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新基準の確立

UNION Pシリーズ – モジュラーコンセプトで 
幅広い用途に対応
Pシリーズのコラム移動式横型中繰り盤・ミーリングマシ
ンの生産では、多様で柔軟なモジュールシステムにより、
エネルギー産業、鉱業、ギアハウジングやクレーンジブ部
品の生産などの分野において顧客のさまざまな要求に
最適に対応し、カスタマイズした個別のソリューションコ
ンセプトを1社で容易に実現することができます。

X X Lワーク加 工 用 のパワフル な ベ ーシックバージョ
ンのP シリーズから可 動ラムを備えたP R シリーズま
で、WaldrichSiegen社製の横型中繰り盤・ミーリングマシ
ンは、重切削加工から精密表面仕上げまで、ほとんどすべ
ての用途をカバーする優れた成果を発揮しています。 

性能と精度による基準の確立
しかし、説得力があるのは機械型式の柔軟性の高さだ
けでなく、均一な精度の高さを誇る性能範囲もまた市場
において唯一無二の存在です。WaldrichSiegen社のセー
ルス・プロジェクトマネージャーを務めるHeiko Gahrは、

「PRシリーズは、より精度の高い加工工程を実現するた
めに3段階のたわみ補正機能を備えています」と説明しま
す。「これにより、機械や油圧による重量補正を追加で行
うことなく、スピンドルのたわみやラムのたわみ、コラムの
傾きも効果的に補正できるため、表面加工やワークの深
穴加工において常に顧客が求める精度を正確に達成す
ることができるのです」と述べています。さらに、コラムや
静圧式ガイドを備えた強固な機械ベッドなどの安定した
機械部品によって振動のない作業が可能となり、その結
果、工具のスムーズな動きによって高品質の加工面を実
現します。

研究開発（R&D）における複合機

また、幅広い回転数範囲によってさらに性能が向上。Pシ
リーズ、PRシリーズともに最大回転数は4,000 rpmとなっ
ており、高速かつ経済的にそれに見合うだけの加工が可
能です。 

幅広い用途に対応するパワフルな装備バリエーション
外壁を強化しリブ加工を施した鋳鉄製コラム、大口径ガ
イドウェイ、制振性の高い鋳造部品などの豊富な標準装
備に加え、Pシリーズの中繰り盤・ミーリングマシンには各
種オプション装備バリエーションも備わっています。

基礎研究の分野では、ユニークな実験や研究の枠組みにおいて極限の要求に耐えうる、 
高精度で非常に複雑な機械やシステムが要求されます。

UNIONブランドのプレートフィールド式横型中繰り盤・ミーリングマシンは、最高精度の仕上げ加工及び 
パワフルな重切削を同時に実現 

UNIONブランドの中繰り盤では柔
軟性の高い革新的な機械コンセ
プトが採用されており、連続加工
や特殊加工を細部まで的確に実
施できるようになっています。
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新基準の確立

PRシリーズの機種には多数のオプションが備わっており、目的の用途に完璧に対応可能

PRとPCR – 効率的でフレキシブル 
P R シリーズ のドリルスピンドル 径 は 1 3 0 m m から
180 mm（PR II）、最大262 mm（PR III）となっており、特に
経済性と加工時間の短縮に重点を置いた、加工条件が
変化する大型で複雑なワークの加工に最適な機械です。
革新的な回転テーブル、シフトテーブル、傾斜テーブルに
より、ワークの位置を素早く変更できるので、効果的でス
ムーズな5面加工が実現します。また、拡張ラム（Z軸）とド
リルスピンドルを伸長（W軸）が可能な設計により、ワーク
の奥深くにある面や穴の加工が可能です。 

さらに、ピックアップステーションから工具やアクセサリー
を自動的に交換するオプションが備わっているという点
もPCRシリーズの魅力となっています。専用のアタッチメ
ントユニットを使用することで、さまざまな加工作業に素
早く対応することができます。ドリルスピンドルは高い精
度を誇るだけでなく（公差0.01 mm未満）、耐摩耗性、耐
腐食性にも優れています。

