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世代交代

1978年12月16日にChristoph Thoma
がMaschinenfabrik Herkules社の社
長 に 就 任した 当 時 、同 社 の 従 業 員 は
2 7 0 名おり、主にドイツと中 欧の顧 客
向けにロール 研削機を製 造していまし
た。HerkulesGroupの企業で働く従業
員は、現在約1,500名おり、Christoph 
Thomaのリーダーシップのもと、研削、ダ
ル加工、旋盤、ミーリング、ドリルの分野
の大型工作機械専門メーカーとして世界
的に知られるようになっています。

ジ ー ゲ ン 市 に あ る 本 社 に 加 え
て、HerkulesGroupは、国内外の多くの
生 産・サービス拠 点を持ち、常にお客
様の近くにいる体 制を整えています。 

４代目の社長を迎
えるHerkules社
42年間にわたって会社を率いて成果をあげてきた 
Christoph Thomaは、息子のMaximilian Thoma 
にその役目を譲りました。

投資

Christoph Thomaは、技術的にさらに市場をリード
していくことを会社の中核的な目標として掲げていま
した。高精度の機械のために、先進的な電子式測定
システムや機械制御装置が開発され、世界的に新し
い販売市場が開拓されました。2004年、Christoph 
Thomaはシカゴ市にあるWaldrich社を買収し、ミー
リングマシーンの専門技術を持つWaldrichSiegen社
をHerkulesGroupに統合しました。可能な限り多く
の部品を自社開発、自社生産することで自給自足の
体制を整えるために、その後数年にわたり、特殊機械
製造分野の企業をさらに統合していきます。

Christoph Thomaが、10 0年を超える会社の歴
史 上で 最 大 規 模となる投 資の決 定を下したこと
で、WaldrichSiegen社がブルバッハ市の拠点から182
年前に同社が設立されたジーゲン市に戻るための道
筋がつけられることになりました。2020年に誕生した
アイゼンヒュッテン通りにある最先端の生産管理用
総合施設ではWaldrichSiegen社とHerkulesGroup
が隣接し、距離が近いことからさらに多くの相乗効
果を発揮できる体制になっており、グローバル市場で
HerkulesGroupを飛躍させ続けることができます。

Christoph Thomaは42年間会社を率いてきました
が、昨年末に息子のMaximilian Thomaに会社の運
営管理を委ねました。それまでの6年間、Maximilian 
T h o m aはメウゼルヴィッツ 市にあるH e r k u l e s 
Maschinenfabrik社の社長として経験を積み、テュ
ーリンゲン市にある300名の従業員が働く最新設
備を備えた製造工場を率いていました。Christoph 
Thomaは「取締役会会長」として、今後もグループの
発展を支え、求めに応じて助言を与えていきます。

新しいXXLサイズの生産設備
を備えたWaldrichSiegen社
HerkulesGroupは、会社の歴史上で最大規模の投資を行い、WaldrichSiegen社
のために新しい生産拠点を建設しました。このためWaldrichSiegen社は、 
ブルバッハ市の拠点で約60年の歴史を重ねた後、182年前に会社を立ち 
上げた場所であるジーゲン市に戻ります。

HerkulesGroupの本部であるMaschinenfabrik Herkuless社の向か
いに、この2年間で素晴らしい規模を誇る最新の生産管理総合施設が
建設されました。長さ約250 m、幅32 m、高さ24 mの新しい生産ホー
ルは、最先端の生産設備用に8,000 m²以上の広さを備えています。
新しい生産ホールの稼働を順次開始させるため、早くも2021年春に
は、WaldrichSiegen社の最初の生産機械がブルバッハ市から新しい拠
点に移されています。

また、生 産ホールの正面に新しい管 理 総合施 設が 建 設されたこと
で、Herkules Maschinenfabrik社の既存のオフィス面積1,800 m²に加え
て、さらに3,500 m²のスペースが生まれており、HerkulesGroupの技術
職および営業職の従業員がより緊密に連携できるようになっています。
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投資

