリニアガ
イドなど、シェフラーの技術がベース
になって、この装置全体に活かされて
いるのです。

このすぐに使える特殊設計のシステ
ムは、最高峰の精度により、X線断層
撮影の円周運動をより高速で行える
ようにしつつ、より鮮明な画像情報
の検出に大きく貢献しています。

シェフラーの最先端シーリングマウ
ント軸受支持部を利用すれば、間違
いなく装置の操作がよりスムーズにな
ります。シーリングマウント軸受支持
部は、監視モニターや供給システム、
ベンチレーターといった位置決め装
置に組み込めるため、床に設置する
装置のように、つまずく危険がありま
せん。シェフラーのZAXFM軸受ユニ
ット、および電磁ブレーキを組み込ん
だFBS軸受システムは、そのまま装置
に組み込める完全なソリューション
で、以下のことを実現します。
• 最適な位置決め
• 最大荷重負荷時の安全性および
傾き剛性
• 調節、位置決め可能な回転角度
• 費用効率の高い接続部品
シェフラーのシーリングマウント軸
受支持部なら、上記のことが実現す
るほか、最小限の設置ス
ペースで済むので、手術室
や集中治療室（ICU）での
利用に最適です。一方、内
径は十分に大きいので、
各種供給ラインやケーブ
ルを容易に通すことがで
きます。

しかし、シェフラーのシステムソリュ
ーションをベースにしているのは、
CTスキャナーの軸受支持部だけで
はありません。

モータと機械式のハイブ
リッド昇降支柱は、堅牢
かつコンパクトで、最大数
百kgまでの荷重を昇降さ

CTスキャナーは、X線断層撮影法を
利用して、体内の臓器や骨、筋肉の
状態がより詳しくわかるようにしたも
のです。高電圧発生装置とX線管、検
出システムから成るほぼ1トンにも及
ぶ重量の装置が、速く脈打つ冠状動
脈でも鮮明な画像を得られるように
患者のまわりを高速で回転します。

せる装置を支えられます。しかも信
頼性が高く、技術仕様も高い点が特
長です。これらの特長は、人工呼吸
器の昇降ユニットのほか、Cアー
ムや手術台で特に重要です。
同様に、これらの支柱は、

他の産業用アプリケーションでも注
目されることでしょう。
シェフラーの医療技術ソリューショ
ンは、最高品質、柔軟な使い勝手、そ
して何よりも、人間の健康を支えるだ
けでなく、システムそのものが長寿命
である点で優れています。
詳しくは、シェフラーのカタログの
PMT「Rolling Bearings and
System Solutions for Medical
Technology（ころがり軸受およびシ
ステム医療技術ソ
リューション）」、
およびDMTアニ
メーションを直接
ダウンロードして
ご覧ください。
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設計要素としての磁気ハードコート層

干渉に強く安定的な高精度角度測定
シェフラーは、測定システムやエンコ
ーダーを組み込んだ軸受やリニアガ
イドシステムに使用される、磁性粒子
を混ぜ込んだ磁気ハードコート層の
開発に成功しました。この種のコーテ
ィングは、2013年よりシェフラー製
品に採用して成功を収めてきました。
ロータリーテーブルベアリング
YRTM/YRTSMでは、シャフトワッ
シャーの外径にこのコーティングを
施し、熱硬化させて、厚さ0.1mmま
で削り、自社の設備で磁気的に符号
化しています。これにより、高精度の
軸受と統合した角度測定システム用
のロータリーテーブルベアリングで、
高精度の多極ピッチが実現します。さ

らに、磁気ペーストは、軸受と統合し
たこれまでの測定システムに使用さ
れていたコバルト層に比べて、寸法測
定スケールとセンサー間の隙間を大
きくすることができ、測定システムの
設置・初期調整が容易になるという
利点があります。
角度測定システムでは、磁気スケー
ルの磁気ハードコート層は、位置や
速度、加速度測定といった機能の統
合に優れた役割を果たします。磁気
的に符号化された層により、内径
180mmまでのロータリーテーブル
ベアリングなら+/- 5秒の極めて高い
精度で、内径200mm以上の軸受に

