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本号のタイトルストーリーでは、当
社の長年の顧客であり、このたび
Hotmatic AMP 50を導 入し、製
品構成の拡張と鍛造能力の向上に
向けてさらに大きく前進した米国の
Metform社を紹介します。これまで9台のHotmatics AMP 20
と1台のAMP 30を導入し、熱間鍛造のノウハウを蓄積してきた
Metform社は、今回、AMP 50を導入することで自動車産業へ
の新たな扉を開きました。

当社の顧客サービス部門から、AMP 70の点検について報告し
ます。マシンの制御装置を完全に更新し、最新の技術水準に引き
上げました。

掲載した一連の写真は当社の大型フォーマーの本体の製造工
程を印象的に示しています。わずか数分で最大85トンの溶鋼が
Hotmatic AMP 50の本体金型に注湯されます。これが高い生
産性を誇る横型鍛造機の製造工程の第一歩となります。その詳細
およびその他のテーマについては本文をお読みください。 

最後に、来年は様々な経済予測の中から明るい見通しが現実とな
り、私たち全員が暗いニュースの少ない2013年を迎えられること
を期待します。そうした願いとともに、皆様の幸福とご成功をお祈
りいたします。

 
ウルス・チュディン



3

NETSHAPE 2/12

奥付
NETSHAPE － 横型冷間・熱間フォーマーのための
Hateburマガジン

発行人： 
Hatebur Umformmaschinen AG 
Werbung/Kommunikation 
General Guisan-Strasse 21, CH-4153 Reinach

編集、レイアウト、製作： 
Christine Steiner, Thomas Christoffel 
und Köpfli & Partner AG

翻訳： 
Star AG, Ramsen, Schweiz

印刷、製版： 
Köpfli & Partner AG, Neuenhof, Schweiz

用紙 /発行部数： 
Claro Bulk/2500 部

© by Hatebur Umformmaschinen AG, 2012

表紙
Matthias Praus、Metform社の
副社長兼ゼネラルマネージャー

目次

3 ニュース・イン・ブリーフ 
Hateburに関する様々な情報を短い記事でお届けします

4 米国METFORM社 
10台のHotmaticsを装備し、今もなお成長を続けています

10 S7の制御装置の改造 
Forjanorにおける電気系統の完全新規化

14 骨格 
Hateburマシンの鋳造本体 

18 HATEBURにおける品質保証 
7つの封印を有する書は存在しない 

20 メッセ／イベント

CEOの声

取引先の皆様

本号のタイトルストーリーでは、当
社の長年の顧客であり、このたび
Hotmatic AMP 50を導 入し、製
品構成の拡張と鍛造能力の向上に
向けてさらに大きく前進した米国の
Metform社を紹介します。これまで9台のHotmatics AMP 20
と1台のAMP 30を導入し、熱間鍛造のノウハウを蓄積してきた
Metform社は、今回、AMP 50を導入することで自動車産業へ
の新たな扉を開きました。

当社の顧客サービス部門から、AMP 70の点検について報告し
ます。マシンの制御装置を完全に更新し、最新の技術水準に引き
上げました。

掲載した一連の写真は当社の大型フォーマーの本体の製造工
程を印象的に示しています。わずか数分で最大85トンの溶鋼が
Hotmatic AMP 50の本体金型に注湯されます。これが高い生
産性を誇る横型鍛造機の製造工程の第一歩となります。その詳細
およびその他のテーマについては本文をお読みください。 

最後に、来年は様々な経済予測の中から明るい見通しが現実とな
り、私たち全員が暗いニュースの少ない2013年を迎えられること
を期待します。そうした願いとともに、皆様の幸福とご成功をお祈
りいたします。

 
ウルス・チュディン

AMP 20 Sのカタログは、数カ月間の改訂作業を経て、あたらしい装いで登場しました。
また、この機会に2013年以降は従来のドイツ語版、英語版および中国語版に加えて日本
語版が発行されることになりました。