圧倒的な規模 – 今後、この新しい生産ホールでは、WaldrichSiegen 
社のXXLサイズの大型工作機械を生産

"WaldrichSiegen社は、高性能・高精度の 
工作機械を、新拠点の完璧に整備された専用 

インフラで開発・生産していきます。"

Marco Tannert
WaldrichSiegen最高執行責任者兼社長

高まる相乗効果とサステナビリティ
意思疎通の距離を短くし、緊密な空間で連携のとれた
経営を行い、ロジスティックスを改善し、部品生産を集
中化することにより、グループのさらなる成長に向けた数
々の最適化と相乗効果を実現します。

新しい生産ホールでは、高さ16 m、部品重量160 tまでの
機械や全自動生産設備を組み立てることができます。製
造・組立工程を最適化させることで、品質をさらに向上
させると同時に、機械の製造時間を短縮します。最終的
には、世界中の数多くの業界のお客様も恩恵を受けるこ
とができます。

製造プロジェクトの規模だけが重視されたのではありま
せん。プランニングでは、サステナビリティの実現につい
ても詳細に考慮されています。例えば、生産ホールの正
面の壁にはサンドイッチ構造の断熱パネルが採用されて
いるためすばらしい断熱効果が発揮されており、屋根に
は4,000 m²のサイズの太陽光発電システムが設置されて
います。工業プラントに最新の空気・水式ヒートポンプが
設置されているほか、生産ホールの床プレートでは高効
率のコンクリートコア活性化システムが採用されていま
す。これにより、経済性と環境に配慮して建物の空調を
行うことができます。

ジーゲン市のトレーニングセンターでは、実習生に最新の環境を提供

さらに良質なトレーニングを提供
ジーゲン市にHerkules社とWaldrichSiegen社が集まっ
たことにより、両社が常に注力してきたトレーニング分野
も持続的に発展しています。最新設備が整ったトレーニ
ングセンターでは、10種類の職種のトレーニングが提供
され、トレーニングを修了した後は、HerkulesGroupが
仕事を提供し、安定した将来を約束します。

専門技術をもとに五面加工、旋盤、ドリル、研削、ダル加
工の分野の大型工作機械をお客様向けにカスタマイズし
て提供するWaldrichSiegen社は世界市場をリードしてお
り、大型横型中繰り盤を自社のポートフォリオに加えるこ
とで、さらに大きく飛躍します。
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鉱業

JSCでの完全アップグレード 
Kopeysk Machine-Building Plant社
門幅が2,700 mm～4,200 mmである
ProfiMill compactは、小・中型ワーク
のあらゆる加工に適した門型ミーリング
マシーンです。ロシアの機械製造会社で
あるJSC "Kopeysk Machine-Building 
Plant(以下、KMB社）"は、ロシア最大の
鉱物選別・掘削機械メーカーです。同社
の大型部品製造用の機械全体をアップグ
レードする際には、WaldrichSiegen社の
機械が全面的に採用され、79 kWの主軸
出力を持つProfiMill compact2台（1台は
ガントリー型、もう1台はダブルテーブル
型）、ドリルスピンドル径162 mmと180 
mmのPRシリーズのUnion製横型中繰り
盤6台が導入されました。KMB社の要望
に合わせて、すべてがWaldrichSiegen社
によって完全ソリューションとして提供さ
れています。

KMB社には明確な目標があります。それ
は、処理能力と品質を継続的に向上させ
ることです。すでに顧客としてのつながり
があり、3台の横型中繰り盤を所有してい
いたことから、KMB社はWaldrichSiegen
社製機械の品質をよく理 解していまし
た。