ついては+/- 3秒の精度で測定がで
きます。材質は、温度変化と腐食に
強く、多様な環境にも適合した、外部
の磁場の影響を受けにくいものを使
用しています。これは、ほぼすべての
部品に適用されています。
高精度ロータリーテーブルベアリン
グユニットYRTMおよびYRTSMの
特徴は、軸受スペースにそのまま組
み込める角度測定システムです。光学
式測定システムと比較すると、直接
組み込める磁気抵抗方式は、グリー
スや油、水溶性切削液等の付着に強
く、また設置スペースが小さくて済み
ます。軸受の中心にはケーブルやダク
トなどの設計要素
を通すことができ
ます。1,160回転／
分（rpm）までの
速度が測定可能
で、その精度は、光
学測定システムと
ほぼ同等です。軸
受ユニットYRTM、
Magnetic paste
およびその高速バ
ージョンYRTSM
では、信号の出力
を、オプションで
利用可能なトルク
モーターの仕様に

磁気ハードコート層の高精度多極ピッチ

合わせて設定できます。YRTMおよ
びYRTSMユニットは、特に、ダイレ
クトドライブの複合加工機によく利
用されます。設計者もユーザーも、ま
るで磁石に引き寄せられるかのよう
に、これらの軸受ユニットの利点に引
き寄せられるでしょう。

ISO GPS と軸受規格

標準化に対するシェフラーの積極的な取り組み

世界は変化し続けます。そして、規格
もまた変化を続けています。規格と
は、活発に発展し続ける技術開発や
グローバリゼーションに伴う需要と
も共に発展しなければならないもの
です。軸受業界で最初の標準化規格
が定められたのは約100年前のこと
ですが、今日私たちは、新たな標準
化の時代を迎えようとしています。こ
の標準化における変化の一つが、
「製品の幾何特性仕様」
（GPS：
Geometrical product specifications）です。

国際的に認められたGPSの記号体
系をISO 492およびISO 199に導入
することで、国際標準化は新たなマ
イルストーンに達しました。
GPS規格の新しい記号を使用する
と、より正確な製品仕様の説明が可
能です。組み立て製品用の部品、ま
たは機能目的の完全な定義が、図面
上に明確に示されるようになりま
す。

標準化への取り組みを行う企業は、
最善な品質保証、作業の単純化、国
際化への対応能力の確立を支援する
ことで、各国の産業界に貢献してい
ます。同時に、その規格を導入するこ
とにより経済的な信用を強化するこ
とができます。すなわち、自身と顧客
が、とりわけ知識と時間の点において
一歩先んじたスタートが切れるとい
う意味で、明らかな競争優位の立場
にたてるという恩恵を受けます。さら
に、研究リスクや開発費の削減も可
能です。そのため、グローバル企業で
あるシェフラーが、最近行われたISO
492とISO 199の改訂に大きく貢献
したことは、ごく当然の成り行きでし
た。シェフラーグループは、将来の標
準化プロセスに関して、部品と機械
の統合においても持続的に標準化を
支持します。

GPSは特に、以下を目的としていま
す。
• 加工物および測定器具の幾何学
的な仕様を、より完全にかつ明確
に示すこと
• 不具合を低減し、国際的な互換性
を高めること
• 国際的に承認されること（現在、
特に米国で問題となっている）
• 標準化の歴史を独自で持たない国
々において迅速に遂行すること

より詳細を知りたい方は、以下のサイ
トをご覧ください： www.iso.org
内部的にも対外的にも、明瞭で一貫した「言語」を使うこと－それこそがGPSの大きな利点です。
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FAGスピンドル軸受 Bシリーズの最適化
接触角変化の軽減と発熱の低減

継続的な製品改良の一環のなかで、
FAGスピンドル軸受の、B719シリー
ズおよびB70シリーズの改良が進め
られています。
今年初めより、B719シリーズの軸受
に改良が加えられ、それにより次の
ような利点が得られます。
• 接触角の許容変化幅を抑制するこ
とにより、動的特性および予圧の
均一性が向上
• 新設計の保持器により、動的特性
および温度変化に対する均一性と
安定性が向上
• 材料の最適化により、保持器の寸
法安定性がさらに向上
• 保持器の摩擦軽減により、摩擦ト
ルクの軽減と最大で約15％の運
転温度の低減

つまり、これらの軸受はすべて今まで
通りにご使用可能であり、新型旧型
を組み合わせて取り付けても何ら問
題がないことを示しています。
今回の改良は、Shweinfurt工場で
生産される外径160mm以下の軸受
すべてを対象に実施されます。新設
計品への移行は、2014年1月1日か
ら順次実施されております。