欧州最大の原子力研究機関が 
UNION PCR 150を採用
CERN（欧州原子核研究機構）の物理学
者とエンジニアは、物質の基本的な構成
要素、いわゆる素粒子の研究に専用の粒
子加速器と検出器を使用しています。こ
ういった高精度で非常に感度の高いプラ
ント部品をできるだけ効率的に加工する
ため、CERNはUNION社の横型中繰り盤・
ミーリングマシン「PCR 150」を導入しま
した。

CERNの機械は顧客の高い要求に合わせ
て最適化されており、ドリル、フライス加工
だけでなく旋盤加工も可能で、全軸に静
圧式ガイドが装備されています。それだけ
でなく、クランプ面2,500 × 3,000 mm、積
載重量45 tの回転シフトテーブルDV 45も
有しており、移動量はX軸で4,000 mm、Y
軸で2,500 mm、Z軸で1,500 mmとなって
います。

必要とされる3次元形状を確実かつ精密
に加工するため、中繰り盤にはさらに無
段階で位置決め可能な2軸NCフォーク型
フライスヘッドも搭載されています。その
ため、非常に複雑な形状の表面や部品も
効率的に加工可能です。 

リモートメンテナンスサービスによる迅速
な対応 
しかし、顧客にご納得頂けたのは機械の
搭載技術だけではありません。近代的で
包括的な一連のサービスも大変好評をい
ただいています。機械に内蔵されているリ
モートメンテナンスシステムが的確にトラ
ブルシューティングをサポートしてくれる
ので、技術者や組立工の出張コスト削減
が可能です。結果として、ダウンタイムを
短縮して迅速に生産を再開することがで
きます。
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押出成形・プラスチック業界

圧倒的な柔軟性で垂直方向の広い 
加工範囲に対応
プラスチック製コンパウンド、パイプ、フィル
ム、プレート、またゴム製タイヤ、ホース、プロ
ファイル、レールといったプラスチックやゴム
押出成形用の機械・システムメーカーである
KraussMaffei Extrusion GmbHは、ハノーファ
ーのラーツェン新工場にUNIONブランドのク
ロスベッド型中繰り盤KC 130を増設していま
す。この中繰り盤の魅力は、その巨大な構造
及びサイズや装備の構成が極めて柔軟であ
るという点ですが、これは個々の部品及びシ
ステムをHerkulesGroup内で製造することに
よっても実現されています。そのため、顧客の
さまざまなご要望を迅速かつ容易に実現する
ことができるのです。

この中繰り盤は標準的な大半のドリル加工や
フライス加工に加え、この機械では特殊な深
穴加工（エジェクタードリル工法）も顧客のニ
ーズに合わせて的確に行えるように技術的に
設計されています。その際に必要となる高圧
冷却潤滑油用のための外部高圧ポンプは不
要となっており、同社独自の冷却潤滑油シス
テムに合わせた調整のみが行われています。

堅牢な機械の鋳造コラムと先進のスピンドル
ベアリングの組み合わせにより、極めて高い
剛性を実現しています。おかげで、加工プロセ
スにおいて簡単に最高の精度を達成するこ
とができるのです。機械の移動量は2,500 × 
2,000 × 2,100 mm（X、Y、Z）となっています。

押出成形・プラスチック業界向
け、最適なソリューション

多種多様かつ、高品質な押出成形品を製造する
ためには、これらの高性能部品製造段階におい
て高い精度と信頼性が不可欠となります。そのた
め、UNION製中繰り盤における特殊なドリル加
工やフライス加工の標準化と機械寸法に余裕の
あるWaldrichSiegenのProfiMillシリーズこそが、
押出機・システムメーカーに最適な技術的なソリ
ューションとなっているのです。

押出成形は主に熱可塑性プラスチックに用いられる成形方法です。プラスチック成形加工業で最も広く普及して
いる工程の一つで、特に長さや形状が非常に多様なプラスチック部品の連続生産によく使用されています。

また、80台のステーションを有するフレキ
シブルな交換システムにより、各種工具の
交換が可能です。 

中繰り盤を顧客のスマートファクトリーネ
ットワークに簡単に組み込むことができる
ので、いつでも中繰り盤の全関連データ（

稼働率、工具寿命、工具や状態の監視な
ど）にアクセス可能となっており、高い稼働
率を確保することができます。 
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押出成形・プラスチック業界

