
Motion
イノベーション 研削が優れた製造方法である理由
探求テーマ あなたのスマートフォンとレーザー
インタビュー インタビュースマート機械に必要な人材

若く、かつ経験豊富：  
Nico Peschkeはテュービンゲンの
WALTERで、様々な経験を積み、そ
の経験をサービス技術者として発揮
しています

研削全般についての経験知識は、 
UNITED GRINDING Groupの国際
的な訓練・研修システムにおける
重要な要素です

知識を共有

02.2019
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MOTION今号掲載記事：

 3  �ご挨拶 
Stephan�Nell(CEO,�UNITED�GRINDING�Group)、研削が今日
持つ意味について

 4  �インサイト… 
…テュービンゲンのWALTERショールームで

 6   ニュース 
デジタルソリューション;�グラインド・シンポジウム;�革新的
な測定ソフトウェア;�共通の機械言語

 8   イノベーション 
マイクロチップやロボットに欠かせない存在研削技術が今な
お他の追随を許さない製造方法であり、未来技術に欠かせな
い理由について

14  �探求テーマ 
「ガラス製プロファイル」：最新のモバイル通信技術をサポ
ートするレーザー加工について

16  �インサイド 
「女性には別のアイデアがある」UNITED�GRINDING�Group
の技術職で働く女性従業員

18  �インタビュー 
「意識の高い人材」：機械メーカーが必要とする人材と、そ
の見つけ方。人事エキスパートの対談

24  �一日を共にして...� 
...�Alexander�Heiter、STUDERの製造部長

27  �TOOLS�&�TECHNOLOGY 
UNITED�GRINDING�Groupの最新ニュース：複雑な形状を
MÄGERLE�MFP�30で研削;�La�RapidaはMÄGERLE研削セン
タでガスタービンを製造;�SCHAUDTによるローターシャフト
の製造;�WALTER�ツー・イン・ワン;�STUDERによる飲料用
の缶とツールアダプタの製造

34  �インターナショナル 
「知識を共有」：当企業グループが、世界各地の従業員の訓
練・研修をどのように確立しているのかについて

40�� �アイデア 
「精密工学はどのように現代の世界を生み出したのか」：著
書「Exactly」からの抜粋

43   コンタクト 
MOTIONカレンダー：大事なメッセと開催期日

会社情報 
編集後記�United�Grinding�Group�Management�AG,�Jubiläumsstrasse�95,�3005�Bern�責人者�Paul�Kössl�責人者�Myria�Aeschbacher�編集長�Michael�Hopp�(出版法責任者.)� 
アートディレクター�Tobias�Zabell�オペレーション担当マネージャー�Niels�Baum�garten�写真編集�Thomas�Balke�記事担当�Heinz-Jürgen�Köhler�(�記事担当責任者),� 
Ira�Schoers,�Sabrina�Waffenschmidt�翻訳�locsoft.net�GmbH�レイアウト�Claudia�Knye�制作�Wym�Korff�編集担当出版社名と住所�HOFFMANN�UND�CAMPE�X,�所属�
HOFFMANN�UND�CAMPE��VERLAG�GmbH,�Harveste�hu�der�Weg�42,�20149�Hamburg�}読者サービス�+49�(0)40-44188-293�(電話),�+49�(0)�40-44188-236�(ファックス)�
営業責任者�Heiko�Gregor,�Tim�Jung�会計管理者�Niels�Baumgarten�LITHO�P·R·O·MEDIEN�PRODUKTION�GmbH,�Hamburg�印刷�optimal�media�GmbH,�Röbel/Müritz.�
FSC®承認印刷用紙使用�(FSC®�C108521). より分かりやすくするために、このテキストでは男性名詞を全体を表す用語として用いておりますが、そこでは両性の名
詞を意味しています。
本誌の�®�記はスイスまたはドイツで商標登録されている商品・サービスです。
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WELCOME

読者の皆様！
 
「経済性、性能および加工品質を組み合わせてみると、他のどの
製造方法も研削には遠くおよびません。」これはグラインド・シ
ンポジウムでKonrad Wegener教授が述べたことです。そしてこれ
は今号の「Motion」における主題でもあります。研削はとても古
い製造方法で、本来は簡単なものです。しかし、私たちを含めた
多くの知識人と企業が、過去数十年間に渡り、精度と効率に関し
て完成度を高めてきました。あまり知られていないことかもしれ
ませんが、研削なしではマイクロチップもロボットも存在しませ
ん。このように、現代の研削がどれほど優れた精度に到達し、ど
のような最新テクノロジーで研削技術が用いられているのかにつ
いて、今号で特集します。

また、もう一つの重要なテーマとして、人が持つノウハウを取
り上げます。研削は大学で学ぶことはなく、実際に研削をするこ
とで学ぶことができます。これが私たちの企業と従業員にとって
何を意味するのかを、「インタビュー」と「インターナショナル」
でお読みください。

最高の技術が用いられた機械、そして高度な専門知識を持つ従
業員。さらなる成果をあげるため、私たちはこの2つを組み合わせ
ます。これらについて、今回の「Motion」をぜひお楽しみ下さい！
 

 
 
 
 

Stephan Nell
CEO, UNITED GRINDING Group

「 最 高 の 技 術 に よ る 機
械、そして最高の専門知
識を持つ従業員。さらな
る成果をあげるため、私
たちはこの2つを組み合わ
せます。」

Stephan Nell,  
CEO,  UNITED GRINDING Group
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UNITED GRINDING GROUP インサイト …
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特にお客様はチュービンゲンにあるWALTER
の800平方メートルの大型ショールームを
快適に利用し、主要な機械について、おお
よそのイメージを得られます。「ここにあ
るすべてのCNC研削盤とCNC放電加工機
は、様々なタイプの砥石および電極交換装
置と、様々なローダーオプションを搭載し
ています。そしてもちろんここでも、私た
ちの光学CNC測定機のすべてをご覧いた
だけます」と、アプリケーション技術プロ
ジェクトリーダーの Jochen Reiff は説明し
ます。「全ての機械は UNITED GRINDING 

Digital Solutions™ 荷接続されており、ここ
の機械の運転ステータスをリアルタイムで
確認できます。」

ほとんどの来場者は、機械に興味のあ
る方もしくは、既に機種選定がおわってお
り詳細について確認したい方です。機械と
ソフトウェアの性能を確認するために、課
題工具を持参され、検証するお客様もおら
れます。

柔軟に対応できる会議室を設けており、
研修にも最適です。「展示機でお客様の研
修を実施でき、例えばどの放電・研削盤で

も使用できるソフトウェアHELITRONIC 
TOOL STUDIOを教えることができます」
とReiffは述べます。

ショールームでは、従業員を対象に数
多くの研修も行われます。最新技術に常に
対応できるようにするために、世界各地の
拠点で活躍している営業マン向けのマネー
ジャー研修およびアプリケーション技術者
研修などがあります。当グループで働く全
世界のすべてのカスタマーケア担当従業員
向けの研修も、ここチュービンゲンで行わ
れます。

単なるショールームを超える設備
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UNITED GRINDING GROUP NEWS

Datenquellen (CNC, SPS, HMI, ...) 
mit unterschiedlichen nativen Protokollen

Zielanwendung 
mit nativem OPC UA Client

Gateway

OPC UA Server

Transformationsengine

OPC UA Client OPC UA Client

Zugriffsverwaltung

OPC UA Adressraum

Daten Clients

umati Comp. Spec.

steuerungsspezifisch

WZM-spezifisch

WZM-spezifisch

Cloud/Plattform/Zielanwendung 
ohne OPC UA Client

Maschinenebene 

Anwendungsebene

umati

Eine Initiative des
An Initiative by

umati – eine Initiative des VDW
im Verbund mit starken
Partnern

umati – auf einen Blick

umati:
• reduziert Kosten durch schnellere Realisierung kunden

individueller Projekte.
• vereinfacht und reduziert den Aufwand für Maschinen

anbindung an kundenseitige ITInfrastrukturen.
• ist ein offener Standard auf Basis von OPC UA.
• wird von der Werkzeugmaschinenindustrie für deren

Kunden entwickelt.
• ermöglicht individuelles Mapping und Transformation

von Parametern per standardisierter Eingabe für
kunden- oder herstellerspezifische Konfigurationen von
Werkzeugmaschinen.

• ist von Beginn an auf globalen Einsatz ausgerichtet.
• ist als Anwendung der OPC UA Companion Specifi-

cation frei von zusätzlichen Lizenzgebühren.
• bietet speziell entwickelte Softwarekomponenten, die

ggf. zu lizenzieren sind.
• kann unter bestimmten Bedingungen (Zertifizierung

etc.) als Marke für Produkte genutzt werden.

Kontakt:
VDW – Verein Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4
60325 Frankfurt am Main
info@umati.info
www.umati.info D

E

Unbenannt-1   1 21.10.19   12:59

チュービンゲン/ドイツ

細部に対応する技術
コンピュータで工具を設計し、WALTERの機械で製造、測定
し、レーザーで刻印する。これがHector子供アカデミーの7名
の子供にとってのハイライトでした。子供たちは春の5日間に
わたり、チュービンゲンの工場を訪問し、CNC研削盤、精度、
工具について多くのことを学びました。2012年以来、Hectorア
カデミーは特に才能ある子供たちに、小学校の段階から専門知
識を深め、各自が関心を持つことを究明する機会を与えていま
す。これにより、子供たちは学習によって何かを見つけ出す意
欲を持ちます。

相互連結する機械が多くなるにつれ、
統一された機械言語の必要性が一層
高まります。著名なメーカーと同じ
く、UNITED GRINDING Groupもその
ような開発において、ドイツ工作機械
工業会（VDW）のプロジェクトパー
トナーを務めています。インターフェ
ースのumati（「universal machine tool 
interface」）は、データ交換規格OPC 
UAに準拠しています。これにより 
UNITED GRINDING Digital Solutions™
の製品に他社の加工機を接続すること
もできます。

ベルン/スイス

共通の機械言語

回転対称工具の測定を高精度で行うために、WALTERは新
しいソフトウェアを開発しました。WALTER METROLOGY 
CENTERでは、数多くの使用方法が統合されており、操作は
とても簡単です。オペレーターインターフェースはご要望に
応じて個別に構成されます。各オペレーターは、各自の課題
に取り組むことができます。HELICHECK PRECISION、PRO
およびPLUSシリーズの測定機械、およびCNC-06コントロー
ラとWindows 7以降のより古い測定機械はアップグレードが
可能です。

チュービンゲン/ドイツ

あらたな時代の見本市

より多くの付加価値をお客様にお届け
する。これらの実現に、米国支社のソ
リューションセンターが近代化され
ます。2018年にマイアミズバーグで
新築されたソリューションセンターで
は、お客様の要求に対応するために、
さらなる最適化が行われます。ここで
は、デモだけでなく、イベントやお客
様の研修が行われます。

マイアミズバーグ/米国

より多くの研修ス
ペースを
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トゥーン/スイス

最新トレンド
世界各国から、1500名以上の訪問者が、5月にス
イスのトゥーンで開催されたUNITED GRINDING 
Groupのグラインド・シンポジウムで、精密加工
の最新テクノロジーと、製造業の最新のトレンド
を体験しました。この催しの印象については、次
を参照してください： 
www.grinding.ch/grindingsymposium2019