 
2013年版壁掛け式カレンダー ━ 今年も用意しております

Hateburは今年もまたスイスの写真で構成された
壁掛け式カレンダーを用意いたしました。12月中
に各代理店に配送いたしますので、お客さまに直
接お届けください。また、Hatebur Reinachと直
接取引関係のある企業様には直接郵送いたします。

皆様が楽しい休暇を過ごされ、素晴らしい2013年を迎えられます
ように ━ 皆様の幸福をお祈りするとともに旧年中のご協力に感謝
いたします

これまでの友好的な協力関係に感謝するとともに、今後もこの素晴らしい関係を継続させていただけるよう
お願い申し上げます。皆様が素晴らしい年末休暇を過ごされ、そして幸多き新年を迎えられることをお祈りい
たします。

HOTMATIC AMP 20 S ━  
最新版カタログ、日本語版も新たに登場
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Metform社は、イリノイ州マンデレインに本社を
置き、オーナーによって経営されている企業グルー
プ、MacLean-Fogg Component Solutions に
属する企業です。1976年に設立されたMetform
社は、MacLean-Fogg社の鍛造部品部門とな
り、MacLean-Fogg社がシカゴ以外で建設した
最初の工場でした。今日、Metform社には3ヶ
所の主要拠点があります。2ヶ所はイリノイ州サ
バンナ、1ヶ所はイリノイ州マウント・キャロルに
あります。3つの工場はすべて、複雑なドライブト
レイン用コンポーネントの冷間・熱間成形ならび
に最高精度のCNC切削加工に特化された施設で
す。Metform社は、これらの拠点に総勢275名の
従業員を雇用しています。この他にも、MacLean-
Fogg Component Solutionsグループは米国の
中西部およびヨーロッパに工場を所有しています。

成長を続ける企業
Metform社の熱間成形の事業部門は、現在は高速
製造プロセスに集中していますが、過去においては
特殊コンポーネントに特化していました。Metform
社は現在、10台のHatebur製熱間フォーマーを
稼働しています。そのうち5台がAMP 20、4台が
AMP 30、残りの1台は最近導入したAMP 50 XL
（HFE）です。

新しいAMP 50は2011年7月初めに設置され、
2011年9月の1週目に最初の部品が製造されまし
た。Metform社での設置は6ヶ月かからずに終了
し、非常に短い期間で部品を製造できる体制を整え
ました。2011年10月から2011年12月の間に、20
以上の部品数の量産準備が整えられ、市場に導入
されました。

製品の約80～ 85%が、急速に市場が発展してい
るメキシコを含め、北米市場の有名な顧客に届けら
れています。Metform社は、ヨーロッパや日本の取
引先にもコンポーネントを納入しています。市場に
送られる部品の範囲は、オフハイウェイ、農業、採鉱、
エネルギーといった領域の特定分野を含む自動車
や重量物運搬車向けの多種多様なものから構成さ
れています。

米国METFORM社 ━ 10台のHATEBUR HOTMATICを 
装備し、さらに大きな成長を遂げています

 ジェフ・ジョーンズ + クリスティーネ・シュタイナー     Metform社 + Girard社 + トーマス・クリストフェル

MacLean-Foggグループに属するMetform社は、2011年8月、すでに稼働中であった9台のHatebur製間フォーマーに
加えて、新しいHatebur Hotmatic® AMP 50XL（HFE）を導入。この拡張により、従来よりも大きなワークピースの製造が
可能になり、Metform社が提供する部品は、そのバリエーションも豊富になっています。AMP 50XL（HFE）は今後数年のうち
に、成長と売上をもたらす極めて重要な存在となっているでしょう。