採鉱・採掘設備生産用の
WaldrichSiegen社製機械

採鉱・採掘機
坑内採鉱や露天採鉱、そして岩石、鉱石、塩、残
土の運搬、採掘、加工用の機械製造では、最小
バッチサイズの個々の部品やワークを正確かつ
迅速に加工することで、物理的損傷を早期に修
復し、ダウンタイムを短縮するよう求められるこ
とがよくあります。

ここで重要になるのが、工作機械の生産性で
す。掘削機のアームやブーム、アンダーフレーム
など、膨大な種類のワークの加工に対応できる
のは、フレキシブルで汎用性の高い機械だけだ
からです。WaldrichSiegen社とUnionブランドの
旋盤、ドリル、ミーリングマシーンを使用するこ
とで、お客様は常に最高の成果をあげることが
できます。

様々なワークのとても多様な加工工程に対応するためには、柔軟で汎用性の
高い工作機械が必要です。WaldrichSiegen社ではお客様のご要望に合 
わせた完全なソリューションを提供致します。

K M B 社 が 重 視した の は 、P r o f i M i l l 
compactが顧客の要望に合わせて柔軟
に機械を構成できること、そして共通部
品を使用するためスペアパーツの用意に
かかるコストを抑制できることでした。サ
ービスと機械のクオリティが決め手とな
り、WaldrichSiegen社が選ばれたのです。
この優れたクオリティはKMB社に100％注
がれています。

小・中サイズのワークの加工に最適なProfiMill compact
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鉱業

ProfiTurn VをXXLサイズ車両分野で 
スペアパーツの製造・修理に初採用
炭鉱で使用される大型ダンプトラックを所有・運用し、
自社サービスセンターで修理・メンテナンスを行っている
ロシアのLLC Torgoviy Dom Trade-KNK社（以下、Trade-
KNK社）のために、当社は完全自動化プロジェクトを実
現しました。Trade-KNK社は、会社が発展・拡大してい
くなかで、ロシアにある他のXXLサイズ車両の運用会社
にも、オリジナルのスペアパーツの製造を含む、より幅
広いサービスを提供することを目標に定めています。多
種多様なスペアパーツの生産と修理を自動化するため
に、Trade-KNK社は高品質で柔軟性のある機械を必要と
していました。そのため当社の「ProfiTurn V」が選ばれた
のは当然のことでした。

ProfiTurn Vの機械コンセプトでは、工具・ユニットチェンジャ
や、ワークをより効率的に送り込むパレットシステムなど、 

完全自動ソリューションを提供しています。

難しいスペースコンセプトにもかかわらず、 
最適化に成功した横型中繰り盤
鉱山用掘削・運搬システムや坑内作業用バッテリー式
電動車両を扱うカナダのメーカーであるPrairie Machine 
and Parts MfG. Ltd.社（以下、Prairie Machine社）
は、UnionブランドのPCR 150静圧式横型ドリル・フライ
ス盤を購入しました。 

一見、普通の注文のようですが、プランニングの段階から
大変な苦労がありました。作業ホールのスペースが限ら
れていたため、Prairie Machine社だけでなく、ホールや
基礎構造の工事業者とも機械の寸法や設置について綿
密な協力が必要とされ、これに数週間を要したのです。
最終的に、当社の専門技術者達は、現場のスペース要件
に完全に適合し、かつ作業の安全性と性能に関するすべ
ての要件を100％満たすソリューションを開発しました。

この機械の全軸には静圧式ガイドシステムが採用されて
います。また、このプレート型横型中繰り盤にはFanuc社
製の制御システムが採用され、回転シフトテーブルの左
右にはさらに2つのプレートフィールドがあり、総重量25
トンまでのワークを効率的かつ迅速に加工することがで
きます。コラムの移動量はX軸で9,000 mmになります。
ヘッドアセンブリは、静圧式ガイドにより3,000 mmの高
さまで上げることができます。サポートビームの移動量は
1,100 mmで、ドリルスピンドルはさらに750 mmの深さま
で削り込むことができます。また、この機械はUC-V 45フ
ライスヘッドとフェーシング＆ボーリングヘッドの2つの加
工ユニットを搭載しており、プレートフィールド上のピック
アップステーションで迅速かつ効率的にピックアップす
ることができます。