スイスの研修生と訓練生は、ほぼ70年にわたり、スイス国内の大会や国際
大会で能力を競っています。UNITED GRINDING Groupに所属する企業の
若い従業員たちは、すでに何度も評価を得ており、最近ではSTUDERのオ
ートメーションエンジニア見習いであるJosia Langhart（写真）が、2019
年夏にロシアのカザンで開催されたWorldSkillsで銅メダルを獲得しまし
た。このスイスの職業研修における最も重要なプログラムをさらに推進す
るために、UNITED GRINDING Groupはシルバーパートナーとして、ベル
ンで開催される次のスイス全国大会SwissSkills 2020をサポートします。

上海/中国

WALTERが受賞
金属加工業界での革新的な業績に対し、
中国でRingier Technology Innovation 
Awardの表彰が行われます。このたび
WALTER  HELITRONIC  G  200がこの賞
を受賞しました。2006年に誕生したこ
の賞は、中国産業界で最も影響がある
賞のひとつになっています。WALTER  
HELITRONIC G 200はリソース効率の高
いクリエイティブな工具研削盤として表
彰されました。機械を中国市場に導入す
るために、WALTERでは中国とドイツ
のチームが初めて協力しました。

ベルン/スイス

後継者の育成

BLOHM PLANOMAT XTが初めて
EMOで披露されました

定評あるPLANOMATシリーズの開発を継続した結果誕生した新しいBLOHM 
PLANOMATXTが、ハノーバーのEMOで披露されました。150ヵ国から約
117,000名のエキスパートが、金属加工業界を代表する世界的な見本市に集ま
りました。ハノーバーにおいて、UNITED  GRINDING  Groupは新しいブースコ
ンセプトで出展しました。ここではUNITED GRINDING Digital Solutions™を中
央に、各ブランドが配置されました。見本市での新製品として、PLANOMAT 
XTが披露されました。この機械では、移動距離が拡大し、機械剛性が最適化さ
れ、軸速度が向上しています。2020年の最後には、新しいBLOHMが市場に投
入されます。

ハノ―バー/ドイツ

デジタルソリューションを中心に
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UNITED GRINDING GROUP INNOVATION

航空宇宙やマイクロエレクトロニクスにおい
て：研削盤には多くの最新テクノロジーが用い
られています。研削盤が登場してから174年経
過した現在でも、研削は優れた製造法としての
重要性を失っていません
 
テキスト： HEINZ-JÜRGEN KÖHLER          写真： ANDREAS SCHEUNERT

火星
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UNITED GRINDING GROUP RUBRIK
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UNITED GRINDING GROUP INNOVATION

「最高水準の加工速度、短いサイクル時間、極めて少な
い工具摩耗。これらを他のテクノロジーで実現すること

は難しいでしょう。」  
Harri Rein, 
CTO Tool

目立たない灰色のボックスが火星の赤い砂
の上にあります。衛星システムからは煙が
上がっています。宇宙飛行士のAlexander 
Gerstはロボットの「Rollin’ Justin」を宇宙
船から制御します。このロボットが、火星
の地表で衛生システムを開きます。ロボッ
トは煙を出しているモジュールを特定し、
これを新品と交換します。Alexanderはタブ
レットを使い、ロボットがどの作業ステッ
プを実行するかを決定します。「完了！」
そして、火星との通信が確保されました。

―もちろん、このストーリーはシミュレ
ーションとして行われたものです。実際に
はAlexander Gerstは国際宇宙ステーション
(ISS)から、ドイツのオーバープファッフェ
ンにある宇宙センターのロボット「ローリ
ング・ジャスティン(Rollin’Justin)」を操作
しました。このようなインテリジェントロ
ボットは遠くにある惑星の発見と開発にお
いて決定的な要素になると考えられていま
す。もしかするとローリング・ジャスティ
ンやその仲間のロボットと一緒に、UNITED 
GRINDING Groupの技術も火星で使われる
かもしれません。 

たとえば、ロボット用減速ギアはロボッ
トの関節に使われます。このギアにより関
節駆動用モーターの回転数が変わります。
このギアなしでは、ロボットは計算に基づ
く適度な動作を実行できません。 

「経済性、性能および加工品質を組み合
わせると、他のどの製造方法よりも研削が

ロボットだけではなく、マイクロエレ
クトロニクスにおいても、研削が用いら
れます。電子コンポーネントの基板となる
半導体ウェハーが研削されます。革新的な
テクノロジーにおける新しい材料では、適
切な加工方法を見つけなければ使用できな
いことがよくあります。航空宇宙産業の駆
動装置などにおけるセラミックの複合材料
は、研削による加工が最良です。「自動車
や飛行機に使用される炭素繊維強化プラス
チック製軽量コンポーネントの加工では、
研削で造られたPCD工具がマッチします」
と、Huberは説明します。

使用における利点 
研削の高度な加工品質は、産業用途で多く
の利点を生みます。「自動車セクターで表
面品質がより精密になると、摩擦が減り、
エンジン効率が向上します」とMavroは言
います。「航空宇宙産業では公差がより厳
格であり、冷却エアの損失を減らすことな
どにより、駆動装置の効率を高めます。」

例えば自動車分野では、当企業グルー
プのブランドは多くの革新的な用途を提
供します。例えばSCHAUDT ShaftGrind S
でのバランスシャフトの研削です。このバ
ランスシャフトは逆の周波数を生み出すこ
とで、燃焼エンジンの稼働音を低下させま
す。このシャフトは直線でもシリンダー状
でもないため、加工では大きな課題があり
ます。MÄGERLE MFPでのステアリングラ

マッチしています」と、チューリッヒ工科
大学・工具工作機械・加工研究所のKonrad 
Wegener教授は言います。ロボット減速ギ
アはこのことを印象強く示しています。直
径公差が+/- 3 μmである半円状の溝が研削さ
れて関節になります。製造は年中無休で、
無人で行われます。「MÄGERLEの機械は
そのようなギアを毎年約250万個研削してい
ます」と、製品マネージャーのViktor Ruhは
見積ります。

3つの基準
製造方法としての「研削」は非常に古い技
術です。古代ギリシャの人々は水やオイル
で研削石を冷却していました。そして、近
代の研削盤が登場してから174年経過した
今も研削と言う製造法は少しも重要性を失
っていません。

「今日、このプロセスは最高水準の加
工速度、短いサイクル時間、そして工具摩
耗が極めて少ないことで傑出しています。
この強みは他のテクノロジーでは得られま
せん」とHarri Rein(CTO、工具テクノロジ
ーグループ)は総括します。Daniel Huberは
円筒研削について、Daniel Mavroは表面研削
およびプロファイル研削について、この役職
を務めています。彼らは当企業グループのチ
ーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)であ
るChristoph PlüssとともにCTOボードを形成
し、8つの企業ブランドの技術開発のための
方針を定めています。
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「デジタル化により、将来、
複雑なプロセスの

精密なモデリングが可能に
なります。」 

Daniel Mavro,  
表面研削およびプロファイル研削CTO
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3つの質問をKONRAD  
WEGENER教授に
 
スイス連邦チューリッヒ工科大学、ETHZ

「機械が自らの行動を自ら決定す
るケースが増えています」

持続可能性という点において、あなたは研削の重要性をどのよ
うに見ていますか？ 
特定の刃先によるチッピングなどでタングステンが多く使用さ
れていることは、研削技術の利益になります。持続可能性につ
いては、今日、エネルギー消費だけが注目されることが多く
なっています。ここでは、研削は冷却潤滑剤の使用量が多いた
め、良い結果を収めていません。しかし本当の問題はエネルギ
ーではありません。エネルギーは再生可能なソースから獲得で
きます。問題は材料のリソースです。

最新の研削盤はµm範囲の精度で稼働します。そのような精度
をさらに向上させることは本当に可能だとお考えですか？
µm範囲の精度というのは厳密な情報ではありません。作業精
度1 μmは、単軸の位置決め精度0.1 μmを意味し、そして測定シ
ステムの補間精度0.01 μmを意味します。全体として見れば、
精度を高めることは可能だと言えます。超高精度は繰り返し必
要とされているものですが、超高精度機械はそれだけ高額にな
るため、精度が高まるにつれ市場は小さくなります。

デジタル化は研削をどのように変えていきますか？ 
デジタル化と呼ぼうとも、あるいはインダストリー4.0と呼ぼ
うとも、すべては根本的に変化しています。私たちは既にデ
ジタル化に70年も取り組んできたため、私はデジタル化とい
う概念には夢中になっていません。NC制御はデジタルテクノ
ロジーそのものでしょう？今後計算性能はさらに高まること
になり、機械が自らの行動を自ら決定するケースが増えるこ
とに私たちは慣れる必要があります。機械は非常に複雑なプ
ロセスであっても人の関与なしで処理するようになり、足り
ない能力についてはインターネットにあるデジタルツインか
ら得るようになります。モデルをベースにした機械学習によ
って機械性能も改善されていきます。古い、使い慣れた機械
の方が新しい機械よりも良いのかどうかについても、議論が
必要かもしれません。
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ックの加工も同様です。ここでは1回のクラ
ンプで、最大プロファイル深さ11mm、最大
幅300mmのワークピースを最大8個まで研
削します。これはスピンドルの出力と機械
全体の安定性にとって、大きな課題です。

測定と研削
実際の研削プロセスは、測定やドレスなど
の前後のプロセスに連結できます。「ここ
では研削盤と測定機を一つのセルとして構
成し、ロボットをインターフェースとして
組み込むことができます」とCTOのReinは
言います。その結果、大量の製品を、無人
の完全自動化製造（Lights out production）
できます。WALTERの機内測定システム
IMSでは、生産する工具のパラメータなど
を保存できます。相違がある場合、システ
ムは加工プロセスを補正、あるいは公差外
の場合、生産を停止します。「小ロットの
場合や、工具一本の場合でも、高精度研削
にはインプロセス測定が重要です」とHuber
は説明します。 

ドレッシングにより、研削砥石の摩耗
が補正されます。これにより、加工中の工
具の公差が均一に保たれ、品質が保証され
ます。「特定の用途では、セラミックのよ
うなより硬材質が用いられるようになり、
これらの材質は超砥粒を必要とします。そ
してこれらの超砥粒は、高強度、メタルボ
ンドを必要とします」とWegenerは説明し
ます。 

そしてメタルボンド研削砥石に対して
は、WireDress®テクノロジーがドレッシン
グの手段になります。ワイヤ放電加工の原

理に従い、WireDressでは非接触式で砥石を
ドレッシングします。その結果、粒子の無
い範囲が最大化し、切削性が最適化されま
す。「WireDress®は、メタルボンド研削砥
石がより広く普及するために役立つと思い
ます」と、この技術をSTUDERと共同開発
したWegener教授は言います。

人的な要因
研削プロセスの結果を決める他の重要な要因
として、従業員が挙げられます。「従業員の
経験知識はとても重要です」と、Reinは強調
します。そのためUNITED GRINDING Group
の全ての企業は、従業員の研修に熱心に投資
します。（これについては36ページ以降を参
照） 。人のノウハウは、デジタル化が進む過
程でもその重要性を失いません。 

「今日の技術者が持つ経験知識は、アシ
スタントシステムとデータベースに取り込む
必要がある一方で、今後オペレーターは、さ
らに厳しい課題に直面することになります」
とHuberは言います。なぜなら、「複雑な製
造プロセスにおいては、オペレータは全く
別の水準の能力が求められるからです」と
Mavroは補足します。 

そのためにUNITED GRINDING Group
には2つの決意があります。1つ目はテクノ
ロジーを改善すること、そして2つ目は従業
員の能力も向上させることです。 