FAGスピンドル軸受 Bシリーズ

• 保持器に関連するノイズ（「保持
器のガタツキ音」）の発生を低減
• 新設計の保持器は徹底的に検証
され、RSシリーズでの多くの顧客
用途における長期間の実績
• 玉径公差の抑制により、振動を低
減

これらはすべて、FAGスピンドル軸受
の品質の安定と性能向上に寄与して
います。今回の製品改良では、剛性、
定格荷重および予圧に対して影響を
与えるような内部的な設計特性に、
変更を加えていません。同様にピッ
チ円径も全く変更されていません。

FAGスピンドル軸受 Bシリーズ

海上で最大の信頼性を

FAGスマートチェック、海上救助艇で耐久テスト

海上救助艇が任務に赴くとき、そこ
には常に生死に関わる問題が生じて
います。さらに、ボートや機械部品
は、極端な負荷と気候条件にさらさ
れています。救命活動中に想定外の
故障が発生するとまさに命取りとな
るため、製品の信頼性は最優先事項
です。FAGスマートチェックは、長期
パイロット計画の一環として、一年間
にわたってドイツ海上捜索救助サー
ビス（DGzRS）所属の救助艇に設置
されました。

ギアボックスに何らかの異常の可能
性があると、装置上のLEDライトが
点灯して、船上の乗組員に知らせま
す。収集されたデータは、出力250
～30,000kw級の海洋関連ギアユニ
ットメーカー、REINTJES社のスタッ
フとシェフラーによって、定期的に分
析されました。REINTJES社は、この
試験において、FAG振動測定装置の
性能を検証することを望んでいまし
た。さらに、この試験は、季節ごとの
気候条件がギアユニットの振動に及
ぼす影響についても明らかにするよ
う考案されていました。この目的を
達成するため、データの収集は一年
間行われました。
海上救助艇

FAGスマートチェックは、機械制御シ
ステムと連動して、メインスピンドル
内の振動やその他のパラメータを分
析するための、優れたオンライン監
視システムです。一例として、既に
DMG森精機社より発売されている
旋盤CTX beta 800に搭載されてい
ます。

FAGスマートチェックによるギアボックスの状態監視

FAGスマートチェックが搭載された
DMG森精機社製旋盤 CTX beta 800
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BEARINX®-オンライン計算モジュールEasy Friction

ころがり軸受の詳細な摩擦力計算

BEARINX®-オンラインEasy
Frictionのユーザー登録：
BEARINX®-オンラインEasy Frictionは、オンライン限定の無料で利
用できる計算ツールです。利用登録
は簡単に行うことができ、登録後す
ぐに利用可能となります。

詳細部分まで正確な計算：全ての転動体における
面圧を考慮に入れた計算結果

http://bearinx-online-easy-friction.schaeffler.com

計を可能にします。計算は、シェフラ
ーグループの高性能計算サーバ上で
実行され、計算結果は、素早く結果
ウィンドウに表示されます。また、入
力データと計算結果は、PDFファイ
ルで文書化されます。

BEARINX®-オンラインShaft
Calculation：
ご要望に応じて、回転軸の多様な軸
受配列、軸受設定、運転条件にも対
応できる BEARINX®-オンライン
Shaft Calculation System を提
案いたします。

計算に対応している軸受の種類
BEARINXオンラインEasy Friction
は以下の軸受種類に対応していま
す。
• 深溝玉軸受
• アンギュラ玉軸受
• 円すいころ軸受
• 自動調心ころ軸受
• 針状ころ軸受
• 円筒ころ軸受

http://www.ina.de/content.ina.de/de/services/
calculating/bearinx_online/bearinx_online.jsp
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軸受支持部の様々なコンセプトがす
ぐに比較可能
モデル内の軸受を入れ替えることに
より、軸受支持部の様々なコンセプ
トを素早く簡単に比較できます。作
成したモデルはすべてローカル環境
にデータファイルとして保存されま
す。これにより、データを再入力する
ことなく、既存の設計に対する変更
を迅速に行うことが可能です。さら
に、保存されたファイルはすべて、シ
ェフラーのエンジニアリングサービ
スとやり取りができ、最適な軸受設