Prairie Machine社にとっては、これはすでに2台目となる
Unionブランドの機械です。すでに購入していたボーリン
グミルの品質と、北米にある子会社Herkules USA社が
提供するオンサイトサービスが、Prairie Machine社にと
って最終的に決め手になりました。

複雑なワークを柔軟に加工するためのソリューションであるProfiTurn V

大型部品の加工に最適な工作機械である、PRシリーズの 
横型中繰り盤・ミーリングマシン



6 | WaldrichSiegen Journal

エネルギー技術部門

エネルギー産業向けの最適 
な製品ポートフォリオ
エネルギー産業の機械部品は、しばしば過酷な条件や大きな負荷にさらされま
す。WaldrichSiegen社の機械ソリューションは、信頼性の高い加工と最高の精度を 
保証し、最終的に完璧な成果をもたらします。

エネルギー技術（発電所と風力発電）
エネルギーの生産・生成は風力発電や発電所によ
っておこなわれますが、いずれの場合にも風力発
電機、タービンプラント、発電機用のワークやドラ
イブは、全体としてもパーツとしても高精度な加工
が求められます。そのためには、使用する工作機械
は、それぞれの加工タスクとお客様の現場のスペー
ス要件に適合したものでなければなりません。お
客様との緊密な協力関係のもと、WaldrichSiegen
社とUnion社の製品ポートフォリオは、エネルギー
産業の要求に完全にマッチしており、常に適切な
機械ソリューションを提供しています。

Dongfang Electric Corporation社は
WaldrichSiegen社製機械の性能を高く評価
Dong fang Elec tr ic Wuhan（DF WH）社
は、WaldrichSiegen社にとって長年のお客様
であり、世界有数の発電用設備・製品メーカー
であるDongfang Electric Corporation（DEC）
社に属する企業でもあります。DFWH社の製品
は、最高水準の加工精度が要求されます。そ
こで、ProfiMillシリーズの機械が採用されるこ
とになったのは当然の帰結でした。出力は68 
kW、テーブルサイズは6,000 × 4,000 mm、通
路幅は5,000 mmであり、DFWH社の要件に対
して機械部品が最適化されているため、この
機械の仕様は高く評価されています。

この企業グループでは、すでにProfiTurn Hシ
リーズの横型旋盤を数台、そしてProfiMillをも
う1台稼働させており、WaldrichSiegen社製機
械の確かな品質と耐久性に信頼を寄せていま
す。新しいProfiMillの性能データが競合製品
と比較して優れていること、そしてそれまでに
所有していた機械からポジティブな経験を得
ていたことが最も重要な要因となり、新たな投
資が決定されることになりました。

ベアリングの設計と仕様、およびヘッドストッ
クの一体型鋳造ハウジングにより、加工プロ
セス全体を通して最大限の安定性と剛性が得
られるようになっています。また、ProfiTurn H
には、X軸とZ軸に静圧式ガイドウェイが備わ
っており、静圧式の半円形振止が装備されて
います。

Harbin Electric社にとって、ProfiTurn Hはすで
にこのタイプの機械として3台目になります。非
常に精密な加工を実現することに加えて、すで
に工場に設置されている機械が高い品質と信
頼性を示していることにより、Harbin Electric
社は再びWaldrichSiegen社の機械に投資する
決断を下しました。

高精度加工分野で成果 
をあげる横型旋盤
WaldrichSiegen社は、エネルギー分野の電
気機械や設備を製造する中国有数のメーカー
であるHarbin Electric Machinery Co.社向け
に、ProfiTurn H 1750/75横型旋盤の製造を受
注し、大型部品の加工における新たな基準を
確立しました。