写真： バランスシャフトを加工するShaftGrind 
S (SCHAUDT MIKROSA GmbH、ライプツィヒ 
(ドイツ)で撮影) 。

びびり抑制

ドレス技術

液体供給

オペレータアシスタント

モニタリング 適応性

補正

ワークピースの自
動化

工具の自動化

CAM 高速

エネルギー効率

正確さ

「生産性と品質に関し
て、セラミック、超硬
金属やPCDのような材
質は研削でのみ有効な
加工ができます。」

Daniel Huber, 
円筒研削CTO

研削のパラメータ 
  ルガーノで行われたCIRP General Assembly 2017での研削エキスパートの評価

未来 
研究 
産業界の

産業界の 
 遅れ研究の欠如
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ガラス製プロファイル
最新の5G対応スマートフォンでは、材料としてガラスとセラミックを
用いることが増えています。この加工では、工具に求められる要件が高
くなります。この要件を満たすために、EWAGのレーザー技術で工具加
工するのが最適です 
 
テキスト： HEINZ-JÜRGEN KÖHLER 

これは文字通りの競争です。どのメーカ
ーが、最新のスマートフォンを市場に投
入するのか、競争しています。高速なプ
ロセッサ、より優秀な、あるいはより多
くのカメラ、より大型の画面、指紋センサ
ー、顔認証、丸みを帯びた形状、丸みを帯
びたスクリーンといった特徴があります。 
Samsung、HuaweiおよびAppleは、世界
市場のほぼ半分のシェアを占有するメーカ
ーですが、競合他社を凌駕しようと常に試
みています。韓国のメーカーであるSam-
sungが2019年春に世界初の5Gモバイルチ
ップ搭載スマートフォンを市場に導入し
たことは、この競争における一撃となりま
した。これらの携帯には、UNITED GRIN-
DING Groupの工具加工機メーカーである 
WALTERとEWAGのノウハウと加工技術が
様々な形で用いられています。クラシック

な携帯電話では、ボディがプラスチックま
たは金属鋳造により製造されていました。
鋳造では、通常、WALTER機械で製造され
た工具が用いられました。コンピュータ、
コミュニケーションおよびコンシューマー
エレクトロニクス用の国際的な略語によ
り、これらは3C工具と呼ばれます。

 
PCDプロファイルカッター
iPhone 6とSamsung Galaxy S5世代のス
マートフォン以降、レーザ加工による工具
の使用が増えています。Apple iPhone 6で
は、アルミニウムボディの丸みはPCDプロ
ファイルカッターで加工されていました。
これに対し、iPhone Xではハウジングフレ
ームにステンレススチールが取り付けられ
ています。これは、PCDのようなダイアモ
ンド工具では、加工できず、その代わりに

カスタマイズされた工具：  
Claus Dold博士 
（左）、EWAGのプロセス
イノベーション責任者

CBN工具が用いられます。この工具も、 
EWAG LASER LINE ULTRAやLASER LINE  
PRECISIONのような機械で製造できます。

技術とデザインへの新しい要求が生ま
れ、そして特に5Gスマートフォンが登場し
たことにより、ガラスやセラミックのよう
な材料の利用が一層増えています。これら
の材料には多くの利点があります。スマー
トフォンの受信性能に影響するものもあり
ます。「金属ボディは基本的に無線波伝達
を遮へいします」と、ドイツテレコムの端
末エキスパートであるAndreas Bußmannは
説明します。したがって、金属性ボディの
携帯は、ボディをアンテナとして使用しま
す。「このためには、ボディを、組み付け
られている他の金属部品から遮へいしなけ
ればなりません。これはプラスチックのセ
パレータにより行います。」 
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直径1.8～8ミリメートルのスマート
フォンボディを加工するための工具

スマートフォンはミリ波スペクトルで理
想的な受信性能を発揮するため必要と
します

最大   4 のアンテナを、

直接基板に設置
このような遮へいは、ガラスやセラミック
製のボディを備えた携帯端末では必要なく
なります。「私はアンテナを基板に直接設
置できます。これにより、設計上の自由度
が増します」とBußmannは言います。通
常、スマートフォンには多くの内部アンテ
ナが統合されるため、このような設計上の
自由は、5G分野でとても歓迎されます。
欧州で5G用に使用される周波数は3.5 Ghz 
（4G：2.6 Ghz）であり、米国と日本では
28 Ghzのミリ波スペクトルで無線通信され
ます。 

この周波数を受信するために、最大3
本のアンテナがスマートフォンに統合さ
れ、特に繊細で、実際にアンテナとの「見
通し線」が必要になるミリ波スペクトルの
範囲では、最大4本のアンテナが統合され
ます。ここでの第1の課題は、アンテナの
設置スペースを装置に統合することではな
く、アンテナがユーザーの体で覆われるこ
とがないようにアンテナを取り付けること
にあります。 

さらに携帯電話シェル用の材料として
のガラスやセラミックは、プラスチックよ
りも高価で長持ちし、デザインでの可能性
がより広がります。さらにSamsung Galaxy 
S10のような装置は、電磁誘導による装置の

ワイヤレス充電を可能にするために、金属
背面を採用しなくなっています。「脆弱性
や硬度特性そして、熱伝導率がわずかであ
ることにより、ガラスやセラミックのよう
な材料では、その加工に使用する工具の品
質要件が非常に高くなります」と、EWAG
のプロセスイノベーション責任者のClaus 
Dold博士は説明します。 

特殊な形状
「ガラスボディの加工に使用する特殊3C工
具の加工を弊社に依頼するお客様が増えて
います」とDoldは説明します。「各客様の
個別要求に対し、弊社ではレーザ加工機の
加工・プログラミングステップを開発しま
す。」「小さな内部半径、旋削パーツ、シ
ョルダー部などの形状を、この工具で製造
できます」と、EWAGのレーザー技術プロ
セス専門家のGregory Eberle博士は説明し
ます。従来の加工では、これらの形状の工
具は何本かで構成する必要があったと言い
ます。例えばEWAG LASER LINE ULTRA
では、これを完全自動で、ワンチャックで
加工できると、彼は説明します。

「「最小の内径、旋削パーツ、ショル
ダー部などの形状を、この工具で製造
できます。」
Gregory Eberle博士、レーザー技術プロセス専門家、EWAG

パワフルなネットワーク

2G 3G 4G 5G
1991 1998 2008 2020

InternetInternetInternet HD, ultra 
3D

video Internet  
of Things

SMSSMSSMSSMS

0,1 MB/Second 0,1– 8 MB/Second 15 MB/Second 1–10 GB/Second
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「私たち女性には別のアイ
デアがあります」
工作機械部門は依然として男性のフィールドですが、技術職に就く女性
は増加しています。今回はUNITED GRINDING Groupで働く女性にフォ
ーカスします

女性のサービス技術者が来ると思っているお客様はほどんどいな
いため、Justineはお客様の最初の反応を楽しんでいます。彼女
はその能力とオープンな性格で、お客さまにすぐに受け入れられ
ます。

熟練のオペレーターである彼女は、2018年末にメンテナンス
技術者の基礎訓練を修了し、現在は主にドイツ北東部でSTUDER
の機械を修理しています。「この仕事で素晴らしいのは、毎日新
しいことを学び、その度にお客様との間に重要な関係が生まれる
ことです」と彼女は言います。彼女の目標は明確です。「機械が
最適に機能し、一日の終わりにお客様に満足していただけるので
あれば、私は幸せです。」

JUSTINE HOFMANN

役職：
サービス技術者、Fritz Studer AG社  
シュテフィスブルク、スイス

連絡先：justine.hofmann@studer.com

お客様との関係を強化

LARA SCHNEIDER

役職：
設計技術者、Ewag AG  
エチケン、スイス

連絡先：lara.schneider@ewag.com

学生だった頃、Lara Schneiderは設計技術者という職業があるこ
とすら知りませんでした。今日では、この職業は彼女にとって夢
の職業です。「一番気に入っているのは、私の成果を最後に見て
触れることができるところです」と彼女は言います。設計では、
後に製造される機械を図面に描きます。このためには、論理的か
つ多面的な思考と、空間についての優れたイメージ力が必要にな
ります。「常にソリューションを見つけることが重要です」と彼
女は説明します。「そのためには柔軟な思考が必要です。目標へ
たどり着く方法はいつでも複数あるのだから。」

この職業に就いている人の大部分が男性であることは、彼女
の妨げにはなりません。「男性は女性よりも意思疎通がダイレク
トで私はそれが気に入っています。私たち女性は男性とは全く異
なる考え方をし、別のアイデアを持つことがよくあります。です
から男性と女性がチームとして協力する場合、互いによく補うこ
とができます。」

柔軟な思考と問題の解決
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CHANDELLE YOUNG

役職：
セールスサポートエンジニア、  
United Grinding North America, Inc., マイアミズバーグ/米国

連絡先：chandelle.young@grinding.com

「毎日私は知識を増やしています。学ぶことがたくさんありま
す」と、Chandelle Youngは言います。これは彼女が自分の仕事
を愛する理由の1つです。彼女は一年半前にセールスサポートエ
ンジニアとしてUnited Grinding North Americaに入社し、機械と
コンポーネントを再び最新の状態にするオーバーホールグループ
で働いています。

このグループと地域販売グループが協力して、機械の販売に
いたるまで準備します。この際、各機械の販売用にパーツリスト
の作成をサポートしたり、部材の仕入れをコントロールし、ユー
ザーへの納品まで調整を行います。「私はプロセス全体において
細部にいたるまで注意を払い、オーバーホールされた機械が正し
い納期でお客様のもとに届くように手配します」とYoungは言い
ます。

細部への気配り

JUDY XI

役職：
精度測定リーダー、  
United Grinding (Shanghai) Ltd., 上海、中国

連絡先：judy.xi@grinding.cn

私たちはグローバルな製品を持ち、国際的なエキスパートと技術
者が働く、一流の精密機械メーカーです」と、Judy Xiは熱く語
ります。 彼女はすでに12年にわたって、中国のUnited Grinding 
(Shanghai)で働いています。彼女の担当分野には、特にお客様の
ワークピースのための測定方法や、必要な測定工具を設計するこ
とや、測定プロセスのプログラミングが含まれます。 

「私は注意深く作業することに慣れており、測定作業や、人
と機械におけるやり取りを好んでいます。私の仕事の課題は、常
に新しいパーツとお客様の要求を測定プログラムで調整すること
にあります」と、Xiは言います。 彼女の同僚は豊富な経験を持
っており、彼女の技術水準をさらに高めるように鼓舞してくれる
と、彼女は言います。「私たちはこのようにして常にお互いから
学び、高め合っています。」 

国際化により改善
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テーブルサッカーでボールをパス：
左からMartin Hoffmann、Ralph  
Bruder教授、Heinz Poklekowski、 
ドイツ・シュトゥットガルトにて
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新しい仕事
はボールを
回すことで
はないでは
ない
労働者の要求は機械製造業にど
のように影響するのか？能力あ
る人材を獲得するために企業は
何をするべきか？対談

テキスト： Michael Hopp  
写真： Dominik Obertreis 

Poklekowskiさん、あなたは従業員を募
集していますか？人手不足が発生して
いるとしたら、どの分野で生じていま
すか？ 
Heinz Poklekowski: 私たちの離職率は5パ
ーセント未満で、職業訓練率は6パーセン
トになります。研削工、工程技師、アプ
リケーション技術者は、労働市場では獲
得できません。このような技術者を、私
たちは自ら教育して生み出す必要があり
ます。したがって、私たちと長く結びつ
くことができる職業訓練生を見つけるこ
とが、私たちの大きな課題になります。し
かしソフトウェア開発者、電子技術者、エ
ンジニア、そして購買部門やサプライチェ
ーンにおいても、応募者の質と数が低下し
ています。労働市場は転換しており、企業
は以前ほどの応募者を得ることができなく
なっています。しかし私たちは幸運なこと
に成長計画を実行可能な状態にあります。 
自動化、デジタル化、そして国際化のよ
うな要件は、求める応募者のプロフィー
ルにどのような影響を及ぼしますか？
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RALPH BRUDER教授/博士
ダルムシュタット工科大学 労働科学研究所
所長。Bruderは電気技術者として大学で学
び、人間工学における人工知能の使用をテ
ーマに博士号を取得。