Coefficient of friction

実績のあるBEARINX®シリーズの
新モジュール
BEARINX®-オンライン計算モジュー
ルEasy Frictionを使えば、詳細な
手順に従って、シェフラーのころがり
軸受の摩擦力を算出することができ
ます。当然のことながら、この手順
は、実際の転動体の特性による軌道
面およびリブ上の接触圧の内部負荷
分散を考慮に入れています。この新
しいモジュールは、多くの試験から得
られた包括的な値によって確証され
た物理的アルゴリズムに基づき、摩
擦力計算理論を踏まえたものです。
さらにISO/TS 16281に従って、軸
受寿命の計算も可能です。
BEARINX®-オンライン計算モジュー
ルEasy Frictionは、以下のパラメー
タを考慮しています。
• ころがりとすべり接触での損失
• 無負荷圏での損失
• かく拌抵抗
• シール摩擦
• ラジアルおよびアキシャル荷重
• 軸受の傾き
• 潤滑剤（粘度等級）
• 温度
• 軸受の正確な内部形状
• 軸受の内部すきま
• 軸受部品の特性
• リブ形状

メニューナビゲーションによる快適
なユーザーインターフェース
メニューナビゲーションにより、ユー
ザーはモデリングや軸受の選択、運
転条件などのデータ入力を素早く簡
単に行うことができます。弾性軸用
の軸受配列は、固定側／自由側を用
いて、または定位置予圧設定の軸受
配列として、モデル化が可能です。
INAとFAGのころがり軸受のデータ
は、データベースから簡単にダウンロ
ードできます。オンラインユーザー
は、軸系列上の荷重、軸速度、内部
すきま、軸方向の予圧など、ころがり
軸受に関する運転データを入力する
だけです。潤滑および清浄度に関す
る詳細データを入力すれば、システ
ムへの入力は完了です。

Boundary friction

現在、一般的に使用されている他の
計算ツールは、その多くが簡素化さ
れた計算法を用いたものです。これ
らの計算法は大抵、軸のたわみやこ
ろがり軸受の弾性変形、接触により
生じる軸受位置の傾きを考慮に入れ
ていません。摩擦力は近似値法を用
いてのみ計算されるため、その計算
結果は、実際の状態からかけ離れた
ものか、単なる参考値でしかありま
せん。
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成功を収めている主力製品群の動向

INAロータリーテーブルベアリングYRTシリーズの納期が大幅に短縮

ロータリーテーブルベアリングは、最
高精度で製造された、優れた部品を
組み合わせた複合軸受ユニットです。
出荷前には、幾つもの品質検査を受
けています。短納期への要求はます
ます高まり、また生産状況に合わせ
て多品種少量の注文も増える中、複
雑な流通チャネルを駆使してでもタ
イムリーに製品を供給することは、
製品自体の性能と同程度に重要とさ
れています。不良品ゼロで、信頼性の
高い、とりわけ迅速な製品納入を確
実にするサプライヤーこそ、市場から
受け入れられることができるのです。
最高の製品を納入するにあたり、これ
らのことを確実にすることは、INAロ
ータリーテーブルベアリングYRTシ

リーズを担当するシェフラーのサプ
ライチェーン管理チームにとって課
題でした。
世界中からの個別注文に3～5日以
内で工場出荷
2014年3月より、工程と在庫管理の
最適化を確実にするため、INAロー
タリーベアリングのうち主力製品を
対象にして、新たに注力する製品群
の強化が進められてきました。その
成果は素晴らしく、市場では既に多く
の注目を集めています。
型番YRT200-CからYRT460-Cま
での標準タイプのINAロータリーテ
ーブルベアリングは現在、世界中か
ら届く小口の個別注文でもわずか3

～5日以内で工場出荷することがで
きます。さらに大きなロットも、以前
よりも早く納入することが可能になり
ました。このことは、YRTシリーズ軸
受が一つの決定的な優位性を有して
いることを示しています。
これらシェフラーの機械部品は、品
質の点で既に市場では際立つ存在で
あった一方で、2014年3月以降、納
期の観点からも、市場から評価され
るべく努力が重ねられてきました。今
や、これらの軸受は本当に必要なと
きに手に入れることができます。私た
ちのビジネスパートナーの多くは、こ
のことに大変満足していただいてい
ます。

最高品質を誇る

INA 工作機械向け製品

シェフラーは今後も業界最高水準の
製品と評価される主力製品群の拡大
を図っていきます。皆様にはその都
度、お知らせしてまいります。

X-life

ボールねじサポート用アンギュラ玉軸受ZKLNおよびZKLFにX-life品質を適用

INAの複列アキシャルアンギュラ玉軸
受のZKLNおよびZKLFシリーズは、
2014年の初めより、すべてX-life品
質で製造されています。
X-lifeとは、シェフラーのINAブラン
ドおよびFAGブランドの特に高性能
な製品向けの、高品質の証です。
ZKLNおよびZKLFシリーズは、それ
までの標準品と比較して動定格荷重
が高いため、定格寿命および実際の
動作寿命を向上させることに成功し
ました。