この機械では、直径1,750 mm、長さ12,500 
mm、総重量75トンのワークを加工することが
できます。ローターと発電機のシャフトの製造
では、同等な直径とワーク重量において、半
径方向および軸方向の振れ幅が5μm未満で
ある公差を満たすことが求められます。メイン

高品質で正確な加工結果によって高く評価されるProfiTurn H
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エネルギー技術部門

5軸加工による最高水準の効率と精度
上海に本社を置くKSB Nuclear Pumps and Valves 
Co, Ltd.社は、ポンプ、バルブ、ボールバルブ、バタフラ
イバルブのメーカーであり、従来型の発電分野を専門
とする企業です。同社の特別な製造要件を満たすため
に、WaldrichSiegen社はUnion 横型中繰り盤KCS 150を
採用することによって5軸加工の分野で新たな水準に到
達しました。移動量が3,500 × 2,500 × 2,500 mmのク
ロスベッドデザインの横型中繰り盤は、回転式A軸を内
蔵した直径1,250 mmのNCリバーシブルクランプを備え、
その全体寸法により、大型で複雑なワークをさまざまな
角度から正確に位置決めして加工することができます。
プログラミングは、工具パス全体の衝突をチェックする
3Dシミュレーション機能と、それに対応するポストプロ
セッサを備えたCAMソフトウェアによって行われます。

ボーリングミルには、3つのフライスヘッドと120個の工
具ポジションを迅速かつ効率的に交換できる自動工具＆
フライスヘッドチェンジャも装備されています。これによ
り、KSB Nuclear Pumps and Valves Co, Ltd.社は将来的
にインペラーなどの複雑なワークを外部のサプライヤー
に頼ることなく自社で製造できるようになります。

ハブ加工用に特別に設計されたテーブル 
を備えたPR II 180
WaldrichSiegen社は、造船、エネルギー・風力エネルギ
ー技術、ギア製造用の大型部品の製造を中心とした委
託製造会社であるポーランドの顧客PPU Metalmor社
に、特殊なテーブル構造を持つPR II 180横型中繰り盤・
ミーリングマシーンを供給しました。

風力発電機のハブの加工には、回転や移動だけでなく、
傾けることもできる特殊なテーブルが必要でした。ハブ
は、風力発電機の回転翼と発電機をつなぎ、回転軸に
出力を伝える役割を果たします。傾斜した面を加工する
には、ワークを工具に対して15°まで傾ける必要がありま
す。

PR II 180は、Siemens社製の制御システム及び完全静圧式
ガイドシステムを備えています。機械の全体寸法に加え、
移動量がX軸8,000 mm、Y軸4,500 mm、Z軸1,100 mm
であることから、回転・移動・傾斜式テーブルと2つの追
加プレートフィールド上で、最大40トンのワークを柔軟に
加工することが可能です。ドリルスピンドル自体の移動量
は750 mm、直径は180 mmとなっております。

高度な自動化を実現するために、この横型中繰り盤に
は、40個の工具ポジションと3つのフライスヘッドを備
えた工具チェンジャも装備されています。PR II 180は、 
T 130/1に続いて、Metalmor社にとって2台目となる横型
中繰り盤です。

5軸加工の分野で新しいレベルに達したUnion 横型中繰り盤KCS150

納得の性能：WaldrichSiegen社の機械
は、常にお客様固有の生産要件に対して 

最適化されています。

傾斜式テーブル構造により、全方向からワークの最適な加工が可能
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エンジン製造部門

門型ミーリングマシーンProfiMill13台を 
Weichai Groupに納入
品質と精度に強みを持つWaldrichSiegen社は、競争の激しい
市場で確固たる地位を築くことができており、近年では中国の
Weichai Holding Group Co., Ltd.社向けに4件の契約を受注し、
それによるProfiMillシリーズの門型フライス盤受注数は合計13
台にのぼっています。一部の機械にはパレット交換システムが
搭載されています。