MARTIN HOFFMANN
ヘイズ・リクルートメント 機械工学シニア
リーダーHoffmannは大学で社会学・政治
学・メディア学を修め、現在はロンドンに
本社を置くヘイズのドイツ法人で、機械工
学のエンジニアの人材紹介のシニアリーダ
ーを勤める。

HEINZ POKLEKOWSKI
UNITED  GRINDING Groupのチーフ・ファイ
ナンシャル・オフィサー(CFO) Poklekowski  
は経営学を学び、1992年にJUNGに入社
し、2004～2014年までCEOとして工具研
削テクノロジーグループを率いた。

対談 

Martin Hoffmann: 一般的に機械製造業では、
優れたサービス技術者を見つけることがと
ても難しくなっています。その理由は、昔
に比べ、プライベートで旅行する人は増加
しましたが、彼らは仕事で旅行するのは嫌
がります。彼らが抱くワーク・ライフ・バ
ランスのイメージに反するためです。 
Poklekowski: 従業員が仕事での旅行を嫌が
ることを、私たちは何年も前から確認して
います。私たちは、私たちの企業のカスタ
マーケア分野でローテーションシステムを
用いるなど、適切な対策を講じることでこ
れに対応しようと試みています。サービス
技術者は出張と内勤のタイミングを上司と
決めます。私たちは、従業員の常に変化す
る要求に取り組まなければなりません。 

工作機械業界では、世代間で受け継が
れる経験による知識や伝統的知識がよ
く話題になります。これについてはど
の程度新しい労働形態を導入していま
すか？
Ralph Bruder: これは、間違いなく多くの人
が、ニューワークと関係がないと考える分野
です。このような労働形態は、知識労働、
小さなユニット、あるいはエージェンシー
において連想されます。大規模のメーカー
企業では、これはまったく異なります。新
しい労働形態についての議論の一部になっ
ているのが、働き方や労働時間の柔軟性で
あり、これはサービス従業員にとってとて
も重要です。2つ目の観点は、洗練された
新しい働き方であり、柔軟なスペースコン
セプトや、テーブルサッカーなどが思いつ
きます。これは生産工場ではまだ珍しいも

のですが、この点についても世界は変わっ
ています。3つ目は、自己達成と参加の要
求です。これは、伝統的な部門がすでに行
っていることです。4つ目は、意義がある
かどうかという点だと私は考えます。この
4つの要素は、工作機械製造において簡単に  
見 出 せ ま す 。 従 業 員 は 大 き な 意 義 を
見 出 し て お り 、 会 社 と 強 く 結 び つ き 、 
自らの仕事に誇りを感じています。これによ
り、若い企業が最初に得ようと努力するもの
を、UNITED GRINDING Groupはすでにすべ
て保有していることになります。

「専門分野の垣根を
越えたチームで働く
ことは、最も求めら
れる能力です。」
Martin Hoffmann、シニアリーダー  
機械工学、Hays AG
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Y世代は最初の採用面接で、ニューワー
クへのこれらの要求を企業に出すとい
うのは本当でしょうか。
Poklekowski: 私たちは社会の価値観の変
化から逃れられません。応募者において
も、従業員においても、労働条件に高い関
心があることを私たちは観察しています。
私たちはこの課題に取り組み、専門分野の
垣根を越えるとても興味深いプロジェクト
作業を提供します。パートタイムやホーム
オフィスど、すべてのテーマが私たちの企
業では機能しています。さらには、私たち
の事務所には、最高水準の設備が整ってい 
ます。
Hoffmann: 私たちの設備についてはUNITED 
GRINDINGにいた人であれば、誰でも知っ
ていることです。では、人々にどのように
見つけてもらうのか。これが、機械製造業
界が直面する課題です。というのも、これ
らのクオリティは一目ではわからず、ある
いはこの企業と関連付けられるものではな
いからです。良いホームページや素晴らし
い雑誌を創っても十分ではありません。若
い人々はダイレクトなアピールを期待して
いるのです。私たちはこのことも採用活動
において考慮しなければなりません。

誠実さと信頼性はどの役割を果たしま
すか？ 
Hoffmann: 柔軟性を約束する場合には、きわ
めて誠実でなければならず、間違った情報
を与えてはなりません。業界によっては、
完全な柔軟性は不可能なことがあります。 
UNITED GRINDINGが提供するのは、高度
な安定です。これにより完全な柔軟性がな
くなることが考えられますが、Y世代は確
かな安定も求めているため、調和し得ると
私は考えます。この釣合いをとることがで
きれば、Y世代にとって興味深いオファーに
なるでしょう。 

UNITED GRINDING Groupは応募者に
どのように向き合いますか？ 中小企業
としてですか？それともコンツェルン
として向き合いますか？ いずれの面も
ありますよね。
Poklekowski: これは実際にマルチブラン
ド戦略です。たちはコンツェルンブランド
であるUNITED GRINDING Groupを、中国
と米国で、つまり従業員にとって、大企業
で働くことが重要である場所において用い
ています。アーヘン工科大学やチューリッ
ヒ工科大学と協力する場合にも、私たちは

すべての分野での経験を保有するUNITED 
GRINDING Groupとして向き合います。し
かしその社会の地域の労働市場の職業訓練
生に呼びかける場合、私たちは地域ベース
で採用活動を行い、地域の企業ブランドを
前面に出します。そこでは私たちは地域に
定着しており、人々に認知されており、重
要な雇用主になっています。 
Hoffmann: 特に私たちが採用活動をするにあ
たり、地域性は重要なテーマです。例えば
シュヴァーベンでは、求人市場がハンブル
クとはまったく異なります。ハンブルクで
は、シュトゥットガルトで必要とする人数
のエンジニアを求める企業は少ないため、
お客様にエンジニアを比較的容易に仲介で
きます。
Poklekowski: ここでは私たちの企業ビジ
ョンが、雇用ブランディングと関わりま
す。私たちは革新的な中小企業群で構成
される、国際的企業グループです。私た
ちの雇用ブランディングは、この両面を
考慮しなければなりません。私たちは興
味深い課題に取り組む国際的な企業グル
ープですが、我々の地域の外では熟練の
技術者や才能ある人々から、十分に認知
されていません。 

「私たちはヨーロッパに根付いた職
業訓練システムを中国と米国に輸出
しています。」
Heinz Poklekowski、 
UNITED GRINDING, CFO
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例えば大企業で働くソフトウェア開発
者にとって、UNITED GRINDINGに転
職するにはどのような理由があるでし
ょうか。
Poklekowski: 中規模の機械メーカーでは短い
手順で意思決定が早く、従業員の開発成果が
製品に直接採用されやすい。そして製品のラ
イフサイクルを通して管理していくことが出
来ます。私たちの労働環境を体験し、プロセ
ス全体を形作るのにどれだけ関与できるかを
理解した従業員は、このような機会をとても
評価します。さらに、国際的なプロジェクト
に関わる機会が定期的にあります。 
Bruder: 大企業は大学を出た人々に、新しい
ことを行い、世界を知る機械を約束します。
これに対し、中規模メーカーは変化が少なく
国際性も乏しいと考えられています。
Hoffmann: しかし、時にはダイナミズムがあ
ふれていることがあります。”Hidden Cham-
pions”(隠れたチャンピオン)を見れば... 
Poklekowski: 国際性は明らかに上回ってい
くこともあるのです。また、中規模メーカ
ーではより早い昇進も期待できます。 

国際性というテーマですが、アメリカ
や中国で労働者を探す場合に、ヨーロ
ッパの高度な訓練基準はどの役割を果
たしますか？ 

「工作機械のオペレーターは労働市
場では見つかりません。技術者は私
たちが自ら育成するのです。」
Heinz Poklekowski、 
UNITED GRINDING, CFO

「機械製造企業の従
業員は会社と強く結
びついており、自ら
の仕事を誇りに思っ
ています。」
Martin Hoffmann、Hays AG、 
機械工学シニアリーダー

Poklekowski: 私たちは大きな利点を持って
います。ヨーロッパにはしっかり根付いた
職業訓練システムがあり、私たちはその一
部を中国やアメリカに輸出しています。そ
のために私たちは自社のサービスアカデミ
ーを活用し、あらゆる国から従業員が研修
を受ける制度を整えています。チェコでは
職業訓練のための内部研修プログラムを開
発しました。これはデュアルシステムでは
ありませんが、非常に優れた実践的な職業
訓練です。
Hoffmann: 他の方向での異文化学習はどの
ようになっていますか？私たちは欧州でも
何か学び取ることができますか？
Poklekowski: 一例ですが、私たちはアジア
とヨーロッパの従業員で国際的なチームを
作り、アジア市場向けの機械を開発しまし
た。その際、国の異なる従業員は互いに知
識を補い合いました。 
Bruder: そのようなモデルのために職業訓
練から私たちが送り出さなければならない
のは、好奇心ある若い人々です。カリキュ
ラムの一部ではありませんが、私たちはす
べての学生に1年以上外国に滞在するよう
にすすめています。そして、常に多文化の
チームで働くことを前提として考えるよう
に伝えています。多文化であることが、日
常なのです。 
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機械製造業界において、今日ではハー
ドスキルの他にソフトスキルはどの程
度 重要ですか？そしてこれは後進の育
成にどのような意味を持ちますか？
Hoffmann: 私たちは全部門の約600名のマ
ネージャーに対して毎年アンケートを実施
し、年次人事レポートを作成しています。
そこでは、私たちがハードとソフトのいず
れのスキルを必要としていることを繰り返
し示しています。大切なのは、学習能力が
あり、変化に対応できる人々を得ること 
です。 
Poklekowski: 私たちの部門においては、
経験知識とデジタルに関する要件を組み
合わせる必要があります。これができるの
は、熟練のスペシャリストと若いスペシャ
リストによる混合プロジェクトだけです。
したがって、今日ではソフトスキルがとて
も重要になるのです。チーム作業ができる
場合にのみ、私は自分の知識をプロジェク
ト内で提供できます。仕事のやり方を質問
し、間違いを認める準備ができている場合
に、私は学ぶことができます。工作機械製
造におけるデジタル化と、関連する仕事に
重要なことは、デジタル化のスペシャリス
トのみを必要とするのではなく、チーム内
で蓄積されていく知識を必要としているの
です。 

「全ての学生に対
し、常に多文化の
チームで働くこと
を前提として考え
るように伝えてい
ます。」
Ralph Bruder教授/博士、 
ダルムシュタット工科大学

Hoffmann: この結果は、私たちの研究でも
表れています。専門分野の垣根を越えたチ
ームで働くことは「学習能力」と「変化へ
の対応力」と並んで、最も要求される能力
として挙げられます。
Bruder: その通りです。生涯を通じた学習と
いうのは、ドイツでは簡単なことではあり
ません。私たちの伝統では、認定エンジニ

アとなり、証書に認証印を得て、準備完了
です。この方式をやめて学習が完了してい
ない状態にすることは、ドイツでは疑念を
生みかねません。そのような場合、企業で
は「オン・ザ・ジョブ」トレーニングで対
応しなければならない状態が続いています。

