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「Machine tools 4.0」に賭ける情熱  
生産機械の付加価値向上

シェフラーは様々な産業パートナー
とともに、「Machine Tool 4.0」と
いうコンセプトの共同開発を行いま
した。このコンセプトは、既存のテク
ノロジーと、センサーからクラウドに
至るまでの新しいデジタル化部品と
を橋渡しし、生産のデジタル化に向
けた確かな一歩となるものです。ここ
に至るまでに、DMG森精機による
DMC 80 FD duoBLOCK®をベー
スにした2台の第4世代試作機が、シ
ェフラーの共同開発プロジェクトの
一環として製造されました。そのうち
1台はすでに、ドイツにあるシェフラ
ーの工場で生産に使用されていま

デジタル化で実現する付加価値の向上 ― 「Machine Tool 4.0」というイノベーションプロジェクト

す。EMO見本市のシェフラーブース
では、この試作機の関連動画が公開
されます。シェフラーは工作機械用
部品のトップサプライヤー兼開発パ
ートナーとして、明確なデジタル化戦
略を推進しています。この戦略は、セ
ンサーとネットワーク構築、解析によ
って、収集したデータを幅広い工程
に利用できるようにし、顧客に多大
な付加価値を提供していくことを目
指すものです。 

「Machine Tool 4.0」コンセプトデモ機 

データソースとしての軸受 
 センサーの直接組み込み 
イノベーションプロジェクトの一環と
して使用した試作機には、機械加工
プロセスに関連するすべての軸受位
置へ、実際にセンサーを組み込みま
した。振動、力、温度、圧力をこれら
のセンサーで測定します。しかし
「4.0対応」製造機械を作るというこ
とは、単なるデータ収集だけにとどま
らず、このデータを評価、保存してア
クションを導き出す為に活用するこ
とを意味します。そのためにも、関連
するセンサー、アクチュエータ、評価
装置すべてをリンクさせた機械内部
のネットワークの構築が不可欠とな
ります。クラウドへの接続は、ゲート
ウェイ経由で行います。機械制御デ
ータを確実に伝達できるよう、短時
間処理を要求されるプロセス関連デ
ータにはPROFIBUSからPLCという
経路を使用し、その他の補助的な情
報にはOPC UAプロトコルからヒュ
ーマン・マシン・インターフェース
（HMI）という経路を使用していま
す。機械のデータはローカルのゲー
トウェイに保存されて、シェフラーの
クラウドにミラーリングされます。こ
うすることで、ネットワーク接続を行
わなくとも機械がデータ履歴を利用
できるようになります。クラウド上で
の計算処理は、ウェブサービスやアプ
リから実行できます。

ホール3、
L07 / H08ブース

ホール4
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Passion 4.0 Machine Tools
工作機械産業に向けたシェフラーの熱意

「Passion（情熱）」とは、優れたものを生み出すことに身を捧
げた人々が示す、強い熱意と献身とを表す言葉です。今年度の
EMOのスローガンも、私たちのアプローチを極めて適切に表現
していると思います。シェフラーの「情熱」は日々の業務のなか
で、とりわけ工作機械産業に注いでいます。同時に、決意や要望
という形で、お客様である皆様からの「情熱」も受け止めていま
す。「Added Competence for Production Machinery」と
いうサブタイトルは、私たちとお客様の双方に当てはまるもので
あり、私たちはその情熱によって結ばれています。

「情熱」と「工作機械」という言葉の間で目を引くのが、「インダストリー4.0」という
コンセプトです。デジタル化という分野においてシェフラーは、センサー技術の組み
込みによるシステム最適化や、データの判読および分析などあらゆるトピックにおい
て、一貫してお客様のための価値創出に重点を置くべきであるという基本理念を掲
げています。

ミラノで開催されるEMO見本市では、シェフラーがコンポーネント、ダイレクトド
ライブ、サービスツールなど多彩な製品ラインナップにより、業界をリードする革新
的なメーカーであることを知って頂く事が目的です。皆様のビジネスにとって魅力的
な、新たな技術革新もご紹介できるでしょう。しかし、シェフラーは我々の製品領域
に限ったグローバルプレイヤーに止まるだけではありません。私たち自身もまた、世

界各地で数千台の工作機械を使用する一大ユーザーでもあります。つまり、効率性の
向上、「市場投入までの所要時間」の短縮、機械の多用途性向上といったニーズを、
皆様と共有しているのです。

したがって、シェフラーは「ビッグデータ」、「製造のネットワーク化」、「バリューチェ
ーンに沿った自己組織化」といったテーマに、ユーザーとして、またメーカーとして両
方の立場から影響を受けていることになります。このため、シェフラーはEMOに先が
け、「added competence」を擁する産業パートナーの力も借りて、第4世代ならで
はのデジタル化による付加価値を可視化するデモ機製作の取り組みと投資を行って
きました。ミラノ会場のシェフラー展示ブースで、シェフラーの生産現場で活躍中の
4.0対応の工作機械が実際に動く様子を映像でご覧いただけます。

今回のニュースレターでは、今年のEMO見本市におけるシェフラーの展示の目玉に
ついて、そして過去、現在、未来を貫く私たちの哲学「生産機械に賭けるPassion 
4.0」についてご紹介します。

お楽しみいただければ、幸いに存じます。

マーティン・シュライバー
生産機械／リニアテクノロジー　事業部門　プレジデント

ビッグデータとデータ解析
データ評価はすでに実用化されてお
り、原則として出力に対して1：1とい
う関係は実現されていますが、さら
に大量データの解析が重要性を増し
ています。この流れは、データ測定自
体に加えて、十分な数の測定値また
はデータ（ビッグデータ）を他のデー
タと関連付けることによって、パター

ンが導き出されるという前提に基づ
いたものです。例えば、軸受のコンデ
ィションから機械の状態を導き出す
といった具合に、情報の価値という
点において、かつてないクオリティを
提供できることになります（データに

基づく付加価値）。適切なアルゴリズ
ムを使えば、こうしたパターンを自動
的に識別して必要な措置を導き出
し、実行することも可能になります。
そのためには、自律動作とネットワー
クへの統合の両方に対応できる、分
散型の機能ユニットが必要になりま
す。これが実現すれば、自己制御型
装置がデータをローカルレベルで解

析できるようになります。より高度な
計算処理能力が必要となる補足的な
評価は、クラウド接続を介して実行
させることができます。同様に、接続
されたすべての機械から送られたデ
ータに基づく解析評価については、マ
シン上でローカルに実行するのでは
なく、クラウドで実行されることにな
ります。 

生産デジタル化のためのシステム構造概念図
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生産への統合
デジタル化がもたらす可能性は、生
産機械だけに限られるものではあり
ません。生産環境もまた、統合的デ
ータフローによる恩恵を受けます。
人間の介入が必要になるような、孤
立したソリューションを回避すること
に加え、 ERPシステムに接続してタ
スクの自動処理ができるよう、垂直
統合を行うことも必要となってきま
す。 