「私たちは産業を支援し、それによって自身も 

助けられています。期限を厳守し、正当な価格で 

お客様の問題を解決します。」

ダンカン・マクリーン（彼の経営哲学）
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自動車産業の顧客は、有名なメーカーやサプライ
ヤーです。Metform社で製造されたトラック用の部
品は、長年にわたってパートナーシップを結んでい
る International、FreightlinerあるいはPaccarに
納入されています。Metform社は、エンジン、トラ
ンスミッションおよびドライブトレインの分野で、相
当数の北米やヨーロッパ、日本の主要顧客にも納品
しています。顧客と市場の多様性は、絶え間ない製
品とプロセスの開発の他に、常にMetform社の強
みとなってきました。

近年、Metform社での製造は、Hatebur AMP 20
およびAMP 30で行われています。これら2つの
マシンに対し、より大型の熱間フォーマー AMP 50
への設備投資は、広範囲の市場調査と研究の結果
に基づくものでした。この企業は市場に新たなチャ
ンスを見い出したのです。それらのチャンスのいく
つかは、これまでよりコンパクトな車両が求められ
ている傾向から、従来の大型コンポーネントがあ
る程度減少しているなど、自動車業界の新たな要
求と計画から生じています。新たな熱間フォーマー
Hatebur AMP 50の導入は、Metform社にとって、
今後のシステムサプライヤーとしての能力を高めて
いくための重要なマイルストーンとなっています。

より大きな部品径のために装備
大型コンポーネントに関する顧客からの問い合わ
せは、AMP 20（小型コンポーネント）やAMP 30
（中型コンポーネント）のマシンで可能であったコ
ンポーネントよりも広範囲のコンポーネントを提供
できるようにする必要性を表していました。そのた
め、大型コンポーネントの需要は明らかでした。さ
らに、鍛造を含む精密加工コンポーネントの市場が
大型部品セグメントの中で成長しました。この市場
の潜在性こそが、Metform社が部品サイズを重点
に企業としての能力を拡大した基本的な理由でした。

このマシンが設置されて、製造が開始された昨年の
9月以降、市場の状況も変化してきました。製造対
応力を部品径110 mmまで拡大し、Metform社は
現在、システムサプライヤーとしての位置を確かな
ものにしています。現在ではAMP 50との一括見積
りを提示することによりAMP 20 / 30の売上も増加
しています。

新しいHotmatic AMP 50の最高の機能を尋ねら
れたスティーブ・ホワイティング（業務マネージャー）
とニック・バード（技術マネージャー）は、1つの部
品から次の部品へ高速で装備変更できる能力を挙
げています。システム用の金型セットがそろっていれ
ば、装備変更は1.5時間以内という極めて短時間で

完了します。調整ウェッジのないプレスラムを採用し
たHotmatic AMP 50の装備変更は、AMP 20や
AMP 30に比べて簡単です。これは大きな利点であ
り、Metform社の従業員の間で高く評価されてい
ます。

プロセス進行と金型設計における違いは明白です。
AMP 50のステーションが4つであるのに対して、
これより小型のマシンでは3つです。また、受入れ
のタイミングが異なり、製造可能な部品の複雑さも
大きく異なります。これは、Metform社の従業員に
とって最も大きな変化です。

Hatebur AMP 50の新規導入の成果についての会合。左から右：Girard社のジェフ・ジョーンズ（北

米のHateburの代理店）、Hatebur社のトーマス・クリストフェル、ニック・バード（技術マネージャー）、

スティーブ・ホワイティング（業務マネージャー）、Metform社のマティアス・プラウス（ゼネラルマネー

ジャー）
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Metform社が作成する大型部品用の金型設計に
関する見積りは、シミュレーションソフトウェアを
使って行われています。シミュレーションパッケージ
FORGEは、金型の設計時、部品の最初の計画時、
そして量産開始時に使用されて、大きな成果を上げ
ています。このプログラムは、最初の2年でマシン
の稼働率を飛躍的に高めるでしょう。

一般的なロットサイズは製品グループによって異
なりますが、Metform社では通常、最低1万個の
ロットサイズで鍛造するようにしています。しかし
AMP 20では、部品数80万個というロットも処理
されます。小型のマシンでは、1つの部品から次の
部品への装備変更のための金型交換に約1.5時間
かかります。