デジタルネイティブである若い世代は
デバイスに話しかけ回答を得ることに
慣れています。機械が一層インテリジ
ェントになれば、デジタルネイティブ
は、他には真似できない利点を持つこ
とになりませんか？
Poklekowski: 熟練の従業員のノウハウと、
若い従業員のデジタルへの対応力を合わせ
ると高い付加価値を生みます。雇用者であ
る私たちは、職業経験とデジタルネイティ
ブの能力を同等に評価するプラットフォー
ムを提供し、作業結果にポジティブな影響
を与えるようにしなければなりません。
Hoffmann: 若い世代が最初から多くのチャン
スを持っていたり、他の人々を追いやること
になるとは思いません。ソフトスキルにはリ
ーダーシップや意思決定の能力、コミュニケ
ーション、安定性の確立などが含まれます。
私たちはそういったスキルを必要としている
わけですからなおさらです。そしてこの場合
は1980年生まれの私の世代の方が求められ
ていると考えられます。新しい従業員を採
用すると、彼らは次に何をするかを私に質
問することがよくあります。この時点で、
私はAlexaやSiriなのです（笑）。
Bruder: 機械の取り扱いにおいて、私たちは
機械が定めるものすべてを受け入れること
をしない、意識の高い人材を必要としてい
ます。私はよく、デジタル環境を当然のも
のとして受け入れる考え方を目にします。 
今、熟練と若い世代、両方の従業員による混
合チームの経験が必要とされているのです。   
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常に対話する、 信頼されるチームプレイヤー。Alexander Heiterは6人
の部長とともにFritz Studer AGの機械製造をコントロールし、管理業
務の大部分を担います。彼は生産工程のプランニング、構築、監視お
よび最適化を担当しています。そして、作業安全と従業員の作業効率
性を考慮し、高品質な製品製造を目指します。これには製造部門に在
籍する約90名の休暇、病欠、研修などのあらゆる人事の事項も含まれ
ます。「私は各部長が直面する障害を取り除き、それぞれの部門を適
切に管理できるように努めています」とHeiterは言います。 

そのため、彼は彼のチームだけでなく、他の部署との関りを大切
にします。「私は管理運営や情報伝達、意思疎通を大切にしていま
す。特に関連部署の管理職との間に統一された理解が生まれるよう
にすることに意欲を持って取り組んでいます。」 

連絡先： 
alexander.heiter@studer.com

07:00 
出社とミーティング
Alexander Heiterはトゥーンのオフィスに出
社し、まずその日の予定を立てます。各部
の部長と、製造管理・購買・在庫管理の担
当者とミーティング。

Alexander Heiter はSTUDERの機械製造部門
の部長です。はアドミニストレータとして関
連部署と統一された理解が生まれるよう勤め
ます。私たちは彼の一日に密着

テキスト： Sabrina Waffenschmidt           
写真： Meinrad Schade

ある一日を… 
ALEXANDER  
HEITER
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10:00  
プロジェクト: 新システム導入
HEITERは管理業務の他に複数のプロジェクト
を率いています。このプロジェクトはUNITED 
GRINDING GROUPで生産データ収集システム
の導入です。

「私は各部長が直面する障害を取り除
き、それぞれの部門を適切に管理でき
るように努めています」

13:30  
部長ミーティング
私たちの現在地と目標は？ 部長職は定期的
に年次目標の状態と製造部門に必要な対策に
ついて話し合います。 

14:30  
プロジェクト: 立方体製造の近代化
彼は立方体製造の近代化のプロジェクトも率いていま
す。プロジェクトはすでに最終段階にあり、現在は機
械性能の工場について取り組んでいます。
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15:00 
精密な平面研削
彼は新しい加工プロセスにおいてセット
アップを最適化し、機械の調整を行い、
加工効率の向上が可能か検証します。

16:30 
品質の向上
品質と生産性を改善し続けるため
に、Heiterは定期的にフィードバッ
クを得ています。

17:30 
総括
仕事を終える前に、Heiterは一日
を総括し、次の日のToDoリスト
をまとめます。

17:00
確認
Heiterはチームメンバ
ーと部品寸法を確認
し、そのデータに基
づきプログラムを最
適化します。

「機械製造の管理職の間に統一された理解が生
まれることが重要です。」
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TOOLS &
TECHNOLOGY

SCHAUDT ShaftGrind Sは
乳剤やオイルを冷却潤滑剤
として使用して運転可能

UNITED GRINDING Groupの最新ニュース

 
 
 目次
28   MÄGERLE MFP 30 

新しい5軸研削センターにより、飛行機タービンのブレー
ドを高い生産性で加工可能

30   お客様のケース：LA RAPIDA 
このスイスの企業は、ガスタービン用コンポーネントの
製造の際にMÄGERLEの技術を使用

31    SCHAUDT SHAFTGRIND 
ShaftGrindは電気モーター用ローターシャフトに革新
的なソリューションを提供します 

32   WALTERのツー・イン・ワン 
研削と放電加工の組み合わせにより、高精度度な工具
の製造が可能

32   STUDERの内面円筒研削盤 
飲料用の缶を効率的に生産

33   STUDERの汎用円筒研削盤 
ツールアダプタを精密製造 
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複雑な形状を効
率よく研削

2019年5月のグラインド・
シンポジウムにおいて
MÄGERLE MFP 30が初め
て公開されました

MFP30は非常にコンパクトデザインで機械
本体の設置面積は、わずか2900 X 2525ミ
リメートルです。その構造は加工エリアへ
の最適なアクセスが可能であり、機械正面
もしくは機械上部からのクレーン利用など
人間工学に基づくローディングを可能とし
ます。

モジュラー式コンセプトにより、ユー
ザーは旋回A軸と回転B軸による2軸テーブ
ルがさらに回転C軸を追加した3軸インデッ
クステーブルのいずれかを選択することが
できます。3軸インデックステーブルを利用
することで、コンプレッサーブレード・ル
ート部のラディアル研削がワンクランプ、
且つ形状エラーなしで加工することができ
ます。

コンパクトデザインのMFP30ではあり
ますが、大きなサイズの研削砥石を搭載す
ることができます。これにより、混在する
複数の形状加工を幅広の砥石利用しワンパ
スで仕上げることができます。摺動面は油
静圧ガイドウェイを採用しており、制御さ
れた薄い油膜でサポートされています。主
な利点は高い減衰性と低い共振性が得ら
れ、より高い材料除去率と工具の高寿命化
につながることです。

MÄGERLEは航空機向けガスタービン用ガイ
ドベーン、ブレード、熱シールド等の複雑形
状に対する新たな研削加工ソリューションと
して、よりコンパクトな5軸グラインディン
センターMFP 30を開発しました
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摩耗のないガイドの
コンセプトは、生産
設備として長期間の
運用に耐えうる、高
い耐久力を備えてい
ます

NC制御によるクーラント供給制御と機内
内蔵型高圧クーラントノズルによる最適な
砥石クーラント

オイルホール付き切削工具対応クーラ
ントスルー機能

内蔵型の高圧クーラントノズルもま
た、高い材料除去率能力に貢献していま
す。サーボ制御式テーブルドレッシング装
置は、207から307ミリメートル（直径150
ミリメートル）のダイヤモンドロールを搭
載することができ、ダイヤモンドロール状
に施された形状に応じ、多種多様な加工を
可能にします。これにより、セットアップ
の時間を大幅に短縮することができます。 

機内搭載型の自動ツールチェンジャー
は加工の柔軟性を高めることができます。
このツールチェンジャーには様々な研削砥
石とエンドミルやドリルなどの切削工具、
ワークの位置決めや計測を目的とする測定
プローブを搭載することができます。工具
交換は生産を中断させることなく生産工程
と並行して行われます。これにより、不要
なダウンタイムが排除され、高度な柔軟性
が確保されます。ツールチェンジャーのポ
ケット数は12または24個の仕様から選択す
ることができます。強力な研削スピンドル

は、さまざまな研削プロセスの組み合わせ
を可能にします。例えばアルミナ系研削砥
石によるクリープフィード研削やCBNによ
る研削などです。さらに、最高12,000 rpm
の回転数を持つ高性能スピンドルは、要求
の厳しい研削及びミーリング工程をワンチ
ャックで行うための最適化条件を満たすこ
とができます。回転数が低い場合でもフル
パワーと高トルクを得ることが可能です。

効率的なプロセス開発
研削液にはエマルジョンまたは研削油を使
用できます。クーラント液は、2軸制御の高
圧クーラントノズルを通し供給されます。
ドリルやエンドミルなどのオイルホール付
きの切削工具用にはクーラントスルー対応
のオプション機能が選択可能です。コンパ
クトなクーラントユニットに、ポンプの周
波数を制御し、エネルギー効率の高いクー
ラント供給を確保しています。CAMプロセ
スを運用する場合、Siemens NX ポストプロ
セッサーが利用可能です。生成されたNCプ
ログラムは、MÄGERLE研削サイクルで利用
されます。 これによりプログラムは機械の
コントローラーでオペレーションガイドに
より簡単に編集できます。プログラムのシ
ミュレーションと確認のためにMÄGERLEで
はVericut用パッケージを提供しています。

連絡先： 
viktor.ruh@maegerle.com

アドバンテージ

   コンパクトデザインがもたらす省スペース化
と最適な生産フロー

   高い柔軟性と効果的な加工
   油静圧ガイドシステムによる加工精度の向上

と機械及び工具の長寿命化

オプション
   3軸インデックステーブル
   ツールチェンジャー：12 or 24
   オイルホール付き切削工具用クーラントス

ルー装置 
   レーザー測定装置
   測定用プローブ
   Siemens NXポストプロセッサー

研削砥石
   研削砥石 Ø：Max.300mm 
   研削砥石幅：Max.60mm
   ラジアル方向の利用：Max.80mm
   フランジタイプ：HSK-B80

「幅の広い研削砥石は、複数の形状をまとめる
ことができるため、生産時間を大幅に短縮させ
ることができます。」 
 
Viktor Ruh セールスエンジニア及び　プロダクトマネージャー  
Mägerle AG Maschinenfabrik
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タービンのコンポーネント
を効率よく加工
スイスの企業La Rapida SAは、エネルギー生成用のガスタービンのコンポーネ
ント製造を専門にしており、そこではMÄGERLEの技術を信頼して用いています

すでに2008年からLa Rapida はMÄGERLE
の5軸研削センタを稼働させています。使
用されているのは2台のMFP50{578}MFP-
1002018MFP51。従来の3軸研削機械から
MÄGERLEの研削センタへ切り替えたこと
で、La Rapidaはタービンコンポーネントの
加工全体を最適化し、生産キャパシティを
大きく向上させることができています。顧
客基盤と製品範囲を広げるために、この企
業は今日では航空・宇宙産業用途向けのガ
イドベーンとインペラーブレード、および
熱シールドも製造しています。このために
必要な認証EN 9100をLa Rapidaは2019年の
初めに取得しています。

4台すべてのMÄGERLE機械は、発電用
パーツであろうと、航空・宇宙産業用パー
ツであろうと、すべてのパーツをここで加
工できるように構成されています。この機
械では、ツールチェンジャと2軸インデッ
クステーブル、そしてタービン用途用のパ

ラメータ設定可能な研削・ドレッシングサ
イクルが利用できます。La Rapidaでは、
作業範囲が大きいMFP 100を主に大型コン
ポーネントの加工に使用し、特にガスター
ビンのガイドベーンとインペラーブレード
を加工します。