生産
「ビッグデータ」をめぐる状況におい
ては、個々のコンポーネントを明確に
識別（ID）することが肝心です。この
ため、生産工程にマーキング装置を
組み込み、データマトリクスコードを
使用して各コンポーネントに一意の
識別情報を与えます。このコードは、
生産プロセス全体にわたるコンポー
ネントに付与され、組立後のコンポ
ーネントユニットのIDにも組み込ま
れます。これによってコンポーネント
の履歴解析が可能になり、トレーサ
ビリティ（追跡可能性）に関する要件
にも適合できます。

プロセス
工具先端点（TCP）における力を計
算することで、マシンの負荷やプロセ
スそのもののさらなる最適化が可能
になります。

数学モデルを用いれば、負荷発生に
よるTCPの変位を特定し、想定され
る補正値を制御ユニットにリアルタ
イムにフィードバックできます。機械
加工シミュレーションを用いれば、

推定される機械加工力を事前に特定
することも可能です。これにより、不
安定な状態を示す場合においてもあ
らかじめ定義された許容範囲を逸脱
しないような値を形成します。 

エネルギー
機械加工の工程それぞれについて実
行できる電力消費量の測定に加えて、
プロセスシミュレーションを行うこと
によって、将来必要になるエネルギー
量を特定することも可能です。経験
値と組み合わせれば、より正確なエ
ネルギー消費量予測が可能となり、
需要に基づくエネルギー購入のため
にも、また、会社全体のピーク時消費
エネルギーを最小限に抑えるために
も役立ちます。

機械の状態
機械の状態は、従来からの振動監視
方法を用いて記録します。これに加え
て、様々な軸受の潤滑状態の測定と
評価も行います。必要に応じて潤滑
を行うことによって、性能の妨げとな
ることなく装置の機能を保護すると
ともに、リソースを確実に節約しま
す。さらに、軸受が将来的にどういう
状態になるかの予測も可能になりま
す。 

メンテナンス
機械加工プロセスを区分けすること
によって、装置の負荷サイクルを透明
化できます。例えば、シェフラーが提
供する軸受計算プログラムBEAR-
INXを利用することで、軸受の定格寿
命時間に対する残りの運転可能予測
時間をオンラインで計算することも

可能です。この目的は、保留状態にあ
るジョブ処理のシミュレーションや、
推測できる個々のコンポーネントの
運用寿命に基づいて、必要なメンテ
ナンス措置を事前に計画して、機械
の稼働率を可能な限り高く保つこと
を可能にした生産管理を行うことに
あります。

そのためシェフラーでは、要求され
たハードウェアの開発（コンポーネン
トへのセンサーの直接組み込み）だ
けでなく、システムパートナーと協力
して、バリューチェーンに沿った水平
ネットワークの構築や、センサーから
クラウドに至るまでの垂直統合を積
極的に進めています。これにより付
加価値を高め、新しいMachine 
tool 4.0時代を切り拓き、業界の先
駆けとなることができるのです。 

「added competence」クローズアップ ― 「Machine Tool 4.0」コンセプトと、シェフラー、DMG森精機のエキスパートたち 

ワイヤレスLANによるスマートモバイル機器への情報の直感的な提供

トップクラスのサプライヤーでありコ
ンポーネントの開発パートナーであ
るとともに、工作機械の主要ユーザ
ーでもあるシェフラーはまさに、工作
機械の未来を切り拓くには最高のパ
ートナーです。今回ご紹介したよう
に、シェフラーはパートナーととも
に、付加価値につながるデジタル化
を積極的に推進しています。



Hochgenauigkeits-
Zylinderrollenlager N10 und NN30

in X-life-Ausführung
Bohrungsdurchmesser bis 120 mm
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新素材と生産プロセスの改善
スピンドルの性能を最大限に高めるために
樹脂製保持器付きX-life円筒ころ軸
受 - 最高回転数の向上、定格荷重の
向上、ノイズの低減、多彩なオプシ
ョンに対応
シェフラーは、X-lifeの新世代とし
て、定評のある内径30～120mmの
高精度円筒ころ軸受N10、NN30シ
リーズの基本動定格荷重をさらに最
大19％向上しました。この軸受には、
高性能樹脂であるポリフタラミド
（PPA）製かご形保持器を採用して
います。試験では、黄銅製保持器付
き軸受と比較して、特に複列軸受に
おいて回転数が大幅に向上していま
す。また、新しいポリアミド製保持器
付き軸受では、運転温度が最大で
12K低減されています。同時に、発熱
の低減により、限界回転数試験での
回転数も最大で25％向上しました。
また、黄銅保持器に比べ、ポリアミド
製保持器を使用することで得られる
低い運転温度がグリース寿命の延長
にもつながります。

樹脂製保持器付きX-life円筒ころ軸受

減衰性のある軽量樹脂製保持器を
使用することは、走行時のノイズ低
減に良い影響を与え、より静かな軸
受回転が可能になります。限界回転
数を高めた新しいX-life円筒ころ軸
受は、さらに機械の性能を高めた設
計を可能にします。特に、シリーズ高
速スラスト軸受BAXシリーズとの組
み合わせでは、最小限の油潤滑で
DmN値100万mm/min程の回転速
度が可能です。

最高性能を実現するVacrodur軸
受
高速回転性能を一定に保ちながら軸
受の負荷容量を向上するひとつの方
法として、軸受の内外輪への高性能
軸受材料の使用が挙げられます。シ
ェフラーのCronidur軸受は、優れた
負荷容量とグリース潤滑で長寿命化
できる点で、長年、最高クラスの軸受
として評価されてきました。新しい
Vacrodur高性能鋼は、そのCro-
nidurを上回る静定格荷重、動定格
荷重と、優れた摩耗特性を実現しま
す。Vacrodurは、粉末冶金で製造さ
れた高性能鋼で、均一な微細構造に
より、高い硬度と強度を実現してい
ます。Vacrodurはほとんどの塵埃粒
子よりも固いため、たとえ潤滑剤が
枯渇し、汚染状況下でも、優れた耐
摩耗特性を発揮します。また、高い
表面硬度によって、ブリネリングの発
生の低減にも繋がります。Vacrodur
軸受は、転走面の塑性変形なしに、
より高い荷重を支えることができま
す。同じ内部設計の100Cr6製軸受
と比較して、基本動定格荷重が65％
向上しています。シェフラー
は、Vacrodur製スピンドル軸受を大
きな応力が発生する軸受支持部のソ