マシンの設置前に寄せられた注文
新しい熱間フォーマー AMP 50への設備投資は、
さまざまな分野の新規顧客の獲得にもつながりまし
た。精密に製造される大型の部品が、これまでの能
力を広げています。

このマシンが届く前から、かなりの数の顧客から部
品の注文を受けました。その特別な信頼性は、熱間
成形における30年以上の経験を持つMetform社
の経験に基づくものです。

Metform社がAMP 50のプロジェクトに着手する
以前から、市場の需要は顕著で、多くの顧客が認め
るところでした。このプロジェクトは、Metform社
のチームとMacLean-Fogg社の事業開発グループ
が、技術的、商業的側面の両方で密接な連携と調整
を取りながら進められました。密接で総合的なチー
ムの連携が、最終的に熱間フォーマー Hatebur  
AMP 50XLへの設備投資の許可につながりました。

この地に信頼を寄せるMETFORM社
新たな設備投資を、Metform社の従業員は大き
な感動をもって受けとめました。過去数年間、この
種の設備投資は何回か考慮され、議論されており、
AMP 50でさらに大きな精密コンポーネントの事
業に乗り出す自社の最終決断を、従業員は喜んだの
です。米国イリノイ州のサバンナを拠点候補地とし
たこの設備投資は、MacLean-Fogg社の歴史の中
で個別の投資としては最大のものでした。

さらに、この新しいマシンは、Metform社が市場
で今日得ている成功と素晴らしい評判を確固たる
ものにします。完全な製品プログラムを定評ある
Hateburテクノロジーによる製造の準備が整ったと
言っていいでしょう。

Metform社が製造するコンポーネントの約50%
は固定部品であり、主にトランスミッションやホイー
ルキャリア用のシャフトボルトです。他の製品は、前
後輪のアクスルジャーナルを支えるアクスルスタブ
のナットです。トランスミッションのようなドライブト
レイン用コンポーネントもまた、Metform社の事
業で重要な位置を占めています。自動車産業の部品
の良い例としては、ピックアップモデル用の新世代
オートマチックトランスミッションです。非常に人気
の高いクロスオーバー車用の鍛造部品も、サバンナ
から納入することができます。さらに、Metform社
製の4本のアクスルセントラルナットを採用したドイ
ツ製の大型SUVへのOEM供給も挙げることがで

新しいHotmatic AMP 50が 

無事に設置された後、Hateburから

Metform社に贈られた記念パネル
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新しいHotmatic AMP 50が 

無事に設置された後、Hateburから

Metform社に贈られた記念パネル

きます。今後、Metform社は8速、9速、そして10
速トランスミッション用ギヤブランクも製造し、それ
らはNAFTA地域で製造される数多くの車両に取り
付けられます。

トラック分野では、Metform社のSecurex®ホイー
ルナットが、米国のホイールハブ、ブレーキドラム、
ホイールの全メーカーに好まれる第一の選択肢と
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Metform社は、多くの新しい鍛造部品を生産する
Hatebur Hotmatic AMP 50に合わせて、CNC
高精度マシンを追加することで製造能力を高めよう
とするMetformでは、現在、CNCのマシン操業に
必要な装備を取り付けるための新たな製造プラント
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中、Metform社 はMetform、Girard（ 北 米 の
Hateburの代理店）およびHatebur間の作業分担
に重きを置いていました。製品第1号の完成までに
自らに課した予定期間はおよそ9ヶ月。これは、3つ
の企業の間で培われてきた30年以上にわたるパー
トナーシップとビジネスを如実に表しています。