子会社のWeichai Heavy Machinery Co., Ltd.社向けの最新の
契約では、ディーゼルエンジンのエンジンブロックに対する難
易度の高い加工を行うため、通路幅2,750 mm、工具ポジショ
ン320個、最大10種類のフライスヘッド、76 kWのミーリング

エンジン製造における 
門型ミーリングマシーン
効率的で正確：WaldrichSiegen社のProfiMillシリーズは、革新的な 
技術と最高水準の加工クオリティを兼ね備えています。

出力を備えた、7台の同型のProfiMill門型ミーリングマシーン
が納入されます。ネットワークシステムやインダストリー4.0ソ
リューションを採用・信頼しているWeichai Heavy Machinery 
Co., Ltd.社にとって、すべての機械をWaldrichSiegen社から
購入するのはとても重要なことでした。これらの機械には、
機械やプロセスを監視するための広範なセンサー技術が搭
載されており、Weichai Heavy Machinery Co., Ltd.社のイン
テリジェントマニュファクチャリングシステムに統合されてい
ます。WaldrichSiegen社は、長期的なサービスと、低コストで
の標準スペアパーツの供給を担当する優秀なパートナーとし
て、Weichai Groupの企業における生産性を最大化し、機械の
確かな精度を長期的に保証しています。
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スマートプロジェクトのためのスマートテクノロジー
船 舶 用エンジンのスペシャリストであるWÄ R TSIL Ä 
Finland Oy社は、将来を見据えた「スマートテクノロジー
ハブ」プロジェクトで、高効率の大型エンジンの開発・生
産のための新しいテクノロジーセンターの建設に投資し
ており、そのためにWaldrichSiegen社の高い品質と革新
力に信頼を寄せています。 

当社の門型ミーリングマシーンProfiMillは、パレット交
換システムと、第2作業エリアにパネルフィールドを追加
したガントリー仕様になっており、客先のフレキシブル
なマニュファクチャリングシステム（FMS）に組み込ま
れ、完全自動化された生産システムの一部となります。 

レール式無人搬送車（AGV）、そして合計10台のパレット
設置・保管ステーションを経由して、ProfiMillにサイズが
3,000 × 8,000 mmのパレットが供給され、この上には
最大で60トンのワークを置くことができます。ProfiMillに
は、合計12個のフライスヘッドに対応する自動供給装置
と、300個の工具ポジションを備えたラック型の自動工
具チェンジシステムが搭載されており、操作ロボットや、
工具コーンの洗浄装置も含まれています。機械制御シス
テムには、Siemens 840 D slを採用し、WaldrichSiegen
社製の拡張診断システム、Omative社製の出力監視・最
適化機能、インダストリー 4.0やスマートファクトリーに
適合したOPC UAによる顧客システムへのデータ接続機
能を備え、インテリジェントで柔軟なこれからの生産に
対応しています。

エンジン製造
船舶用エンジンの長寿命を約束し、個々の機械部
品の摩耗を可能な限り低く抑えるための決定的
な条件となるのが、最高水準の精度と、完璧な表
面加工です。膨大な種類のワークの加工に対応で
きるのは、フレキシブルで汎用性の高い機械だけ
です。

中型から大型のワークを最高の精度と性能で加
工するには、ProfiMillは最適な機械です。高い動
剛性を実現する静圧式ガイドと、多様なフライス
ヘッドに対応するマスターヘッドインターフェース
により、あらゆる要求を上回る柔軟性、高性能な
加工、高い経済性を実現しています。複雑な大型
部品も門型フライス盤で効率よく加工されます。
モジュラー構造のため、より広範な加工に対応で
き、個々のケースに対応する豊富な選択肢が提供
されます。

ProfiMillシリーズは、技術面でも環境面でも、 
複雑で顧客固有の加工タスクに対応するための 

最適なソリューションです。

エンジン製造部門

豊富なアクセサリーで自由度の高い加工が可能
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アフターセールスサービス