リューションとして提案します。その
他、この高性能鋼は、摩擦と汚染の
混在条件下、及び高い静荷重にさら
される軸受支持部などに有効です。

X-life円筒ころ軸受と新しいパッケージ

運転中のミリングスピンドル

X-life技術により、基本定格寿命が向上

QRコードから、カタログのダ
ウンロードが出来ます。

Basic dynamic load rating 19% higher - Rating life up to 65% longer

Competitor bearing

Schaeffler X-life bearings N10, NN30
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Super Precision Cylindrical Roller Bearings
N10 and NN30 in X-life Design

Bore diameter up to 120 mm



Hochgenauigkeitslager
Spindellager 

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager 
Axial-Schrägkugellager

Passion 4.0 Machine Tools

Spindle Bearings in Practice
Calculation and Design Manual
for Machine Tool Main Spindles 

with Rolling Bearing Support 

Super Precision Bearings
Spindle bearings 

Super precision cylindrical roller bearings 
Axial angular contact ball bearings
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精度等級P4の新しいFAGスピンドル軸受

精度等級P4のスピンドル軸受 
シェフラーは現在、ベルト駆動、モー
ター駆動によるミリングスピンドルな
どに向けた、精度等級P4のスピンド
ル軸受を提供しています。開放形単
列軸受B70シリーズには、転動体案
内の樹脂製保持器が搭載されていま
す。これらの軸受は接触角がそれぞ
れ15°、25°で、標準予圧がUL級、回
転精度以外に関しては実績のある従
来の高精度スピンドル軸受B70シリ
ーズ同様にP4Sとなります。内径は
25～100mmまで取り揃えていま
す。さらに、FAG P4スピンドル軸受
にはデータマトリクスコードが印字
されており、新しいPrecisionDesk
アプリ（12ページ参照）と合わせて、
軸受が正規品であることを確認で
き、将来的には、性能、取り付け情報
の検索を含む追加機能が提供されま
す。

グリース及びオイルの再潤滑装置 
FAG CONCEPT PRECISIONで、正確で効率的なスピンドル軸受の 
潤滑が可能に
シェフラーの新開発の小型潤滑装置
であるFAG CONCEPT PRECI-
SION GREASEとFAG CONCEPT 
PRECISION OILは、スピンドル軸受
の給油精度と効率を最大限に高めま
す。これらの高速ころがり軸受支持
部の開発においては、潤滑剤の適切
な供給と除去、潤滑剤の量、放熱、そ
して潤滑剤そのものが優先項目とし
て検討されました。

FAG CONCEPT PRECISION 
GREASE
メインスピンドル専用再潤滑装置
FAG CONCEPT PRECISION 
GREASEで、シェフラーは、1ストロ
ークの吐出量に関する要件を満たす
ため、メインスピンドル専用に設計さ
れた潤滑装置を提供します。グリース
を充填したチューブが吐出口に接続
され、再潤滑用の潤滑リザーバーを
形成します。カートリッジには圧油が
入っており、グリースの供給時にホー
スに注入されます。グリースと圧力媒
体は、チューブ内の球により分離され
ています。供給量は1ストローク、供
給ラインあたり0.025ccです。潤滑
装置内でグリースが分離するのを防
ぐため、再潤滑時のみ、圧力が加え
られます。

FAG CONCEPT PRECISION 
GREASE以外にシェフラーから提供
される小型潤滑装置には、吐出口が
1つまたは2つ搭載された、ロータリ
ーテーブルベアリングなどの再潤滑
に最適なFAG CONCEPT2、最大8
つの吐出口を搭載可能なFAG CON-
CEPT8があります。FAG CON-
CEPT8は、たとえば工作機械のリニ
ア軸の再潤滑に利用可能です。

FAG CONCEPT  
PRECISION GREASE
自動再潤滑装置

高速スピンドルの直接注油専用
に設計され、圧縮空気が不要な
FAG CONCEPT PRECISION 
OIL

FAG CONCEPT PRECISION 
OIL
圧縮空気を使用せずに直接注油
非常に高い回転数（160万mm/min
以上）が求められるアプリケーショ
ンでは、オイルエア潤滑を使用する
のが最新の方法です。しかし、これに
は、圧縮空気が必要なため、資源の
消費量が多く、コストがかかるという
欠点があります。3交代制での運転
で1台のスピンドルモーターの軸受を
潤滑するだけでも、年間約700€の
圧縮空気のコストが発生します。ま
た、空気のろ過不足や、不十分な乾
燥が原因の結露により、スピンドル
が突然故障することもあります。

その解決策であるFAG CONCEPT 
PRECISION OILは、圧縮空気を媒
体として使用せずに、最小量の潤滑
油を直接注油します。この画期的な
再潤滑装置では、ダンパースロットル
の圧縮空気により潤滑油を軸受に送
り出します。このユニットにより、ほ
ぼ連続的に一定量の潤滑油を軸受に

送り出すことが可能です。Weiss 
Spindeltechnologie社と共同で、モ
ータースピンドルのプロトタイプで試
験を実施した結果、その実用性が証

明されました。直接注油装置の速度
依存型制御により、さらなる最適化
を実現できる可能性があります。

2015 EMO見本市の開催に合わせ
て、FAGスピンドル軸受カタログ最
新版SP1が発行されます。
新しいSP1には、過去3年間で行わ
れた数多くの製品改善を受けて、
メインスピンドル用FAG超高精度
軸受に関する最新の性能データが
収録されています。高性能スラスト
アンギュラ玉軸受、高精度円筒ころ
軸受、複列スラストアンギュラ玉軸
受のほか、シリーズ高速メインスピ
ンドル用の新しいFAGスラスト玉
軸受BAXシリーズを収録します。
さらに、特殊ソリューションについ
ても紹介しています。

スピンドル軸受カタログ最新版
以下の技術的基本情報が、明確かつ
詳細に記載されています。
• コンポーネントおよび材料
• 公差
• 速度
• 剛性
• 定格荷重および寿命
• 潤滑
• 設計例
• 取り付け方法
• 軸受の状態監視
また、技術情報をまとめたセクション
では、ユーザーにとって有益と思わ
れる、詳細な取り付け説明や、具体
的な使用例も記載されています。軸

受選定のチェックリストや世界各地
の問い合わせ先情報、キーワード索
引など、情報を探しやすいよう工夫さ
れています。カタログの構成も、さら
に使いやすく、用途に重点を置いた
編集になりました。
大変好評だった旧版と同様、SP1の
最新版は従来のカタログの域を大き
く超えて、大学での教育にも、取り付
けトレーニングにも使用できるよう
な、充実した内容となっています。
スピンドル軸受カタログSP1最新版
を補完するものとして、シェフラーは
テキストブック「SLP：Spindle 
Bearings in Practice（実用スピン