WaldrichSiegenのProfiMill門型フライス盤シリーズが精度及び性能面において市場で新基準を確立

スマートファクトリーのサステナビリティ実現に向けたインテリジェントな
ターンキーシステム
2019年の展示会で確立したコネクションをもとに、当社はミュンヘンの
KraussMaffei Technologies GmbHを新規顧客として獲得し、パレット交
換・製造実行システムを搭載したProfiMill 4500/103-TPシリーズの全自
動門型フライス盤を2台ご発注頂きました。

最大6,000トンのクランプ力を有する射出成形機の生産には、大型部品
の加工に対応できる強力で堅牢かつ高精度の工作機械が必要です。そ
のため、全長25.30 mの両機はすべての主軸に完全静圧式ガイドを採
用した設計となっています。システムの全長70 m以上、ミーリング出力
は100 kW以上という驚異的なサイズにもかかわらず、両機は平面加工

（0.02 mm）と内径加工（0.01 mm以下）において最高の連続精度、顧客
用に特別に開発したフレキシブルな全自動機械コンセプトによって納得
のいく加工を実現します。

しかしそれだけではなく、スマートな総合コンセプト及びそれに伴うシス
テム全体の生産性、生産時の高いエネルギー効率も顧客の決断に大き
な影響を与えました。WaldrichSiegenがBMWiの『ドイツ製エネルギー効
率』のロゴを使用する許可を得ているのには、こういった理由があるので
す。

この製造実行システムでは加工プロセスを完全にモニタリングできるよ
うになっており、WaldrichSiegenの診断システム、シングルリップドリル
用高圧冷却システム、ドリル破損、カメラ、Omativeプロセス監視を含む
すべての内部・外部システムとのシームレスな相互作用により、少ないマ
ンパワーで毎日24時間体制での生産が可能になります。全自動パレット
交換システムは6台の外部設置/バッファステーションと最大積載量100ト
ンのパレット（4,000 × 4,500 mm）計8台から構成されており、無人搬送車

（AGV）が装備されています。両機は共にラック型のツールマガジンに接
続されており、合計608個の自動ツール交換が可能で、こちらも無人搬送
車に対応しています。

WaldrichSiegenは総合請負業者として非常に複雑な生産システム
を完成させ、来年にはパースドルフの新しい工場にターンキーシステ
ムを納品する予定です。新しいProfiMillの生産開始はKraussMaffei 
Technologies社にとって、射出成形機の製造における恒久的なエネルギ
ー及びCO2の削減の序章を意味します。



6 | WaldrichSiegen Journal

受託製造

製造委託に対応可能な
製品ポートフォリオ
WaldrichSiegenの製品シリーズには、製造委託分野におけるさまざまな加工タスクに柔軟に対応し、 
使用可能な工作機械が豊富にそろっています。

受託製造
受託製造は幅広い産業分野で行われて
います。製造プロセスの一部を他社に委
託することで、より高い経済効率を実現
できるというメリットがあります。幅広い
ワークに対して最適な設備を整えるた
めには、重切削加工から高精度な仕上
げ加工まで、フレキシブルかつ汎用的に
使用でき、新しい加工対象に合わせて現
場で直接プログラミング可能な機械が
必要です。

治具を製造しています。総重量500 kg～80 tに達する大型
ワークや部品の加工において、UNIONブランド中繰り盤
の信頼性と品質は再びノルトライン・ヴェストファーレン
州に拠点を置くSEVERT社の信頼を得ることができ、PCR 
II 150静圧式中繰り盤をご注文頂くことになりました。

本機の移動量はX軸で12,000 mm、Y軸で5,500 mm、Z軸
で1,750 mm。大型ワーク加工時に発生するラムのたわみ
は、スライド内に設けられた2本の油圧制御式タイロッド
によって完璧に均衡が保たれています。また、Yキャリッジ
の傾きも、荷重に応じて変化する静圧と独立型ボールね
じにより最適に補正されます。