製品寿命を通じたサービスパート
ナーとしてのWaldrichSiegen社

WaldrichSiegen社は、フライス、旋盤、研削、テクスチャ
リングの4つの分野での大型工作機械の開発・生産を専
門とする会社であり、その大型工作機械は納品時だけで
なく何十年にもわたって最高レベルの精度、効率、信頼
性が求められます。

当社の専門技術者は、設計の段階からお客様の希望や
要求を考慮するだけでなく、機械の性能データも考慮
し、機械が製品寿命を迎えるまで、エネルギー効率が良
く、メンテナンスにかかる手間が少なく、維持補修がしや
すい機械運用が実現できるようにします。 

納入されたすべての機械を何十年にもわたってメンテ
ナンスし、革新技術を用いてアップグレードしていくこと
は、WaldrichSiegen社にとって当然のことです。これに
は、スペアパーツやサービスを包括的かつタイムリーに
提供することや、必要に応じて当社の機械の一部または
全体をオーバーホールすることも含まれます。他社製機
械であっても、WaldrichSiegen社がアップグレードいた
します。

当社が求めるもの： 
最適な機械構成と技術的コンセプト 

をワンストップで提供し、最高のカスタマー 
サービスを実現すること

付加価値サービス:
•  技術面でのアドバイス
•  コンセプト
•  トレーニング
•  非常時サービス
•  個別のサービス契約

WaldrichSiegen社がお客様に合 
わせて提供するサービスの内容：
•  メンテナンス/維持補修
•  修理
•  スペアパーツの供給
•  予知保全
•  組立て/解体および機械の移設
•  アップグレード/オーバーホール
•  世界規模のサービスネットワーク
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社のサービス

数十年にわたって精密な成果を得るために
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アフターセールスサービス

世界最大の旋盤ProfiTurn H 
のアップグレード
WaldrichSiegen社のもう一つの成功事例は、北米にあ
ります。ここでは、発電所のタービンローターを効率的
に加工するために使用されていた世界最大の旋盤である
ProfiTurn H（回転直径7,000 mm、最大ワーク長25,000 
mm）が、アップグレードされただけでなく、設置場所も
変更されました。

フランスでの機械の移設・設置においても、機械の制御
システムのアップグレードが行われています。さらに、電
気部品はヨーロッパの電力網と現地の状況に合わせて
調整されました。このようにして、複雑な条件の下でも、
当社はお客様に最適なソリューションを保証していま
す。

WaldrichSiegen 
社製横型高精度 
マシニングセンター 
μPM 1,500の包括的 
アップグレード

世界最大の旋盤のアップグレード及び移設により、 
フランスの新拠点での製造能力を最適化

WaldrichSiegen社によって 
アップグレードと移設が行われた高精度 
マシニングセンターμPM 1,500
エスリンゲンにある単軸および多軸自動旋
盤、旋盤、フライス盤、研削盤のメーカーであ
るIndex-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky
社は、すでに2003年からWaldrichSiegen社の
横型高精度マシニングセンタμPM 1,500を使
用して、多軸自動旋盤のコアコンポーネントの
高精度仕上げ加工を行っています。優れたケア
とメンテナンスのおかげで、17年間絶え間なく
生産に使用された後も、この機械はすばらし
い状態を保っており、最高の加工精度を達成
し続けています。

この機械は、生産体制の再編に伴い、ダイツ
ィザウにある生産拠点内でWaldrichSiegen
社によって正常に移設されました。同時に、今
後の生産での精度と稼働率を確保するため
に、WaldrichSiegen社によって工場内の機械
コンポーネントの包括的なアップグレードが実
行されました。

従来の摩耗部品に加えて、ボールねじ、測長シ
ステム、完全静圧式マシニングセンタのすべて
の油圧ライン、静圧ライン、ポンプ、ケーブルが
交換されました。さらに、RFID工具識別システ
ムを活用した新しい工具管理システムと高精
度測定プローブが追加で搭載されています。