ドル軸受）の英語版を、今年の
EMO見本市で初公開する予定で
す。

ご注文・ダウンロー 
ドに関するお問い 
合わせ：



Absolutwert-Winkelmesssystem
für die Werkzeugmaschine

Direkt integriert ins Präzisions-Rundachslager

Die leistungsstärkste Rundachse der Welt
Doppelte Drehzahl für Rundtische

Absolute Angular Measuring System 
for Machine Tools

Directly Integrated in the Bearing 
for Precision Rotary Axes

The Highest Performance Rotary Axis
in the World

Double the speed for rotary tables
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回転軸向け軸受・駆動ソリューション  
工作機械業界標準
シェフラーでは、単に製品のシリーズ
展開を行うのではなく、問題となる
優先される特性に応じて最適化し
た、多彩な軸受シリーズを提供して
います。特別にカスタマイズされたソ
リューションにも対応しています。

ロータリーテーブル軸受シリーズ ― 
あらゆる用途で最高の性能を提供
アキシャル／ラジアル円筒ころ軸受
YRTCは、モーメント剛性の点におい
てトップクラスの性能を実現していま
す。また、最高の機械加工精度と切
削性能を実現します。

特許取得済の特殊な軌道形状を採
用したアキシャル／ラジアル円筒ころ
軸受YRTSは、予圧タイプのころ軸受
では他に並ぶもののない摩擦レベル
を提供します。例えば、内径325mm
の標準的なロータリーテーブル軸受
の場合、100rpmで90Nmの摩擦ト
ルクが生じますが、YRTSベアリング
ならば摩擦トルクは何と、わずか
10Nmです。S1動作で24時間365日
稼働させるとした場合、1年で約
1,000€に相当する約800Wのモー
タ消費電力を節約できることになり
ます。運用コスト節約というメリット
と同時に、熱膨張が少ないことによ
る、卓越した加工品質が得られるの
です。YRTSシリーズはそれゆえ、回
転動作を行うロータリーテーブルに
おける業界標準となっています。

フランジマウンティングを想定して
設計されたZKLDF..Bスラストアンギ
ュラ玉軸受もまた、超高速動作とい
う要件が課されたロータリーテーブ
ルにおけるマーケットリーダーで
す。IDAM RKIトルクモーターと組み
合わせることによって、ロータリーテ
ーブルの限界速度を大幅に向上させ
ています。最高速度に到達しない状
態では、軸受の摩擦が極めて低く抑
えられるため、機械構造部への熱放
散も低減できます。この点が、加工精
度にとってプラスに働きます。

トップクラスの技術による角度測定
システム ― 
アブソリュートシステムYRTMAの
量産準備が完了
ロータリーテーブルで最高の位置決
め精度を実現するには、スケールを
軸受に組み込むことをおいて他にあ
りません。この場所こそがシステムの
「ゼロ点」、すなわち機械加工時に
発生する力による変形やオフセット

YRTMA ― アブソリュートシステムを統合したロータリーテーブル軸受 YRTC ― 最高のモーメント剛性を誇るマーケッ
トリーダー

RIB： 新世代のIDAMトルクモーター ― 極めて
大きいトルクで、損失は最小限に 

詳細はSSD 27及び
SSD30をご覧下さい｡

の影響が最も小さい場所であり、測
定スケールの径を大きく、また、軌道
と同じ精度でスケールを組み込むこ
とが可能な場所でもあります。高耐
久性の測定システムを比較的径の大
きい軸受に組み込むことによって、ス
ケールを最適な形で使用できること
になります。シェフラーは、ピッチコ
ード式リファレンスマークを施した磁
気抵抗式測定システムと、誘導式ア
ブソリュートシステムの両方を提供し
ています。リファレンスマークを施し
たシステムは、工作機械に使用され
ている多くの制御装置に搭載されて
いる1Vpp電気インターフェースと互
換性がある点が強みです。この点に
ついては、装置に多様な制御装置を

搭載する必要のある工作機械メーカ
ーから、特に評価されています。アブ
ソリュートシステムの場合、装置の電
源投入後に原点復帰を行う必要はあ
りません。そのため、トルクモーター
の極位置は、制御システムからも即
座に把握できます。これによって、電
源異常があった場合でも加工物から
のツール引き戻しを適切に制御でき
ます。

EMO 2013に出展された、シングル
測定ヘッド式の誘導式アブソリュート
システムYRTMAの量産準備が整い
ました。新しいシングルヘッドシステ
ムの実用化は、世界でこれまでに類
を見ないものであり、シェフラー自身
の予想をも超える、2角度秒という驚
きの位置決め精度を実現しました。
この能力は、ロータリーテーブルとフ
ライスヘッドで実証され、業界トップ

クラスのユーザーにも完全に納得し
て頂けるものとなっています。特許出
願中の測定ヘッドは、ヘッドを軸受に
セットした際に測定ギャップを自動
的に調整するよう設計されていま
す。追加調整は不要です。外部から
いつでも測定ヘッドにアクセスしやす
い構造になっている点も、ユーザーに
とって特に使いやすい特長となって
います。システムは、SSI＋、1Vpp、
シーメンスのDrive-CliQ、ファナック
のAlpha、ハイデンハインのEn-
Dat2.2といった標準的なインターフ
ェースを装備しています（現在準備
中）。

４種のトルクモーターシリーズ ― 
RIBダイレクトドライブシリーズが新
登場 
EMO 2015では、トルクモーターの
新シリーズ、RIBが初披露されます。
「高トルク、低損失」というカテゴリ
ーに属するこのダイレクトドライブ
は、世界トップクラスの性能を誇りま
す。ダイナミックかつパワフルな切
削、位置決め、同期運転、旋回作業
に使用するロータリーテーブル、ロー
タリーテーブルのティルト軸、フライ

スヘッドなどへの使用に最適です。（
詳細は、RIBモーターのプレスリリー
スで紹介しています。）

EMO 2013に出展されたトルクモー
ターシリーズRKIは、超高トルク、高
速、低損失といった特長を兼ね備
え、技術的にトップクラスに位置して
います。例えば、ターニング加工も可
能な複合工作機械（フライス削り／タ
ーニング／ハードターニング／研削）
用のロータリーテーブルに最適です。
この製品は、トップメーカーの最上位
機種向け市場でその価値の高さを証
明しています。
HSRV／SRVトルクモーターシリー
ズは、最高クラスの最大速度と同期
性能を誇ります。これらドライブは、
超高速（>2,000min-1）のロータリ
ーテーブル、ツールまたはワークピー
ススピンドル、また送り軸ボールねじ
のダイレクトドライブとしての用途に
特に適しています。

トルクモーターシリーズRMF／RMK
は、歯車研削、測定機、光学レンズ加
工、1µm未満レベルの超高精度加工
など、超高精度加工の回転軸に適し
ています。例えば、オプトテック
（OptoTech）社による8軸の超高精
度研削・研磨センターUPG2000な
ど、世界最高クラスの精密機械に採
用されています。