交換可能なパーツ群
モデルMFP 50とMFP 51では、交換可能な
パーツ群が研削され、ここには航空宇宙用
コンポーネントも含まれます。両機械の間
では、研削砥石フランジさえも相互に交換
できます。この際、MFP 51が、もう片方
より優先される機械になります。最大6個
のプロセス最適化済み冷却潤滑剤ノズルを
搭載するオプションのノズルチェンジャに
より、冷却潤滑剤がプロセスに応じた最適
な方法で、ワークピースに確実に導かれる
ようになります。これにより、様々なプロ
ファイル用の研削条件が大幅に改善されま スイスのキアッソにあるLa Rapida 

す。さらにMFP 51の工具とドレッシング
ローラーを同時に交換するチェンジャによ
り、非生産時間が減ります。La Rapida SA
社は、MFP 51を購入した最初の企業です。 
「私たちはこの決定にとても満足していま
す」と、Nicola Pusterla社長は言います。 
「私たちは特にツールチェンジャが持つ大
きなキャパシティの恩恵を受けています。 
このチェンジャにより、繰り返し生じるロ
ットサイズを大きな停止時間なく加工でき
るようになります。」 研削砥石、ダイアモ
ンドローラーおよび工具用のツールマガジ
ンは、ポータルシステムになっています。 
66のポジションには、様々な工具タイプを
装着できます。

連絡先： 
viktor.ruh@maegerle.com

MÄGERLE MFP 51の基本装備
では、工具用の統合型ポータル
マガジンを搭載しています
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欧州の道路を走行する電気自動車の割合は、
常に上昇しています。これにより製造に用
いる研削技術の要件が変化し、電気駆動の
ローターシャフトの研削が極めて重要にな
ります。そのため、製造工場では高精度なロ
ーターシャフトをコスト低減しながら製造す
る必要があります。そこでSCHAUDTは様々
なソリューションを提供する「ShaftGrind」
を提案します。

一回のプランジで
典型的なローターシャフトは長さが250
～400mm、積層コアのジョイントシートの
直径は40～70mmです。研削されるのは、
ベアリングシート、シーリングシート、ジ
ョイントシート、そしてショルダーです。
通常、加工は2面から順に行われます。し
かし、ShaftGrind Sではシャフト形状に応
じて1回のプランジで加工が行われ、最大
500mmの砥石が様々なライニングで用いら
れます。この方法によりローターシャフト
1本にかかる加工時間はわずか45秒です。形
状が複雑なシャフトは、2個以上の砥石が使
用できるShaftGrind Lが最大90秒で加工しま
す。この際、ローターシャフトの精度はト
ランスミッションのシャフトの要件に相当

「私たちのカムシャフ
トとギアシャフトの加
工経験を、Eローター
シャフトの加工に活用
できます。」
 
Wadim Karassik、プロセスエンジニアリング
部長、Schaudt Mikrosa GmbH

し、真円度3～5 µm、ねじれなしのシーリ
ングシートが求められます。

また、仕様に応じてシャフトは外部チ
ャックまたは、シャフトのキー溝がつい
たロックシステムに正確にはまるマンド
レルを使用しクランプされます。ここでも
SCHAUDTは、クランピングマンドレルに
ついて有する経験を利用します。Eロータ
ーシャフトのメーカーは、ShaftGrindによる

台に1台 の自動車が、2030年には世界で
電気自動車になっていると、コンサルテ
ィング会社Boston Consulting Groupは見
積もっています

2

技術的恩恵を受けるだけではありません。 
Eモビリティ(electromobility)市場が予想と
は異なる発展を見せる場合、ShaftGrindは
あらゆる種類のシャフトを研削するために
使用できます。

連絡先： 
wadim.karassik@schaudtmikrosa.com

45秒で1本の
シャフト

ダブルスライド研削盤であ
るShaft Grind L2はシャフ
ト加工における新しい可能
性を提供します

SCHAUDT ShaftGrindシリーズは、電気モーターのロータ
ーシャフトに未来に対応する技術を提供します
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決め手となるダイ�

複雑形状のPCD工具の需要が高まり続け
ています。これなしでは、特に航空・宇宙
産業におけるCFRPの加工は考えられませ
ん。しかし、この高度な工具を効率的に製
造することが課題になります。WALTERの
ツー・イン・ワン機で可能な加工は、現在
この種の工具を製造するための唯一の方法
です。

効率的な回転放電加工
現在、WALTERでは、ツー・イン・ワンコ
ンセプトをベースにし、放電加工と研削とい
う加工プロセスをひとつに統合している機械
を3台提供しております。この機械では、木
工業、自動車産業、あるいは航空宇宙産業な

WALTERの放電加工機：HELITRONIC�VISION��
DIAMOND�400�L、HELITRONIC�POWER�DIAMOND�400、�
HELITRONIC�DIAMOND�EVOLUTION（左から順に）

放電加工と研削のどちらですか？�両方です！�

ど、様々な分野のPCD工具を加工できます。
特殊なケースにも対応できます。工具を、研
削のみか（超硬）、放電か（PCD）、あるい
は両方の組み合わせによる加工か、ワンチャ
ックで加工できます。利点：工具を再クラン
プする手間が省けます。

強力なスピンドルにより、高精度が保
証され、WALTERが使用する回転放電加工
は従来のワイヤ放電加工と比べて多くの場
合、経済性が大きく優れています。�

PCD事業への取り組み
加工プロセスの効率は、ツー・イン・ワン
コンセプトの唯一の利点ではありません。
柔軟性が非常に高い機械のため、お客様は

WALTERのツー・イン・ワンコンセプトにより、�
PCD工具の費用対効果の高い製造が可能

PCD市場をリスクフリーで開拓できます。
ビジネスが期待通りに展開しない場合で
も、標準工具を簡単に、いつものWALTER
のクオリティで研削できます。

連絡先：�
christoph.ehrler@walter-machines.com

STUDER�S131の
最大ワークピー
ス長は300mm

UNITED�GRINDING��North�Americaは、そのポテンシャルを金
属パッケージの見本市であるCannexで披露しました。アルミ
ニウムやブリキ製の飲料用の缶の製造のため、プランジャーと
複数の引抜き用リングで金属ディスクから引き延ばし、カット
と洗浄を経て、内側からコーティングします。�

ここで使用する工具（プランジャー、引抜き用リング、パ
ンチおよび成形工具）の品質は、プロセス効率に直接影響しま
す。精密に研削するほど、生産能力は高まります。ここでは
STUDERラジアス研削盤S121、S131およびS141が性能を発
揮します。工具のラインまで90°旋回可能である直接駆動のB
軸と、ソフトウェアStuderSIMの組み合わせにより、連続的な
旋回動作と、軸によるX軸およびZ軸の補間が可能になります。
その結果、完璧な半径を得ることが出来るのです。

連絡先：�
cesare.mastroianni@studer.com

飲料用の缶を製造するためのダイを作成する
際には、STUDER�S121、S131およびS141
がそのポテンシャルを発揮します
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時代に対応する最新ツールアダプタ�

STUDERは多角形の中空テーパーシャンクのようなツールア
ダプタの製造に高精度と経済的なソリューションを提供

工具とワークスピンドルの間のインターフ
ェースとして、ツールアダプタは素早い工
具交換と最大の加工精度を実現しなければ
なりません。かつては回転対象のHSKアダ
プタがすべての基準でしたが、多様な工具
を使用する傾向から新しいインターフェー
ス形状が発展しました。それが、平坦な部
分を備えた、多角形の中空テーパーシャン
ク（PSC）です。

PSCツールアダプタにより、最高水準
の繰り返し精度、より短い工具換装時間、
そして高い安定性と精密性を保証します。
このアダプタは大きな回転トルクを伝える
ため曲がりにくく、自動センタリング式に
よってクイックチェンジ機能が備わってい
ます。

高効率で精密
工具業界の経験豊かなパートナーと�
して�、�STUDERはPSCツールアダプタの製
造プロセスにある技術的な課題を知ってい
ます。STUDER�S41、S31、S22、S131お
よびS141は、1�µm内の軸精度および振れ精
度と、0,5μm内のインプロセス測定により、
経済的なPSC生産のための理想的な条件を
もたらします。�

StuderFormHSMは放電加工と研
削の両方において、ツールアダ
プタのプログラミングを簡単に
します�

さらにSTUDERは、安全なプロセスでワ
ークを固定するための特殊クランプシステ
ムを提供し、希望するモジュール方式、繰
り返し精度および必要な同心度を保証しま
す。同時に極めて厳格な形状公差により、
力を伝達するための大きな接触面が確保さ
れます。この際、StuderFormHSMはその
機能指向な形状補正により、PSCツールア
ダプタの容易なプログラミングを可能にし
ます。STUDERの円筒研削盤は倣い研削を
可能とし、多角形のインプロセス測定機能

を提供します。これにより、少量生産の場
合でも高度なプロセス安定性が保証されま
す。また、手動クランプ、シングルローダ
ーまたは柔軟性が高いポータルローディン
グシステムによる個別のオートメーション
は、生産量に左右されることなく高度な加
工プロセスを保証します。

連絡先：�
stefan.schneiter@studer.com

「工具業界の経験豊
かなパートナーとし
て、STUDERは製造
プロセスの要件を把
握しています。」�
�
Stefan�Schneiter,�
シャフトプロジェクト担当、Fritz�Studer�AG

利点早見表

�� �軸精度と同心度�<�1�µm
�� �インプロセス測定装置精度<�0.5�µm
�� 信頼性の高いクランプシステム
�� �非常に厳格な形状公差
�� �StuderFormHSMによるプログラミング
�� �インプロセスコントロールによる倣い研削
�� �個別のオートメーションが可能
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NICO PESCHKE
 
エンジニア、サービス
技術者、WALTER、チ
ュービンゲン、ドイツ 
  
当企業グループの国際
性を、Nico Peschkeは
特に評価します。
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 研削は大学で学ぶもの
ではない
研削プロセスの質は、従業員の能力に大きく左右され、経験知識に依存して
おり、この知識は若い同僚に伝えられます。したがってUNITED GRINDING 
Groupは、訓練・研修のための特別で世界規模のシステムを保有します

テキスト：Sabrina Waffenschmidt 

彼は知識欲が高く、子供時代から機械に魅
了されていました。6年前に、Nico Peschke
はチュービンゲンのWALTERで、メカトロ
ニクス・エンジニアのための職業訓練を
始めました。訓練期間を終えたあと、彼
は組立部のプロトタイプ製造部に採用さ
れ、2018年の初めにサービスに配属されま
した。これと同時に、Peschkeは国家公認
技術者研修を修了しました。 

「私にとっては、多くの経験が重要で
す。それが私たちの仕事で欠かせないこ
となのです」と彼は言います。この時、 
UNITED GRINDING Groupは彼を手厚くサ
ポートしました。「私の仕事は変化に富ん
でおり、ルーティーンワークではありませ
ん。最新技術に対応するため、ほぼ毎日新
しいことを学ばなければなりません」と彼
は強調します。

才能ある若い人の可能性
才能ある若い人々が熱心に取り組めるよ
うに、UNITED  GRINDING  Groupの企
業は様々な職業訓練を提供しています。 
「需要と対策は企業によって大きく異なり
ます」と、UNITED  GRINDING  Groupの
人事部長であるSonja Ludwigは言います。 
「例えばSTUDERでは長年にわたる職業訓
練の伝統があり、独自の研修センターを設
立しています。」 現在ここでは84名の研修
生が、7つの職業について研修を受けてい