大33％と大幅に延長される利点が
あります。つまり、これらの軸受を使
用すれば、運転条件が同じ場合は耐
用年数が長くなります。また、求める
耐用年数が同じ場合は、軸受支持部
はより大きな荷重を支えられます。

X-life品質の軸受では、転動体と軌
道間のころがり接触が最適な状態に
保たれるよう設計されています。こ
れにより、軸受のころがり摩擦
が軽減され、より高い限界回
転速度を実現します。間接的
には、消費電力および運転コ
ストが削減できます。X-life
品質の軸受は、お客様のア
プリケーションの全体効率の
向上に大きく貢献します。INA
の複列アキシャルアンギュラ玉
軸受は内部設計の技術的な最適化
により、動定格荷重が10％高くな
り、その結果、軸受の定格寿命も最

最適な熱処理、潤滑剤にかかるスト
レスの低減
X-life品質の軸受では、表面品質を
改良した以外に、軌道輪にも最適な
熱処理を施しています。この処理に
より、内輪と外輪の軌道面は固体異
物に対して、より強くなり、混合潤滑
状態でのころがり摩擦に対する耐性
が高まっています。またさらに、潤滑
剤にかかるストレスが低くなることか
ら、グリース寿命の延長が期待でき
ます。
X-life品質のボールネジ用軸受に
は、XLの接尾記号が付いています。
標準の軸受の接尾記号は「…PE」
で、こちらもこれまでどおり、シェフ
ラー製品の一部として提供していき

ます。現行製品につきましては、順次
X-life品質の製品に置き換えていく予
定です。詳しくは、新カタログのSSD
32（英語、ドイツ語、中国語、日本語
版をご用意）をご覧ください。
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2015年1月1日より、スピンドル軸受およびボールねじ用
サポート軸受にDEHP不使用シール材を採用
欧州REACH規則No.1907/2006
の一部として、2015年2月21日以
降、製品製造における可塑剤
DEHP（フタル酸ジ（2－エチルヘ
キシル）、CAS番号No.117-81-7）
の使用が禁止されます。この規制
が定める期日前に製造された軸受
の販売および使用については、こ
の新たな規制の影響を受けませ
ん。
シェフラーは2014年5月1日以降、
シール形高精度軸受の製造におい
ては、法的に許容されている
NBR（アクリロニトリル－ブタジエ
ンゴム）のシール材を使用するよう
順次切り替えを行ってきました。こ
れはつまり、2015年1月1日以降、
すべてのZKLN/ZKLFシリーズの
ボールねじ用サポートベアリン
グ、RSD仕様のすべてのスピンドル
軸受／FD軸受、S仕様のすべての
高速スピンドル軸受は、DEHP不
使用のNBR樹脂製シール材を採用
して製造されています。

軸受取付トレーニング
今後のスピンドル軸受に関するトレ
ーニングは、以下の通り予定されてい
ます。
2014年11月27日
2015年3月26日
2015年9月10日
2015年11月27日
このトレーニングは、定期的に開催さ
れています。今後のトレーニングに関
しては、
申込後に日程を確定させて頂
きます。
担当者：
Karin Morgenroth
Phone: +49 (0) 9522 71 503
Email: Schulungszentrum@
schaeffler.com

NBR使用の新シール材による可塑剤
は、幾何特性、化学特性、トライボロ
ジー特性および機械的特性の点で、
何ら変更につながるものではなく、ま
た色の変更もありません。機能的な
特性は、例外なく以前のものと同一
です。重要な点は、価格は据え置い
たまま、近年発がん性有りと区分さ

れた物質が、規則による期限を待
たずに既に製品および製造工程か
ら排除されることです。

Training course for attendance
and maintenance of machine tools
main spindle bearings

すぐに使えるシェフラーのラボラトリー・オートメーション装置
シェフラーグループは、グループ会社
であるRadine B.V.（オランダ、バル
ネフェルト）を通じて長年にわたり、
すぐに使えるラボラトリー・オートメ
ーション装置を提供してきました。絶
え間なく開発を続け、広範囲な分野
のシステムエンジニアリングの専門
家をホンブルクの工場に集めたこと
で、同社は今や、完全な医療
用装置を開発・製造できるよ
うになりました。
以下でご紹介させていただく
装置は、波長分散型X線分光
器に用いられる試料交換器で
す。高度な自動化のおかげで、
多数の異なるサンプルを扱う
X線蛍光分析も、完全な自動
調整が可能になっています。
手動で行わなければならない
のは、装置へのサンプルのセ
ットだけです。コンベヤベルト
システムを導入すれば、さらに
サンプルのセット、取り外しま
で含めて自動化することがで
きます。分析は、電子線照射に
より、サンプル中の構成元素