Passion 4.0 Machine Tools

最高のパフォーマンスを実現するパートナーシップ
グローバル企業が信頼する、シェフラーのロータリーテーブルベアリング
卓越した性能と技術的優位性により
シェフラー製品は、拡大するグロー
バルマーケットで高い評価を受けて
います。YRTシリーズは、その高負荷
容量と剛性、優れた精度により、グロ
ーバルに展開する機械・システム製
造業者からも高い評価を得ていま
す。YRT325ベアリングのアキシャ
ル／ラジアル方向の振れは、標準で6 
µm未満、高精度仕様では3 µm未満
です。さらに、高速運転に対応する
YRTSでは、高速な連続運転状態に
おいても、同等の精度とより優れた
モーメント剛性を実現し、旋削加工
とフライス加工の複合加工に対する
要件に応えるものとなっています。新
世代のYRTCロータリーテーブルベ
アリングは、より大きなサイズに対応
するベアリングで、モーメント剛性が
向上しているほか、摩擦トルクが低
減されています。複列スラストアンギ
ュラ玉軸受ZKLDFは、極めて高速な
動作要件に適したものとなっていま
す。

寶嘉誠工業股份有限公司（Parkson 
Wu Industrial Co., Ltd）と潭興精
工企業有限公司（Tanshing Accu-
rate Industrial Co., Ltd）の2社
は、台湾最大手の高精度ロータリー
テーブルメーカーです。1990年創業
の寶嘉誠公司は、台湾における自動
パレット交換システムおよびCNC割
り出しユニットの開発と大量生産の
パイオニアです。現在の主要製品とし
ては、5軸フライス盤に使用する最新
のテーブルユニットのほか、ハイエン
ドの1軸・2軸CNC回転軸サブアセン
ブリ、ワークテーブル用の自動パレッ
ト交換装置などが挙げられます。

和昕精密科技 工場

寶嘉誠公司は2014年より、シェフラ
ーと協力して高精度の横形CNCロー
タリーテーブルの開発を進めていま
す。航空宇宙、自動車、消費者向け電
化製品のほか、高速旋削加工とフラ
イス加工を想定して作られたテーブ
ルには、INA ZKLDFスラストアンギ
ュラ玉軸受が採用されています。精
密さと耐荷重性能に対して特に厳し
く要求される、高速での加減速が必
要とされる用途にも使用できます。

要求仕様に適合したダイレクトドライ
ブモーターと組み合わせる事で、今
後いっそう厳しさを増す事が予想さ
れる製造業界の極めて複雑な要求に
も応えます。各種ロータリーテーブル
の取り合い寸法を統一することによ
り、1つの（同一の）基本的機械構成
で高速／低トルクのオプションや、低
速／モーメント剛性最大のオプショ
ンを切り替えられるため、機械加工
に関するお客様の様々なニーズに対
応できる仕組みを実現しています。

新しい「高精度の横形CNCロータリ
ーテーブル」は、日本の2014 JIM-
TOF、台湾の2015 TIMTOS、北京
の2015 CIMTなど、アジア地域で注
目を集める数々の工作機械見本市に
出展されました。どの会場でも、世界
中の観客から大いに関心が集まりま
した。シェフラーは、工作機械開発に
おけるトレンドに対応すべく、
「E&M（電子・機械）統合プログラ
ムを提唱しました。

和昕精密科技有限公司（TANSH-
ING by HOSEA）は、潭興精工の新
工場として2008年に設立されまし
た。主軸製品は5軸ロータリーテーブ
ルで、毎年300台以上を国外に輸出
しています。この機械ユニットによ
り、同社は台湾国内における機械生
産分野で最前線に立っています。高
精度を確実に実現するため、和昕精
密科技では最大90%までの機械部
品を自社製造しています。個々の部
品の精度を管理することが絶対不可
欠であることを十分理解しているか
らです。潭興のロータリーテーブル製
品は、ここ7年間でヨーロッパに広く
普及するまでになりました。

技術的専門性を共有する事で、和昕
精密科技とシェフラーは互いの信頼
関係の礎を築き上げました。シェフ
ラーは2015年、主に5軸CNCマシニ
ングセンタと横形マシニングセンタ
用ロータリーテーブルに、YRT-Cシ
リーズ軸受の供給を予定していま
す。シェフラーは「シェフラーインサ
イド」という品質・精度コンセプトを
通じて、お客様に極めて信頼性に優
れた高品質製品を提供し、これによ
って、パートナー関係を結ぶ企業とし
ての当社と、エンドユーザーや機械オ
ペレーターとの間に「win-win」の関
係を生み出します。

高速回転対応 ZKLDF

寶嘉誠工業 ロータリーテーブル 寶嘉誠工業 工場
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コンパクト静圧リニアガイドシステムHLE 4.0  
アクティブ制御に対応

卓越した負荷容量を備えたスマートアクチュエーター
エレクトロメカニカル・リニアアクチュエーター向けの革新的なねじ駆動装置を実現

X-lifeの第2世代であるコンパクト静
圧リニアガイドHLEが新たに圧力セ
ンサーを内蔵しました。このHLE4.0
の機能によって機械加工時のリニア
ガイドのアクティブ制御を行い、加工
品質と加工効率の向上が可能になり
ます。また、万一の金属接触による
損傷を回避するため、サドルプレート
の圧力ポケットにはすべり部材が採
用されています。最新のHLE-A-XL
では、このすべり部材として、特殊な
ブロンズコーティングを施して、緊急
時にも良好な走行性能を確保できる
ようになっています。

シェフラーは、従来のローラーねじ
駆動装置（RGT）とボールねじ駆動
装置（KGT）に加えて、新しい構造と
機能原理を採用した遊星ねじ駆動装
置（PWG）により、ねじ駆動製品の
ラインナップを拡充しました。遊星ね
じ駆動装置（PWG）シリーズは5
～25mmまでのスピンドルサイズに
対応します。また、極めて優れた負荷
容量とねじのピッチを最小限に抑え
ることが可能なことを特徴としてい
ます。高出力に対応できるため、油圧
駆動装置に代えて使用することも可
能です。

遊星ねじ駆動装置（PWG）は、上下
動する、平行なV字型の溝を施した
遊星ギヤがスピンドルの外周を回転
します。これら遊星ギヤと遊星ねじ駆
動装置の回転は、遊星ギヤの端とか
み合うように両端に溝を施した2つ
のねじ駆動ナットによって支えられて
います。多数の転がり接点を設けるこ
とで、遊星ねじ駆動装置（PWG）は
他の2種類の駆動装置の構造と比べ
て優れた負荷容量と剛性を実現して

圧力センサーを内蔵した静圧式コンパクトリニアガイドシステムHLE-A-XL

PWGは、5～25mmのスピンドル径に適応し、高
出力に対応

本製品の活用により、工作機械本来
のコンセプトはそのままに、様々な付
加価値を提供する事が可能となりま
す。HLE-A-XLは優れた減衰性能と
高い動剛性を兼ね備えています。つ
まり、切削の高速化、表面品質の改
善、ツール耐用年数の向上につなが
ります。