静圧の管理によって温度変化を予防することで、機械の

Raahen Konepajatyö Oy社がPCR II 150 
横型中繰り盤でマシンパークを最適化
WaldrichSiegen社の機械の耐久性、信頼性、品質が決
め手となり、フィンランドのRaahen Konepajatyö Oy社
は、UNIONブランドのプレート仕様PCR II 150中繰り盤の
購入を決断されました。 

Raahen Konepajatyö Oy社は、鉱業や製紙業などにお
ける大型部品の機械加工に特化したは製造委託会社で
す。UNIONの新型中繰り盤への投資の主な判断基準とな
ったのは、柔軟性を最大限に高めながら、大型の鉄骨・溶
接フレームを生産できるという点でした。 

本機のドリルスピンドル径は150 mm、最大トルクが2,750 
Nmとなっており、加工条件が変化する大型で複雑なワー
クの加工に最適で、特に高い経済性と作業時間の短縮
が重視されています。移動量はX軸で12,000 mm、Y軸で
5,000 mm、Z軸で1,500 mmとなっており、回転シフトテー
ブルDV 45、余裕を持たせたプレートフィールド（10,000 ×  
2,000 mm）、ユニバーサルフライスヘッドUC-U 50 NCが
備わっているため、本機を使用すれば複雑でほとんど公
差のない大型ワークの加工が一気に簡単になります。

また、ワークのサイズだけでなく、さまざまな加工方法に
も柔軟に対応可能。これを実現したのが、2方向に無段階
旋回可能な自社製ユニバーサルフライスヘッドUC-U50 
NCです。これにより、多様なワークの加工に必要となる、
さまざまな加工面への迅速かつ正確な位置決めが可能
になっています。 

パワフルでフレキシブル：SEVERT Roboter- und 
Positioniertechnik社 がUNION 
ブランドの中繰り盤を再購入 
SEVERT Roboter- und Positioniertechnik社は、手動ポ
ジショナー、ロボット周辺機器、ロボットシステム一式、ま
た溶接技術や特殊機械製造部門における特殊システム 

熱による変形を防ぐことができるのです。また、この中繰り
盤では機械コラムのカウンターウエイトが不要となってお
り、独立した2本のボールねじが採用されています。これら
のねじはワークキャリアの精密な位置決めに使用され、
高い送り速度や大きな動的負荷がかかる状態でも、精
度・位置決め精度の高さを発揮します。

さらに2台の縦型フライスヘッドUC-V45とUC-V15、そして
ユニバーサルフライスヘッドUC-U40を使用することで、幅
広い製品ポートフォリオと絶えず変化する加工条件にも
最適に対応可能です。そのほか、回転シフトテーブルDV80
とクランプ面8,000 × 3,000 mmのプレートフィールドも
装備されています。



メルセデス・ベンツ最新鋭生産工場向け
のUNION「Tシリーズ」最新卓上型 
ボーリングミル
2 0 0 6 年 以 降より、メル セデス・ベンツ

「Sprinter」のモデルはルートヴィヒスフ
ェルデで生産されています。この新製品
のため、最先端の自動生産設備を備え
た全く新しい生産ラインが建設されまし
た。Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH
では、現場でシャシーのプロトタイプ製造
に、高品質で信頼性の高いUNIONの卓上
型中繰り盤TC 130が使用されています。

UNIONブランドのTシリーズは、絶対的な
精度と効率、そして最高の品質要求が求
められる用途において、世界中で使用さ
れています。このシリーズはまさに理想的
な技術ソリューションとなっており、5軸制
御加工機として最大10トンの中重量ワー
クの多面加工を効率的に行うことができ
ます。幅広の4列ベッドとリブ加工を施し
た鋳鉄製コラムによる強固な構造は、堅
牢なデザインと高い剛性を兼ね備えてお
り、精度が高く振動の少ない加工が可能
となります。内側にリブ加工を施したコラ
ムは、振動を減衰させながら曲がりを防
止します。