ます。これは全従業員の10パーセント以上
になります。BLOHMやJUNGのような企業
は、メカトロニクス・エンジニアの職業訓
練を提供します。

体験と新しい刺激
労働市場と職業訓練システムにおいて、
地方および国特有の大きな違いがある
と、Ludwigは言います。「例えばチェコで
は、生徒向けの短期実習と、学生向けの実
習生プログラムがありますが、ドイツやス
イスで知られているような職業訓練はあり
ません。これに対し、ドイツでは近年、デ
ュアル職業訓練が再び強化されています。

しかしすべての企業に当てはまること
が1つあります。経験知識、そして経験豊
かな従業員には大きな価値があるというこ
とです。「複雑な知識は、最も優秀な同僚
から伝達してもらうことしかできません」
とNico  Peschkeは言います。「これは特
に研削について当てはまることです。」  
というのも、研削は大学で勉強するのでは
なく、機械での作業で学ぶものであるから
だと、Sonja Ludwigは強調します。したが
って、グループの多くの企業においては、
新しい従業員の隣には、常に教育係(メンタ
ー）が配置されます。

「私たちは新しい従業員と、経験豊か
な従業員を組み合わせ、経験が伝えられる
ようにします」と、United Grinding North 

「常に新しい文化と新し
い言語を知ることは素晴
らしいことだと思いま
す。サービス技術者であ
る私にとって、これはと
ても重要です。」
Nico Peschke, 
Sカスタマーエンジニアリングのサービス技術
者、WALTER、テュービンゲン、ドイツ
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AmericaのSarah Brinkerhoffは説明します。
「メンター制度により、新人は個人的な会
話のなかで質問をすることができ、チーム
の結束が強まります。」

補完しあうベテランと新人
「実践的知識は経験から生まれます」と 、 
Sonja Ludwigは強調します。「年齢差の大
きいチームがたくさんあります。例えば一
人が25才で、もう一人が55才であるチーム
です。年上の従業員は経験知識を与え、年
下の従業員は新しい刺激を与えます。彼らは
補完しあうのです。」チームを編成する際の
管理職への要求も高まり続けています。「デ
ジタル化が進み、専門分野の垣根を越えた交
流が続き、仕事の形が変わることにより、従
業員も多様です」とLudwigは説明します。 
「チームを正しく編成することが、一層重要
になっています。サッカーチームの場合と同
じく、ディフェンダーも、そしてフォワード
も必要とされるのです。彼らにはそれぞれ異
なる指導が必要です。」 

基本的に正しい指導というのは存在
せず、個々の従業員に対して適切な指導

「STUDERはとても寛容
で、SWISSSKILLSの準
備では私をとてもサポー
トしてくれました」
Josia Langhart、オートメーションエンジニア
見習い4年目、STUDER、シュテフィスブル
ク、スイス

が 必 要 な の で す 。 励 ま し が 必 要 な 人 も
いれば、積極的な人もいます。ですから
管理職の研修、コンフリクトマネジメン
トなどの自己啓発セミナーは、UNITED  
GRINDING Groupによって全体的に行わ
れ、その結果経営陣で共通の理解が生まれ
ます。

国際的な知識交流 
UNITED GRINDING Groupにとって、優秀
な若い人材を教育するのと同じように重要
なのが、すでに働いている従業員を束ね、
能力をさらに開花させることです。従業員
とともにキャリアの道を開発し、可能な能
力開発・研修について議論します。能力開
発・研修範囲は最新の専門能力の伝達か
ら、安全訓練や言語講習にまで至ります。 
研修テーマは、定期的に行われる個別の対
話で話し合われます。トレーニングレベ
ル、既存能力、そして、最新知識、各従業
員の希望が考慮されます。具体的な研修プ
ログラムだけでなく、経済的な支援と柔軟
な労働時間を通じても、従業員はUNITED 
GRINDING Groupに支援されています。

JOSIA LANGHART
 
オートメーションエンジニア見習い4年目、STUDER、
シュテフィスブルク、スイス

Josia Langhartは、職業訓練生のスイス全国大会で
あるSwissSkillsにおいて、2018年に金メダルを獲
得しました。それ以来、彼はロシアのカザンにおい
て、WorldSkillsのためのトレーニングを週に3日実
施しています。2019年夏の世界大会では、 
彼は銅メダルを獲得しました。
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LENKA RAUSCHOVA
 
配送部
担当者、Walter 
Kuřim s.r.o.、 
クシム、チェコ 
 
Lenka Rauschovaは、 
機械輸出を担当しています。

「WALTERでは、言語コースや、お客様との交流を通じて、
私は多くの面で自分の能力を高めることができました。」
Lenka Rauschova、配送部担当者、WALTER クシム、チェコ 

TYLER METZGER

プロジェクトエンジニア、 
United Grinding North America、
マイアミズバーグ/米国
 
Tyler Metzgerは、4年前にUnited 
Grinding North Americaで、シン
シナティ大学協力プログラムの枠
組みにおいて学生として働き始
め、学位を取得した後に採用され
ました。

「メンターと共に働く
ことで、経験知識の伝
達がスムーズです。」 
 
Tyler Metzger、プロジェクトエンジニ
ア、United Grinding North America、 
マイアミズバーグ、米国
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国際交流
知識の移転は、様々な拠点、企業および他
国間でも行われます。例えばWALTERでは
職業訓練生に対し、チュービンゲンとチェ
コのクシムの拠点の間で交換実習プログラ
ムを提供しています。

STUDERの3人の職業訓練生などは、
上海訪問の際に中国人の同僚の働き方を
学びました。 United Grinding Chinaの従
業員は、多くのサービスエンジニアとア
プリケーションエンジニアをSTUDER、 
MÄGERLE、WALTERまたはEWAGに派
遣し、United Grinding North Americaも定
期的にヨーロッパの同僚を訪問します。 
「 交 流 は 、 両 拠 点 の 従 業 員 の 間 の
個 人 的 結 び つ き を 強 め る だ け で な
く 、 す べ て の 参 加 者 が 常 に 新 し い

BJÖRN MICKETEIT

システム組立責任者、BLOHM JUNG、
ハンブルク、ドイツ

27才でありながら、Björn Micketeitはすでに 
「ベテラン」です。メカトロニクス・エンジニ
アの職業訓練を、彼は2008年に始めました。
会社の中で多くの段階を経、彼は現在システム
組立の責任者で、同時に技術経営学の研修を修
了しています。 

知 識 と 能 力 を 得 て い く た め 、 と て も
ポ ジ テ ィ ブ な 効 果 が あ り ま す 」 と 、 
United Grinding North AmericaのSarah  
Brinkerhoffは言います。 

進められるデジタル化
応募者の要件は変化しており、人事担当者
はソフトスキルを一層重視するようになっ
ています。その人の性格は企業にマッチす
るのか。その人は新しい課題分野にどれほ
どオープンであるのか。特に、 学ぶ姿勢が
あるのか。

デジタル化も、従業員、その能力と経
験にとっての新しい要求を課しています。 
「新しい考え方と、別の視点を持つ別の分
野の人を統合することも重要です」とSonja 
Ludwigは強調します。

「自社の従業員を支援し、能力開
発するという点において、私は
UNITED GRINDING GROUPを高
く評価しています。」
Björn Micketeit, システム組立責任者、 
BLOHM JUNG、ハンブルク、ドイツ
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LUKRETIA SCHINDLER

P整備士見習い4年目、 
MÄGERLE、
フェーラルトルフ、スイス
 
すべての職業訓練生と同様
に、Lukretia Schindlerも職業訓
練中に様々な分野を学びます 現
在彼女は主に機械組み立て部門
で働いています。 

WU TIANWEI

円筒研削盤製品マネージャー 、 
United Grinding China、 
上海、中国
 
Wu Tianweiは、United Grinding 
Chinaで12年間勤務しており、
知識の共有がどれだけ重要であ
るかを知っています。 

「職業訓練中は、私は
的確な支援を受け、知
識をさらに深めること
ができます。」
Lukretia Schindler、整備士見習い4年目、 
MÄGERLE、フェーラルトルフ、スイス

「すべてのエンジニアが研修を受
けることにより、私たちが共通の
言語でお互いに意思疎通できるよ
うになることが重要です。」
Wu Tianwei、円筒研削盤製品マネージャ、 
UNITED GRINDING China、上海、中国
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世界を変革
精密性は、現代社会のカギとなる要素です。では、いつからどのように 私た
ちの世界を変革し始めたのでしょうか。「Exactly: How precision engineers 
created the modern world」において、著者のSimon Winchesterは この問い

かけの答えを探しています。彼の本からいくつかの抜粋を見ていきます

精密性は現代世界の重要な要素でありなが
ら、 目にすることはできず、一目ではわか
りません。私たちはみな、機械が精密に稼
働しなければならないことを知っており、 
私たちにとって重要なもの（私たちのカメ
ラ、携帯電話、こコンピュータ、自転車、
自動車、食器洗浄機、ボールペン）には、
精密に組み合わさり、ほぼ完ぺきに作動す
る部品が必要であることを知っており、精
密なものほど優れているということを、私
たちのほぼ全員が受け入れています。同時
に、この精密性という現象は、酸素や英語
のように、私たちが当たり前のことと受け
止めているものであり、目に見えるところ
はほとんどなく、完全に把握できることは
まれであり、少なくとも私たちのような素
人がこれについて熱心に議論することはま
ったくありません。しかしながら精密性は
常に存在し、現代社会の本質的要素であ
り、これによって現代社会が成立している
のです。 

しかし最初からこうであったわけでは
ありません。精密性には始まりがありま
す。精密性には、明確な始まりの日があ
り、これについてはおそらく批判の余地
がありません。精密性は、時間とともに発
展、成長、変化し、展開したものであり、
そこにとても明白な未来を見る人々もいれ
ば、驚くべきことに不安な未来を見る人々
もいます。つまり、精密性という存在の物
語が続いているのですが、しかしながらそ
の道筋は、真っ直ぐに果てしなく続くより
も、起伏が生じることも考えられるわけで
す。どのように精密性が成長したのか。こ
れについては歴史がありました。映画製作
の世界で言われるような、モチーフがあっ
たのです。

その話に深入りする前に、精密性の2つの特
別な側面について触れる必要があります。ま
ず、今日の話のいたるところで見られること
ですが、精密性が私たちの現代の社会、商
業、学問、機械および知的な風景において、
不可欠で、異議をとなえられることがない、
そして本質的に見える構成要素であるという
事実です。精密性は私たちの生活全体に、余
すところなくすっかり浸透しています。それ
にもかかわらず、これは歴史の皮肉なのです
が、注意が必要な2番目の側面があります。
それは、自身の生活が精密性によってさまざ
まな影響を受けている私たちの大半が、精密
性について詳細に考えてみると、精密性とは
何であるのか、何を意味しているのか、そし
て正確無比、あるいは語彙上でとても近い用
語である、完全、正確、適合、ぴったりとい
った、似たようなコンセプトとどのように違
うのかについて、確実な答えを持っていない
ということです。 

ほぼあり得ないほどわずかな公差
常により高い精密性を求める要求は、私た
ちの現代社会のモチーフであるように見え
ます。0.1と0.01の大きな公差から、今日の
学者が取り組んでいる不合理とも言える、
ほぼ不可能なほどの小さな公差までありま
す。0.000 000 000 000 000 000 000 000 
000 01グラム、その10分の1～28分の1グ
ラムの間の差を測定することも求められて
います。

それにも関わらず、この原則により、一
般的な哲学上の疑問も生じます。なぜなの
か。なぜこのような公差が必要になるので
しょうか。この測定に示唆されるように、
常により高い精度を求め続けることは、人
間社会にとって本当に利点になるのでしょ