2021年夏、テストワークの加工に成功した後、
アップグレードされた機械は生産部門に引き
渡されました。この機械は現在もヘッドアセン
ブリの高精度加工の中核を担い、μm範囲の加
工精度を確実に達成し続けています。
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Tシリーズをベースにしたコンパクト横型中繰り盤Union 
TM 125は、サイドコラムとドリルスピンドル（125 mm）を
搭載し、長い移動量と高い自由度を誇り、テーブルの積
載能力も優れています。TM 125は、10 tまでの中重量ワ
ークを加工することができ、作業範囲は2,500 × 2,000 
× 1,600 mmです。コンパクトボーリングミルでは、従来
のボーリングミルの利点とマシニングセンターの特性が
組み合わされており、比較的少ない投資コストと小さな
設置面積で導入できるため、小規模な工場でも幅広い加
工が可能になります。

Monolith™デザインの機械ベッドにより、TM 125は配置
に関して非常に柔軟性が高く、基礎を用いない設置方法
のおかげで、後から機械を移動させることも可能です。
熱的に安定しており、ねじり剛性の高い機械ベッドは、溶
接とリブ加工を施した上部、繊維強化された高性能ミネ
ラルコンクリート、スチールと特殊なダンピングエレメン
トで作られたベースプレートのサンドイッチ構造になって
います。そのため、振動が効果的に減衰され、設置に必
要なスペースも小さくなります。

位置決め精度5μm未満を実現するTMG 125
TM 125をさらに高精度化させた高精度横型中繰り盤
TMG 125は、特殊な熱管理により傑出した精度を発揮し
ます。ガイドウェイの連続冷却を行い、水冷式軸駆動モ
ーターと水冷式中空スピンドルを使用することで、フレー
ム部品への入熱を可能な限り抑えています。

ボーリングミルとマシニングセン
ターを統合 – Union TM 125

最新の制御技術により、機械構造の温度を一定のレベル
に保つことができます。また、内蔵されたセンサーが掘削
スピンドルなどの敏感な部分の入熱を検知し、温度変動
によって生じる差を制御システムで適切に補正すること
ができます。その結果として、熱安定性に優れ、中・小型
ワークの加工精度が高い機械になっています。

市場で唯一の性能を示す機械
これらのポジティブなすべての特性はフィンランドの顧
客であるNomet Oy社にも認められ、同社は製造委託会
社として高品質の単品および少量シリーズをTM 125で製
造することになりました。2つのパレットによる自動パレッ
ト交換システム、ロボットと280本の工具を収納できるポ
ジションがある自動工具チェンジャ、そして自動ユニット
チェンジャを備えたTM 125を得たことで、このフィンラン
ドのお客様はあらゆる加工タスクにとってに理想的な設
備を手にしています。

さらにTM 125には、横方向のフライスヘッド、3次元工具
計測機能、作業エリアのビデオモニタリング機能が採用
されます。ワーク加工に必要な性能要件を満たすこの組
み合わせを持つ機械を、Nomet Oy社は市場で他に見つ
けられませんでした。

Union TM 125では、卓上型ボーリングミルの
利点とコンパクトなマシニングセンターの柔軟
性が完璧に組み合わされています。

技術データ TM 125
コラム（X軸）:  2,000 mm
ヘッドストック（Y軸）: 1,600 mm
テーブル（Z軸）: 1,000 mm
ドリルスピンドル（W軸）: 600 mm
ドリルスピンドル径: 125 mm
ドライブ出力: 34 kW
回転数: 最大 6,000 rpm
回転モーメント: 最大 1,433 Nm
テーブルクランプ面: 1,600 × 1,600 mm

TMG 125の熱管理により、 
最小の加工公差を実現

高い加工速度を実現する 
オートツールチェンジャー