画像提供：シェフラー遊星ねじ駆動装置（PWG）の構造：スピンドルと遊星ギヤは圧造法により製造されています。

います。負荷を内部で適切に分散さ
せ、スピンドルねじの側面とクラウニ
ング加工が施された遊星ギヤの溝の
側面との接触条件を最適化すること
により、摩擦レベルは低く抑えられて
います。

スピンドルと遊星ギヤは転造によっ
て製造されています。ファイバーフロ

ーの最適化および十分な材料圧縮が
可能となるため、強度は最大になり、
この結果従来品と比べ定格荷重が
15％向上しています。この製造方法
により、遊星ねじ駆動装置（PWG）
は圧造法を使用したボールねじ駆動
装置と同等の水準までコストを削減
しています。また、2分割されたスピ
ンドルナットの間にスペーサーを挟
むことで簡単にスキマ0や予圧の付
加の実現可能です。

省スペース、高出力密度対応、コス
ト削減を実現 
例えば、遊星ねじ駆動装置（PWG）
はピッチ0.75mmで40Ncmの回転
トルクから200Nという驚くべきアキ
シャル荷重を生み出します。これによ
り、低価格の小型モーターでも極め
て高いアキシャル荷重を実現できま

す。また、スピンドルナット外周上に
フェザーキーを接続すれば、電気駆
動装置も容易に組み込むことができ
ます。

すでに、太陽光発電分野におけるミ
ラートラッキングシステム、工作機械
におけるツールのクランプ・リリース
機構、機械産業分野における板金加
工用フィードユニット、板金曲げ機、
樹脂製射出成形機用のロックシリン
ダー、リベット締め・切削装置、接着
剤計量システムといった領域に応用
され、先進的なプロジェクトがスター
トしています。また、自動車産業向け
には、クラッチアクチュエーターとし
てすでに量産されています。

詳細な情報は、カタログ
PCB35を参照下さい。

Spacer disc

Nut half I

Planetary disc

Retaining ring

Spindle

Planets

Nut half II



Passion 4.0 Machine Tools

2015/2016年号 – 9ページ

経済的なプラグアンドプレイソリューション
工作機械、特殊機械向けリニアガイドシステム
多くの機能を少ない部品に組み込む
ことで、シェフラーは経済的なリニア
ガイドシステムを実現しました。これ
らのシステムは、標準製品としても、
カスタム製品としても設計、製造され
ます。エンジニアリング、ドライブテク
ノロジーに加え、最終組立、配線、制
御装置のパラメータ設定、起動手順
などの追加サービスを含むプラグア
ンドプレイのサブシステムとして利用
可能です。

コネクターとシェフラーのドライブテクノロジーを
含む個々のシステムソリューション

リニアガイド、歯付きベルトドライ
ブ、ボールねじドライブ、遊星減速
機、測定システム、ロータリーエンコ
ーダ、キャリッジ、潤滑装置、リミット
スイッチ、カバーが独自のアルミニウ
ム押出形材に組み込まれています。
これらは、FEMにより、荷重条件に
合わせて最適化されています。

伸縮型アクチュエーターMTKUSE
で工作機械のスペースを確保
伸縮型アクチュエーターMTKUSEの
設置長さは実際のストロークよりも
小さいため、より広い作業空間を他
の機械やプロセス用に確保できま
す。より柔軟に機械を設計し、安全パ
ネルの後ろの領域や別の作業領域へ
の移動が可能になります。

伸縮型アクチュエーターMTKUSE
は、ピックアンドプレイス、または、
工具移載装置などに取り付けられる
補助軸専用に設計されました。3つ
の高精度リニアボールガイドシステム
が上下に積み重ねられたMTKUSEの
ストロークは、ベースアクチュエータ
ーの2倍以上です。リニアユニットは
両方向に伸縮可能です。ギア付きサ
ーボモーターがアルミニウムの外郭
に設置され、ラックピニオン駆動装
置を介してアクチュエーターを駆動
します。お客様の要望に応じて、幅広
いメーカーのサーボモーターや、すき
まの小さい高精度遊星減速機の取り
付け、リミットスイッチやリニアエンコ
ーダーを組込むことができます。サー
ボ制御装置で電流を検出し監視する
ことで、摩擦トルクや軸受の状態を
間接的に評価することが可能です。

位置決め、繰り返し精度に優れた高
精度リニアテーブルLTP
高精度リニアテーブルLTPは、工具の
正確な移動、機械加工または状態監
視などの高い繰り返し位置決め精度
が求められる場合に使用されます。
リニアスライドは、高精度リニアボー
ルガイドシステム上の精密加工され
たアルミ板で支えられており、低ノイ
ズ走行が可能で、滑り抵抗も低く抑
えられています。ユニットの駆動はサ
ーボモーターとボールねじ駆動です。

また、リニアモーター駆動も可能で
す。リニアエンコーダとポジションス
イッチは、お客様の要望に合わせて
適用可能です。高精度リニアテーブ
ルLTPは、3つのサイズが用意されて
おり、減衰性に優れた鋳鉄製もオプ
ションで提供されます。異物や液体
の侵入を防ぐため、LTPにベローズ
や金属製の伸縮カバーを取り付ける
ことが可能です。KGEHカップリング
ハウジングは、さまざまなメーカーの
サーボモーターをお客様の要件に従

って取り付けられるようにするため、
オープンインターフェースとして開発
されました。また、サーボ制御装置に
より、摩擦トルクや軸受の状態を間
接的に評価することが可能です。高
精度リニアテーブルは、工具移載装
置、工具のマーキング加工やコード
の印字に使用するレーザー装置な
ど、工作機械の補助軸として使用さ
れます。

伸縮型アクチュエーター
MTKUSEとリニアアクチ
ュエーターMDKUVE25-

KGTの組み合わせ 

シェフラーのリニアアクチュエーターとリニアテ
ーブルの一例：（左から）リニアテーブル 

LTS-KGT、リニアアクチュエーターMKUVE-
KGT、リニアアクチュエーターMLF-ZR



Lager für Gewindetriebe
in X-life-Qualität

Längere Lebensdauer, höhere Drehzahlen
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リニアガイドシステム4.0  
送り軸用高性能コンポーネント 

X-lifeスクリュードライブサポート軸受  
長寿命且つ、限界回転数の向上による生産性の向上

必要に応じた潤滑および軸受状態監
視を容易にするため、センサーユニッ
トを搭載した第5世代のリニアローラ
ーガイドシステムRUE-Eが誕生しま
した。潤滑状態を監視するセンサー
が機械の制御装置にフィードバック
を行い、例えば、革新的なFAG 
CONCEPT8多点潤滑装置などによ
る自動再潤滑を開始させます。