が発する特性X線を解析することに
よって行います。原子番号4（ベリリウ
ム）以上の元素であれば、この方法
で検出できます。元素の検出限界濃
度は、0.01重量パーセントです。絶対
検出限界なら、10 -14～10 -15gになり
ます。

たとえば、ビルトイン式の多軸位置
決めシステムは、シェフラーのリニア
テクノロジー部門と緊密な連携のも
と選定された、MLFIシリーズのモジ
ュールを使用しています。お客様の
仕様に合わせて設計されたこのリニ
アシステムには、試料供給ユニットの
ほか、グリッパーユニット、および関

連する電子機器や周辺部品が付属し
ます。Radineは、機能テストおよび
プログラミング完了後に装置をお客
様にお届けしますので、お客様はユ
ニットを実際の分析装置に接続して
いただくだけでご使用頂けます。
モジュラー3Dロボットは、安定性と
精度が非常に高く、汎用性に
優れているため、以下のような
厳しい要求にも応えられま
す。
• 振動の少ない滑らかな動作
• 高い位置決め精度
• メンテナンスフリー
それと同時に、常に変わらぬ
高い信頼性で、パフォーマンス
とスループットの向上をご提
供します。
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抽選で当たる！

応募用紙

抽選で iPad Air
をプレゼント

答え：

最後に
トラック荷台の積載効率を
10％向上
シェフラーの梱包資材標準化

氏名： ___________________________________________________________
会社名：_________________________________________________________

問題
２０１４年１１月にシェフラー
が出展を行うデュッセルドル
フで開催される医療機器見本
市の名称は？
応募用紙に正しい回答を
記入してください。必要事項を記入後、
以下まで送付してください。
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
Production Machinery and Linear
Technology Division
IEBSWE-SM
Georg-Schäfer-Strasse 30
D-97421 Schweinfurt
Fax: +49 (0) 97 21/91 14 35
締切：2015年9月30日

郵便番号／都市： _________________________________________________
番地： ___________________________________________________________
Tel.: ____________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________________

2014年3月以降、
シェフラーは自社
の輸送パレットを830×630mmから
国際標準である800×600mmに切
り替えています。
シェフラーの全工場
での切り替えは2015年中に完了す
る予定です。
利点：トラック荷台の積載効率が10
％向上し、顧客満足度向上に寄与し
ます。
また、切り替えの一環として、製品包
装や、
エアキャップ、仕切り、緩衝材な
どの梱包材も適合させていきます。

以下の質問にお答えいただければ幸いです。
（活字体でお書きください。）
本誌 added competence の送付先をご記入ください。
シェフラーの生産機械事業部門、及びリニアテクノロジー部門において改善すべきとこ
ろをご記入ください。

シェフラー及びパートナー各社の従業
員の方は応募できません

2015年号予告
EMO2015（欧州国際工作機械見
本市）ハイライト
ロータリーおよびリニア軸、メインス
ピンドル、ダイレクトドライブ技術

2013/2014号の当選者

シェフラーのフィールドサービスエン
ジニア Ａｌｅｘ Ｄｕｎｋｅｌ
（右）
が当
選者である ＫＳＡ（Kubben +
Steinemer Achen GmbH）
の
Ｄｕｒｅｎ支店長 Ｍｒ. Stephan
Reinartz に商品の Ｊｕｒａ社エスプ
レッソマシンをお届けにあがりました。

+++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER
2015年、
シェフラーグループは、
以下をはじめとする多くの見
本市に参加する予定です。
HMI
（ハノーバー産業見本市）
、
ハノーバー
（4月13日～17日）
CIMT
（中国国際工作機械見本市）
、
北京
（4月20日～25日）
EMO2015
（欧州国際工作機械見本市）
、
ミラノ
（10月5日～10日）
ITMA
（国際繊維機械見本市）
、
ミラノ
（11月12日～19日）

+++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER +++ NEWSTICKER
日本の販売代理店

省スペース化：新標準では、従来よりも10％
多くパレットをトラックに積載できます。
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