SIMON WINCHESTER
Simon Winchesterは英国人作家であり、
ジャーナリスト、ラジオの出演者であり、
英国南西部で育ち、オックスフォードで地
質学を学びました。Winchesterの父は精
密機械エンジニアであり、機会を見つけて
Winchesterを彼の工場へ連れていき、そこ
でWinchesterは驚き、動揺しつつ、機械を
見つめていました。現在彼はマサチューセ
ッツの西部とニューヨークに住み、 
「中国を愛した男」、「世界の果てが砕け
散る」および「クラカトアの大噴火」のベ
ストセラー作家であり、そして多くの他の
作品の執筆者であり、大英帝国勲位を受勲
しています。子供時代に工場を訪問した記
憶は今でも何かを惹きつける力を発揮して
おり、2011年に彼はまったくの他人から予
期せぬEメールを受け取りました。そのメ
ールは「提案」というタイトルであり、次
の書き出しで始まるものでした：「なぜ精
密性の歴史について、本を書か
ないのですか？」  
そして彼はそれを 
書きました。

について  
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ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のメイ
ンミラー。24フィート（7.32 m）を超
える直径を持ち、地球から百万マイル
（1609344 km）離れた位置において、
宇宙のかなたを観察する私たちの能力を
大幅に高めます。2021年に運用開始され
ることになっています
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うか。ただそれができるというだけで、あ
るいはそれができなければならないと信じ
ているというだけで、私たちが物事を並外
れた公差によって作っていることにより、
私たちは精密性を崇拝してしまっているよ
うなリスクはないのでしょうか。 

化学的および物理的特性
製造されたどの金属（あるいはガラスまた
はセラミック）パーツにも、化学的および
物理的特性があります。質量、密度、膨張
係数、硬度、特定の熱などがあるはずです。 
寸法もあります。長さ、高さ、幅です。形状
の特性もなければなりません。他にまだ謎
が多く、明らかになっていない、定かでは
ない一連のクオリティがあるなかで、真直
度、平坦度、真円度、円筒度、垂直度、対
称性、平行度と位置の特性が測定できなけ
ればなりません。

そしてこれらのすべての寸法と形状に
対し、加工される金属パーツは、公差とし
て知られる何らかの度合いを持たなければ
なりません。時計、ボールペン、パワーユ
ニット、テレスコープあるいは魚雷誘導シ
ステムであろうと、何かの機械に適合する
ためには、いくらかの公差が必要になりま
す。加工する物体が、ただ単独で砂漠の真
ん中で直立するのであれば、公差にはまっ
たく意味はありません。しかし、同じよう
に精密に加工された他の金属パーツに適合
させるには、該当するパーツは寸法や形状
について取り決められた、あるいは指定さ
れた程度の許容誤差を示し、パーツが互い

「英国規格協会は、精密
調整されたセシウム原
子泉時計NPL-CSF2によ
り、最大0.000 000 000 
000 000 23の精度で秒を
測定できると主張してい
ます。つまり、この時計
は、1億3800万年で1秒の
誤差も生じないというこ
とです。

に適合するようにしなければなりません。 
この許容誤差が公差であり、製造されたパ
ーツが精密であるほど、必要とされ、指定
される公差は大きくなります。

発明されたコンセプト
精密性はいつも存在していたわけではあり
ません。物陰に隠れていたところを見つけ
られ、当時これを称賛した人々が皆の役に
立つと考えて利用したのではありません。 
まったく異なります。 

精密性は、唯一の、かなりの程度認め
られた歴史的必然性によって、まったく意
識的に発明されたコンセプトでした。精密
性はいくつかの実用的な理由から生み出さ
れました。これは、遠くの星の衝突の振動
が存在することを実証する（あるいは論破
する）という21世紀の夢のような希望とは
あまり関係がない理由です。より関係した
のは、18世紀の物理学で切迫していた課題
に冷静に取り組んだことでした。この課題
は、高温化にある水の形態が持つ、空想的
とも思われるエネルギーと関連したもので
あり、その前の世紀から蒸気という言葉で
知られ、定義されていました。 

精密性の誕生は、この沸騰する水の透
明なガスである蒸気を維持し、制御・管
理し、そこからエネルギーを生成し、この
エネルギーを使用することで（ひょっとし
て、うまくいけば）人類全体の幸福につな
がる有益な仕事を実行するように求めるこ
とが、もしかしたら可能なのではないかと
いう当時の考えに由来しています。

18世紀末のボウルトン・ワットの蒸気
エンジン：ピストンは英国シリングの
厚さに合い、つまり10分の1インチであ
り、メインシリンダに適合します 
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2019年11月

2019年11月20日～11月23日THAI METALEX
バンコク、タイ
 
Thai Metalexはアジア圏における最も代表的な工作機械見本市で
す。第33回目となる今回はMEMS（メムス）とIoTがテーマです。
ドイツがパートナー国となり、UNITED GRINDING Groupからは
STUDER、WALTER、EWAGが参加します。
https://www.metalex.co.th/

2020年3月

2020年3月18日～年3月21日 
GRINDTEC

研削技術の国際専門見本市
で、600社以上の企業が各社
のサービスと新しい製品を展
示します。2年ごとに開催され
るこの見本市は、2018年に過去
最高の訪問者数を記録した後、
研削技術分野において世界最大
級の見本市としての地位を確立
しました。UNITED GRINDING  
GROUPからは全てのブランド
が参加します。
www.grindtec.de

2020年6月

6月2日～6月5日 
ITM INDUSTRY EUROPE 2020,
ポズナン、ポーランド

今回で92回目となるITM INDUSTRY EUROPE
には長い伝統があります。東ヨーロッパ最大
級の工作機械見本で、26ヵ国からSTUDERを
含む約1000社が参加を予定しています。
https://itm-europe.com/

2020年5月

2020年5月25日～5月29日 
METALLOOBRABOTKA
モスクワ、ロシア

第21回を迎える金属加工業界の技術・機械・
工具の見本市は、33カ国から約1200社が参
加します。UNITED GRINDING Groupからは
全てのブランドが出展予定です。
www.metobr-expo.ru/en

MOTIONカレンダー：  
今後の大事な催し予定

2020年4月
 
2020年4月7日～ 2020年4月11日 CCMT
上海/中国

China CNC Machine Tool Fairは、China International Machine 
Tool Show（CIMT）の提携見本市です。特にCNC機械、機械
コントローラおよび機械コンポーネントが展示されます。約
1200社の出展企業にはUNITED GRINDING Groupの全てのブ
ランドが含まれます。 
www.ccmtshow.com

2020年5月

5月5日～5月8日 
CONTROL  
シュトゥットガルト、ドイツ 
5月25日～5月29日 
METALLOOBRABOTKA,
モスクワ、ロシア
5月25日～5月29日 
 
BIEMH  
ビルバオ、スペイン 

2020年3月 

3月18日～3月21日 
GRINDTEC,

アウグスブルク、ドイツ
3月31日～4月3日 

INDUSTRIE,  
パリ、フランス 

3月31日～4月4日 
SIMTOS  

ソウル、韓国

2019年11月

11月20日～11月23日 
THAI METALEX,
バンコク、タイ

2020年6月

6月2日～6月5日 
IMT 

ポズナン、ポーランド

2020年4月

2020年4月7日～  
2020年4月11日 
CCMT,
上海、中国
4月20日～4月24日 
MACH,  
バーミンガム、イギリス
4月21日～4月24日 
SIAMS  
ムーティエ、スイス
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United Grinding Group Management AG 
Jubiläumsstrasse 95 
3005 Bern, Switzerland
電話 +41 31 356 01 11 
info@grinding.ch 
www.grinding.ch

平面とプロファイル

UNITED GRINDING GROUP INTERNATIONAL

円筒 工具

Mägerle AG Maschinenfabrik
Allmendstrasse 50
8320 Fehraltorf, Switzerland
電話 +41 43 355 66 00
sales@maegerle.com

Blohm Jung GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 63–71 
21033 Hamburg, Germany
電話 +49 40 33461 2000
sales-hh@blohmjung.com

Blohm Jung GmbH
Jahnstraße 80–82
73037 Göppingen 
Germany
電話 +49 7161 612 0
sales-gp@blohmjung.com

United Grinding (Shanghai) Ltd.
1128, Tai Shun Road
Anting Town
Jiading District
Shanghai 201814, China
電話 +86 21 3958 7333
info@grinding.cn

United Grinding (Shanghai) Ltd.
Beijing Branch Office
Room 1911, Fl. 19,  
Hanhai Int‘l Mansion,  
No. 13 Jiuxianqiao Rd,
Chaoyang District
Beijing 100015, China
電話 +86 10 8526 1040
info@grinding.cn

Fritz Studer AG
3602 Thun, Switzerland
電話 +41 33 439 11 11
info@studer.com

Fritz Studer AG 
Lengnaustrasse 12
2504 Biel, Switzerland
電話 +41 32 344 04 50
info@studer.com

Schaudt Mikrosa GmbH
Saarländer Straße 25
04179 Leipzig, Germany
電話 +49 341 4971 0
sales@schaudtmikrosa.com

StuderTEC K.K.
Matsumoto Bldg. 2F
4-10-8, Omorikita, Ota-ku
Tokio 143-0016, Japan
電話 +81 3 6801 6140
info.jp@studer.com

Walter Maschinenbau GmbH
Jopestraße 5
72072 Tübingen, Germany
電話 +49 7071 9393 0
info@walter-machines.com

Ewag AG
Industriestrasse 4
4554 Etziken, Switzerland
電話 +41 32 613 31 31
info@ewag.com

Walter Kuřim s.r.o.
Blanenská 1289
66434 Kuřim, Czechia
電話 +420 541 4266 11
info.wcz@walter-machines.com

Walter Ewag Japan K.K.
1st floor MA Park Building
Mikawaanjo-cho 1-10-14
Anjo City 446-0056, Japan
電話 +81 556 71 1666
info.jp@walter-machines.com

Walter Ewag Asia Pacific Pte. Ltd.
25 International Business Park
#01-53/56 German Centre
609916 Singapore
電話 +65 6562 8101
info.sg@walter-machines.com

Walter Ewag UK Ltd.
2 St. Georges Business Park, Lower 
Cape, Warwick CV34 5DR
Warwickshire, Great Britain
電話 +44 1926 4850 47
info.uk@walter-machines.com

Walter Ewag Italia S.r.l.
Via G. Garibaldi, 42
22070 Bregnano (CO), Italy
電話 +39 31 7708 98
info.it@walter-machines.com

United Grinding (Shanghai) Ltd.
Chongqing Branch Office
15-11 Building 4,
No.18 Jinshan Road,
Longxi Street, Yubei District, 
Chongqing 401147, China
電話 +86 23 6370 3600
info@grinding.cn

United Grinding GmbH
India Branch Office
No. 487 - D1 & D2A
4th Phase, KIADB Main Road
Peenya Industrial Area
Bangalore 560058, India
電話 +91 80 30257 612 
info.in@grinding.ch 

United Grinding GmbH
Moscow Office
Puschkinskaja nab., 8a
119334 Moskau, Russia
電話 +7 495 956 93 57
info.ru@grinding.ch 

Irpd AG
Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen, Switzerland
電話 +41 71 274 7310
sales@irpd.ch

 

United Grinding 
North America, Inc.
2100 UNITED GRINDING Blvd.
Miamisburg, OH 45342, USA
電話 +1 937 859 1975
customercare@grinding.com

United Grinding Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001
Of. 1003
Querétaro, Qro. 76079, Mexico
電話 +52-1-555-509-7739
customercare@grinding.com