キャリッジに直接配置された圧電形
加速度センサーが、軸受の状態を監
視します。

そして、振動速度、振動加速度など、
ころがり軸受の各種パラメータを接
続されているしきい値監視機能付き
信号変換器に送ります。新しい
RUE-Eシリーズのこのコンセプトに
より、シェフラーは機械の制御装置
からの即時フィードバック機能や情

スクリュードライブ駆動システムの性
能を最大限に引き出す為には、対応
する性能、負荷容量、ダイナミクスを
提供できる軸受支持部が必要で
す。INAのZKLNおよびZKLFシリー
ズの複列アンギュラコンタクト玉軸受
(予圧あり)は、このような場合に利点
を発揮します。そして長年の実績を持
つこのシリーズが、X-life品質を標準
仕様として製造されるようになりまし
た。

加速度センサーを内蔵した、INAのリニアローラ
ーガイドシステムRUE-E 4.0

新しいX-life品質の 
INA ZKLF（フランジタイプ）
およびZKLN

報交換機能、必要に応じた自動潤滑
機能、メンテナンス処置の自動開始
機能をユーザーに提供するシステム
を開発しました。手作業による潤滑
の手間が省け、潤滑剤の消費量も最
大30%まで削減可能です。

この自動化された状況監視機能によ
り、予測的にメンテナンスを実行する
ことができ、高い可用性と品質の向
上、さらにはTCOの削減につながり
ます。

X-lifeの製造工程を変更することに
より、基本動定格荷重が10％向上
し、基本定格寿命は30％増加しまし
た。さらに、試験によって、限界回転
速度が最大60％増加することが検
証されました。お客様の利点として、
摩擦の低減により、軸受の発熱が減

り、その結果、精度、ダイナミクス、機
械加工の仕上がりを向上することが
できます。また、早送り時に機械をよ
り高速で運転できるため、効率も高
まります。もうひとつの利点として、
工作機械の精密位置決め時に一定の
動きが可能となります。重要なこと
は、位置決め中の摩擦が一定に保た
れるということです。ベンチマークで
は、新しいINAブランドのZKLN、 
ZKLF軸受が、たとえ位置決め動作
が低速に変更される場合でも、一定
の摩擦トルクで回転することが判明
しています。そのため、より正確な位
置決めが可能です。

QRコードから、カ
タログのダウンロ
ードが出来ます。
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ミラノ万博、EMO欧州国際工作機械見本市 
「地球に食料を、生命にエネルギーを」 

世界トップクラスの工作機械見本市
EMOの来場者にとっては、同じ展示
会場で最終段階を迎えたEXPO 
2015と会期が重なるという、嬉しい
出来事となりました。何といっても、
関連分野あるいはまったく別の分野
からのアイディアや製品、コンセプト
から、問題解決のヒントが生まれる
ことは珍しくありません。

EXPOの今回のスローガンは、テクノ
ロジー、イノベーション、文化、伝統、
創造性、資源や生命といったテーマ
と組み合わせたものです。

「Passion 4.0 Milano」 ― 文化とビジネスの中
心地。セント・アンブローズ大聖堂だけでも、一見
の価値あり。

ホスト国イタリア。スタイリッシュなEXPO 2015パビリオン 

ドイツのパビリオン「Be active」

「Machine Tool 4.0」と同様に、「
地球」というシステム全体を見渡す、
ネットワーク化された未来志向の視
点をもたらしてくれます。視野を広げ
るチャンスが得られるというのは、嬉
しいことです。ここでは、EMOの展
示ブースを次々に移動するだけでな
く、世界の市民として国から国へと散
策をすることもできるのです。

偶然ですが、EMO巡りがちょうど一
周するドイツ館では、「Be active（
行動せよ）」というスローガンを掲げ
ています。確かに、来場者全員に当
てはまるフレーズです。

EMOでの展示ブース： 
ホール3、L07 / H08ブース

ホール3、
L07 / H08ブース



Spindle Bearings

Bemerkungen / notes:

Titel / title Scan2 Lager WAN 
Lagertyp / bearing type B7014-E-TVP-P4-UL
Produktionsdatum / date of production 35K
Seriennummer / serial number 2DS.UB/9769534611F.7

Istwertkennzahl Außendurchmesser 
diameter code OR (DDmp ; DDs)

-4 Istwertkennzahl Bohrung 
diameter code IR (Ddmp ; Dds)

-3

Breitenabweichung 
width deviation (DBs ; DCs)

-58 axialer Überstand 
offset (a)

-1,1

Druckwinkel 
bearing angle (a0)

15

PrecisionDesk
シェフラーによる、超精密軸受用アプリが新登場

携帯性 ― 高信頼性 ― 時間短縮 
スマートフォンや組立工程のパソコ
ンに保存可能
シェフラーが新たに発表した無料ア
プリPrecisionDeskは、超高精度の
ロータリー／リニアベアリングのため
のサービスを提供します。EMO 
2015見本市で初披露されるこのア
プリは、工作機械、繊維機械および
印刷機械、食品・パッケージング用
機械、その他高精度軸受支持部を必
要とする用途に用いられる軸受コン
ポーネントの選定や、取り付けを行う
作業者とエンジニアをサポートしま
す。

アプリユーザーは、高速で信頼性に
優れた下記のソフトウェア機能を利
用できます。

データにはスマートフォン、タブレッ
トPC、組立工程のパソコンからアク
セスできます。つまり将来的には、ス
ピンドル軸受やロータリーテーブル
ベアリングの点検シートを軸受単位
で直接呼び出し、アプリを利用して
送信すれば、文書化することも可能
になります。スピンドル軸受の場合、
軸受に関する電子データセット（.
csv形式）を生成して、例えば物流シ
ステムなどに利用することも可能に
なります。シェフラーのお客様は、ア
プリを利用して在庫の監視、組立ラ
インの品質改善に役立てることがで
きます。シェフラーは軸受のみでな
く、サービスツールの分野でも市場を
開拓していきます。

超精密軸受のためのPrecisionDesk
アプリ（回転軸、リニア軸、メインス
ピンドル、送り軸）

スピンドル軸受の点検シートも超精密軸受の検査票（例：B7014-C）もPrecisionDeskアプリから直接
入手可能 

偽造防止機能： パッケージまたは軸受上に表示されたデータマトリクスコード

ユーザーは、軸受または軸受パッケ
ージに刻印されたデータマトリクス
コードをスキャンするだけで、次の機
能にアクセスできます。 

アプリはまず英語およびドイツ語版
が公開されます。他の言語について
も順次対応する予定です。Preci-
sionDeskの開発計画は、シェフラー
のIT部門とビジネスパートナーとの
協力のもとで進行中です。