自動車産業向けのフレキシブ
ルでスケーラブルな機械 
製品開発からプロトタイプ開発段階、複雑なアセンブリの連続生産まで、自動車産業におけ
るサプライヤー部品の生産において、企業は柔軟でスケーラブルなシステムや機械を活用し
ています。そのため、WaldrichSiegenでは、製造プロセスに合わせて理想的に調整され、あら
ゆる点で自動車産業の厳しい要求に応える、柔軟な製品ポートフォリオを提供しています。

WaldrichSiegenは、世界的に事業を展開する
HerkulesGroupの中で、確かな品質を誇るUNION製品の
開発、製造、販売を担当しています。最高の品質と精度を
保証するため、ヘッドストックやドリルスピンドルなどのコ

アコンポーネントはすべて自社で製造しています。

また、アキシャル・ラジアル円筒ころ軸受
により、クランプ面が1,250 × 1,600 mm
の回転式クランプテーブルにワークを隙
間なく正確に取り付けることができます。
中繰り盤の高い切削性能は油圧式セグメ
ントクランプによって実現されています。

横 型 中 繰り盤 TC  1 3 0（移 動 量 は X 軸
で2,000 mm、Y軸で2,000 mm、Z軸で
1,500 mm）により、メルセデス・ベンツの
ルートヴィヒスフェルデ工場ではワークの
加工が可能となり、加工プロセスの柔軟
性が格段にアップするとともに垂直方向
の広い加工範囲に対応できるようになり
ます。

さらに、OCMフライス加工用のハイデンハ
イン制御システムTNC640 V11 SP2が搭載
されているので、非常に複雑な部品加工
においても、高効率で工具やワークを傷め
ない切り屑除去が可能です。NCプログラ
ムで一度輪郭を定義すれば、時間のかか
るプログラミング作業は必要なく、すべて
の加工工程でその輪郭を使用することが
できます。最適な移動量を実現し、かみ合
い角度及び切り屑の量、必要な圧力を理
想的に確保するため、工具の移動経路は
制御システムによって完全にコントロール
されています。

機械の設置及び初期稼働は当社の専門
家によって行われました。

WaldrichSiegen Journal | 7 

自動車産業

卓上型のTシリーズ横型中繰り盤・ミーリングマシンは、豊富なオプションと各種オプション装備によりあらゆる用途に対応可能
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防衛・セキュリティ産業

防衛・セキュリティ産
業の加工プロセスにお
ける最大限の柔軟性 

タービン駆動や船舶用エンジン、
プロペラシャフト、発電機といっ
た駆動部品の製造には、精密で
パワフルなだ けでなく、信 頼 性
の高い工作機械が必要となりま
す。UNIONブランドの中繰り盤
及びWaldrichSiegenの立旋盤
ProfiTurn Vシリーズを使用すれ
で、仕上げ加工と重切削加工の
双方において、各種部品や機械部
品の製造・加工が可能になり、さ
まざまな製造工程で最大限の柔
軟性が実現します。

カスタムメイドの機械コンセプトと卓越した性能
米国海軍向けのさまざまなワークや部品を生産している
当社の新規顧客は、WaldrichSiegen製機械の品質、精
度、信頼性に期待を寄せ、立旋盤ProfiTurn V 4500/60-Y
でマシンパークをアップグレードしてきました。

ProfiTurn V シリーズは精度と性能の面において市場で
新基準を打ち立てています。機械の全軸に搭載された静
圧式ガイドにより、重切削加工でも優れた減衰特性を発
揮します。また、明確なモジュール式機械プログラムによ
り、幅広い用途に対応する標準モデルの範囲がすべてカ
バーされています。 

そのため、高さ6,000 mm、最大重量60トンまでの部
品を簡単に加工することができます。Y軸の移動量は
2,500 mm、回転直径は4,500 mmとなっています。

また、工具のかみ合い部分付近における加工プロセス
のトラッキングを大幅に向上させるため、伸長経路3,500 
mmには、ワーク内部の加工を容易にトラッキングできる
よう、追加でカメラを接続できるインターフェースが組み
込まれています。