アプリはAndroid、iOS、Windows
ベースのオペレーティングシステムで
利用可能です。各OS対応のアプリス
トアからダウンロードいただけます。
下記のQRコードから、アプリの詳細
情報を確認できます。表示されたリン
クからの、アプリストアへの移動も可
能です。

偽造防止機能
• DMC検証機能

軸受検査票（スピンドル軸受用）
• 軸受ID 
• 型番 
• 製造日 
• 寸法コード 
• 幅の寸法差 
• 接触角 
• オフセット 

取り付け時の推奨情報
• グリースの適正量
• グリースならし運転
• ユニバーサル軸受セット
• 許容加熱温度
• 型番および刻印 

仕様情報
• カタログ情報
• その他の製品情報
• シェフラーメディアライブラリへ

の直接アクセス

サービス
• 販売店
• ホットライン 
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PrecisionDesk
シェフラーによる、超精密軸受用アプリが新登場

BEARINX®
高度な技術要求に応える、高性能の軸受解析計算ツール
シェフラーは、複雑なシステムに使用
される軸受の設計および計算を可能
にする強力なツール、BEARINX®を
開発しました。回転運動や、直線方
向に運動するアプリケーションに、
最適なソリューションを提供します。
単体の軸受から、複雑なシャフトシス
テム、さらには特定の動作条件下で
のシミュレーションに至るまで、軸受
の詳細な解析を可能にします。 

BEARINX®のフルバージョンでは、
様々な計算モジュールが利用可能で
す。

BEARINX®のカスタマーバージョン
は、各シェフラーブランドのカタログ
に掲載されているすべての軸受を網
羅した軸受データベースにアクセス
できます。ご要望があれば、特殊軸
受にも対応可能です。寿命計算に
は、外側からは見えない内部要素部
品のデータも織り込まれます。そのた
め、軌道面と転動体、両方のプロファ
イルデータが考慮され、軸受計算に
おける近似値を算出した場合と比べ
て、計算結果の精度は大幅に向上し
ます。BEARINX®カスタマーバージ
ョンは、コスト面から見ても魅力的で
す。ご使用にあたり、いくつかの契約
条件があり、初期教習ならびに諸費
用が必要になります。メンテナンス料
やライセンス料は不要である上、大
学からアクセスする場合はすべて無
料で、お客様自身でのインストールは
必要ありません。計算は、次のモジュ
ールを使用してオンラインで実行さ
れます。

• BEARINX® Shaft Calculation 
― 弾性変形を考慮した、ころがり
軸受システム用計算モジュール 

• BEARINX® Spindle Calcula-
tion ― 工作機械向け、スピンド
ル軸受システム用計算モジュール 

• BEARINX® Linear Calcula-
tion― リニアガイドシステム用計
算モジュール 

専門性の高い工作機械用計算ツールBEARINX® ― 必要なときいつでも利用可能

BEARINX®オンラインEasyモジュ
ールにより、素早く簡単、無料での
計算が可能に
シェフラーが提供するBEARINX®オ
ンラインEasyモジュールは、オンラ
イン限定の無料計算ツールで、使用
制限もありません。初期登録は短時
間で行うことができ、登録後すぐに
計算作業を開始できます。
• BEARINX®オンライン 

Easy Linear 
• BEARINX®オンライン 

Easy Friction 
• BEARINX®オンライン 

Easy Linearsystem 
• BEARINX®オンライン 

Easy Ballscrew 
• BEARINX®オンライン 

Easy RopeSheave 
• BEARINX®オンライン 

Easy EMachine 

BEARINX®へ直接アクセス 
www.schaeffler.com/calculation
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Training course for attendance
and maintenance of machine tools

main spindle bearings
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ドイツ、ヘスドルフに本社を置くシュラーオート
メーションの Dr. アレキサンダー　ザイツ (写
真、右)、が前回の“added competence”.で出
題されたクイズのWinnerです。
最新のiPad Airがシェフラーの営業担当であ
るミヒャエル マティンコビッチより贈呈されま
した。

応募で当たる！

日本の販売代理店

インプリント
発行者：
Schaeffler Technologies AG & Co. KG  
生産機械部門 、及びリニアテクノロジー
部門

担当者： 
クラウディア・M．クロフォード

住所：
Schaeffler Technologies AG & Co. KG 
IEBSWE-SM
Georg-Schäfer-Strasse 30
D-97421 Schweinfurt
Tel.:  +49 (0)9721/91 19 11
Fax:  +49 (0)9721/91 63 16

編集部：
Martin Schreiber
Thomas Dittenhoefer 
Clemens Hesse
Dr. Jörg Oliver Hestermann
Claudia M. Kaufhold
Norfried Köhler
Jürgen Mümmler
Dr. Martin Voll 

製作者：
Buena la Vista AG, Frankfurt

商品はキヤノンEOS 
750Dデジタル一眼レフカ
メラ！

問題： 
弊社の今年のEMO SHOW
のスローガンは？

右側の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、以下までご返送く
ださい。

Schaeffler Technologies AG & Co. KG 
Production Machinery and Linear 
Technology Division 
IEBSWE-SM 
Georg-Schäfer-Strasse 30 
D-97421 Schweinfurt 

Fax: +49 (0) 9721/911 435 
締め切り：2016年9月30日

製品の償還はできません。
シェフラーおよびパートナー各社の従
業員は応募できません。

キヤノンEOS 750Dデジタル一眼レフカメラが当たる！
 
 

答え： 

氏名：  __________________________________________________________

会社名：  ________________________________________________________

番地：  __________________________________________________________

都市／郵便番号：  ________________________________________________

Tel.:  ___________________________________________________________

Fax:  ___________________________________________________________

Eメール:  _______________________________________________________

アンケートにご協力をお願いいたします。 お客様の住所は正しく記入されていました
か？住所変更が必要な場合はお知らせください。

（活字体でお書きください。）

お客様以外で「added competence」の送付を希望されている方がいらっしゃいまし
たら、送付先をご記入ください。

シェフラーグループの生産機械事業部門、リニア技術部門の向上・改善についてお知
りになりたい事はありますか？

以下の日程で、スピンドル軸受の取り付
けのトレーニングをシュヴァインフルト
で開催します。
2015年11月26日
2016年4月21日
2016年9月22日
2016年12月1日
トレーニングは定期的に行っています。
これ以降の日程については別途お問い
合わせください。

連絡先：
Karin Morgenroth 

Tel.: +49 (0) 9522 71 503
Eメール: Schulungszentrum@
schaeffler.com

トレーニングは

大変ご好評いた

だいております。

ご登録はお早め

に！

軸受取り付けトレーニング

重要なお知らせ
シェフラーグループは、
AMB（シュトゥットガルト、2016年9月13～17日）、
Compamed + MEDICA（デュッセルドルフ、 
2016年11月14～17日）、
MOTEK（シュトゥットガルト、2016年10月10～13日）、
ITMA Asia + CITME（上海、2016年6月）に出展します。