Z軸には多数の静圧ポケットが設けられているため、完全
に伸長した状態でも大幅に高いフライス出力を発揮し、

精度を維持しながら高速でのワークの加工が可能にな
ります。

常に変化する顧客のご要望にお応えするため、ユニバー
サルフライスヘッドを装着できるようにもなっており、これ
はマスターヘッドインターフェースによりいつでも実施可
能となっています。

また、停 電 時に機 械 だ けでなく部 品の破 損を防ぐた
め、UPS（無停電電源装置）も搭載されています。

精度、効率、信頼性が魅力の立旋盤ProfiTurn V
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防衛・セキュリティ産業

卓上型のTシリーズ横型中繰り盤・ミーリングマシンは、中重量ワークの効率的な多面加工に最適

豊富なアクセサリーであらゆる工程に柔軟に対応

近代造船の未来 – WaldrichSiegen 
が品質と性能で英国の顧客を獲得 
世界の貿易の80％以上には船が使用さ
れており、その傾向はますます強まってい
ます。同時に、現代の船舶に対する要求は
装備、効率、サイズ面で高まっており、最高
の性能を発揮するだけでなく、最も過酷な
条件にも耐えなければなりません。 

当社の新規顧客であるMacTaggart Scott
社は、英国海軍の航空母艦を中心とした
軍用造船のスペシャリストであり、ニッケ
ルやアルミニウム、ブロンズなどの合金を
用いた革新的な造船用部品の単一部品
製造において、最高の品質を確保するた
め、UNIONブランドの卓上型ボーリングミ
ルTCU150の発注を決断されました。この
中繰り盤には自動工具チェンジシステム、
縦型フライスヘッド、NC-U軸を伴う内蔵型
面削りヘッドが備わっています。 

Tシリーズは特に中重量ワークの加工に
最適です。リブ加工を施した鋳鉄製コラム
と溶接された幅広のベッドによって最高
の精度が実現すると同時に、内側にリブ
加工を施したコラムが振動を緩和し、機械
部品の曲がりを効果的に防止します。

中繰り盤には直径150 mm、最大トルク
1,800 Nmの43 kWドリルスピンドル、さ
らにクランプ面1,800 × 2,000 mm、最
大荷重10トンのテーブルが搭載されてい
ます。移動量はX軸で2,500 mm、Y軸で
2,000 mm、Z軸で1,500 mm。NC制御のU
軸を伴う移動量が200 mmの内蔵型面削
りヘッドを使用することで、旋盤加工時の
柔軟性は更に高まります。
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フライスヘッドの製造

特別な訓練を受けたHerkulesGroupの機械用ミリングサポートとヘッドアセンブリの製造に
携わる計35人の従業員のチームリーダーとして、毎日が新しい刺激的な挑戦です。フライスヘ
ッドは当社の機械の心臓部であり、最高の柔軟性、精度、可用性を実現するための基礎とな
るものです。信頼性の高い、高品質で精密な当社の中繰り盤やミーリングマシンの基礎となる
フライスヘッドの設計、そして完全自社生産、組み立て、品質管理における経験が、世界中の
顧客のお役に立てるものと確信しています。

HerkulesGroupでの 
フライスヘッド製造
グループの中核をなす企業間連携型生産 
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WaldrichSiegenへの入社のきっかけと
は。
Stoeckermann：まだ学生だった2010
年、ブールバッハでWaldrichSiegen社のイ
ンターンプログラム「トレーニングコース」
に参加したんです。当時はメカトロニクス
として参加したんですが、かなり早い段階
でこの職業は自分には向いていないと気
付きました。そして機械工に転向したとき、
すぐに自分が習得したい職業はこれだと
分かったんです。

もともと管理職になることが目標でした
か。
Stoeckermann：徒弟期間が終了して、
実際に憧れの仕事に就くことができたと
き、比較的早い段階で「もっと上を目指し
たい」という気持ちが明確になりました。
なので、そのまま工業マイスター資格を取
って、将来は管理職に就けるよう道筋を整
えたんです。

今の仕事の魅力を教えてください。
Stoeckermann：ご注文を頂く毎に興奮
しますし、どんなアングルヘッドでも新た
な挑戦を意味します。弊社では原則とし
て、顧客のご要望に応じた特注のフライス
ヘッドのみを製造しているので、標準ソリ
ューションというのは存在しないんです。 
ご注文頂く内容は毎回異なり、その都度フ
ライスヘッドを新たに設計するので、日課
というものがありません。大変面白く、刺
激的な仕事です。

どんな注文に魅力を感じますか。
Stoeckermann：一番興奮するのは、や
はりユニバーサルフライスヘッドをご注文
頂いた時ですね。0°～117.5°の加工範囲
をカバーする回転軸を追加した、当社の
製品ポートフォリオの中で最も複雑なフラ
イスヘッドなんです。

2012年： 
WaldrichSiegenに入社し、徒弟制度で機
械工の研修を開始

2016～2018年： 
金属に特化した機械工の研修

2018年以降： 
サポート組立チームリーダー

フライスヘッドの製造

WaldrichSiegenがブールバッハからジー
ゲンに移転したことにより、部署内で変化
したことはありますか。
Stoeckermann：やはり職場のデジタル
化ですね。移転後はより効率的に、以前よ
り短時間で作業を進めることができるよ
うになりました。設計ソフトウェアを使え
ば、アングルヘッド全体を3Dモデルとして
表示したり、各部品を個別に確認すること
もできるんです。例えば液体用の穴が栓で
閉じられているのか、開いたままの状態か
を確認するなど、設計部門の手を借りなく
とも、社員全員がヘッドの模型を確認でき
るので便利になりました。 

そのほか 、各社間の連携や作業経路が
短縮されたことも移転による改善点とし
て挙げられるでしょう。フライスヘッドの
組み立てというのは、言ってみれば、製品
を直接顧客に届けるのではなく、まず同
僚に届ける部署です。そういった意味で
は、HerkulesGroupとWaldrichSiegenの
社員が私たちの最初の顧客になるんです。
旋盤、フライス加工、ドリル加工、研削、ダ
ル加工分野における2社のビッグプレーヤ
ーが、ジーゲンにて文字通り向かい合うこ
とで、より迅速かつ柔軟に修正や調整を行
えるようになりました。

Carsten Stoeckermann（26）、
フライスヘッド組立チームリーダー

2020年以降： 
アングルヘッド・サポート組立チームリー
ダー

2022年以降： 
部品組立チームリーダー

同僚が顧客というのは難しくないですか。
Stoeckermann：いえ、まったく逆で、むし
ろとてもいいことだと思います。ダイレクト
にフィードバックを得ることができるので、
仕事内容、ひいては製品自体を常に改善
していけるチャンスだと考えています。そう
して、最終的には顧客に満足していただ
けるマシンをお届けできるので、顧客はも
ちろんのこと、私たち自身にも同等のメリ
ットがあるんです。



顧客向けイベント

7月20日、WaldrichSiegenはついに再び、ヨーロッパ中の
顧客に門戸を開くことができました。この日、シーゲンに
新設された堂々とした出で立ちの工場では、ハイレベル
のプログラムを用意して顧客をお迎えしました。技術的な
プレゼンテーションでは当社の専門家により、最新の技
術はもちろんのこと、多種多様な用途に合わせて個別に
設計されたWaldrichSiegenの幅広い製品シリーズにつ
いても紹介されています。

最後に制作現場のガイドツアーが行われ、プログラムは
終了となりました。営業担当と機械開発・設計のエキス
パートが技術的な質問にお答えし、パレット交換・製造
実行システムを搭載したProfiMill 4500/103-TPシリーズ
の全自動門型フライス盤2台、さらには高精度・高性能の
UNION中繰り盤P/PRシリーズ各種を間近で体験してい
ただきました。

当日は最高の天気にも恵まれ、夜のバーベキューイベン
トでは和やかなムードの中、冷たいドリンクを手にリラッ
クスした雰囲気で交流が進み、実りのある一日の締めくく
りにふさわしい楽しい場となりました。 

最先端技術とプロの
ノウハウを肌で感じる

WaldrichSiegenのオープン
デーは大盛況のうちに終了
することができました。

顧客との楽しい会話、鋭い質問への受け答え、製造現場の案内など、すべてのご質問やご要望にお応え
する絶好の機会となりました
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