Hateburシステムを知らない顧客は、Hateburマ
シンをあるサプライヤーから購入し、誘導加熱装
置を別のサプライヤーから購入した場合、何が起
きるかを必ず心配します。しかし、Metform社は
Girard Associates社と米国のHateburの公式
代理店としての評判に、絶大な信頼を寄せています。
そのため、Metform社はCEFIから誘導加熱装置
を調達するという決断ができました。Hateburにとっ
て明白であったのは、CEFIから誘導加熱装置を購
入することは、信頼性と競争力を強化するために、
Metform社にとって最善のソリューションに違いな
いということでした。ここにもチームワークが働いて
います。最終的には、そのチームワークがMetform 
社にとって最高のソリューションとなり、驚くべき成
長と事業の成功を支援しました。

チームには、お互いの理解とMetform社の要望
や希望を正しく認識することが不可欠です。どの時
点であってもサプライヤーは、Hateburが必要とす
るのはどの活動、どのプロジェクトステップである
かを知っていなければならないからです。その理解
は、プロジェクトの成功の鍵であり、プロジェクトの
日程計画達成を約束するものでした。このとき、引
き渡された装置は完全期待どおりの品質のものでし
た。本物のチームが工場にいて、関係者全員が作業
を完璧に遂行したということです。

新たに導入したAMP 50から高温の部品を取り出し、検査するマティアス・プラウス

（副社長兼ゼネラルマネージャー）とニック・バード（技術マネージャー）
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新しいAMP 50で製造された 

ギアシャフト

予定通りの新製造ライン立ち上げの

喜び。左から右：スティーブ・ホワイ

ティング（業務マネージャー）、ニック・

バード（技術マネージャー）、マティア

ス・プラウス（副社長兼ゼネラルマネー

ジャー）

新しいマシンを迎えた喜び。左から右：

ニック・バード（技術マネージャー）、

デニス・ネイエンス（成形スペシャリ

スト）マティアス・プラウス（副社長兼

ゼネラルマネージャー）、スティーブ・

ホワイティング（業務マネージャー）、

ショーン・トーレン（Hateburのフォー

マー操作員）

すべては従業員にかかっている
Metform社の強みの中核にいるのが従業員です。
すべては従業員とその専門知識、能力に始まりま
す。これらは、鍛造部品の事業で約36年経っても
実際に他に負けることのないものです。Metform
社の従業員は、熱間成形、冷間成形およびCNC切
削加工のコアプロセスにおいて常にその強みを発
展させてきたため、Metform社の社員の優秀さ
は疑う余地がありません。もう1つの重要な強みは、
Metform社は多様性に富むマーケットへに対応し
ている企業だという事実です。また、製品とプロセ
スの継続的な開発を非常に重視しています。これは、
強く、革新性と情熱を持った経営が行われているファ
ミリー企業のMacLean-Foggグループに名を連ね
るMetform社にとっては、基本的な観点です。

今後の成長
Metform社は今後も、市場、顧客および製品の多
様化という戦略を堅持していくでしょう。そこで重要
な役割を果たすのは、特殊サイズ、特殊コンポーネ
ントをはじめとする、対応可能な製品バリエーショ
ンの絶え間ない発展です。その意味で、AMP 50の
導入は、それまでのAMP 20およびAMP 30によ
る生産能力を高め、拡大するための理にかなった次
のステップでした。

Metform社は、今後も定期的に市場でのチャンス
を探し、全領域をカバーするソリューションにさらに
近づける可能性を探すでしょう。過去8年間、精密
コンポーネントの開発が徹底的に行われましたが、
それでも、従来の標準部品は事業活動を促進する
ものであり、おろそかにはできないことを意識して
いました。Metform社にとっての挑戦は、とりわけ
すでに大きな支出と投入を行った、加工された精密
コンポーネントの領域で成功するために、鍛造部品
の事業で従業員の能力や才能を利用することにあり
ます。これはむしろ複雑さの問題ですが、Hatebur  
AMP 50は新しい事業をもたらし、今後数年のうち
に、この企業にとって最も重要な成長をもたらすも
のになるでしょう。
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主要製品：
アキシロック
インテグラロック
セキュレックス
熱間鍛造ギアブランク
熱間鍛造スピンドルナット
熱間鍛造固定エレメント
スタッドボルト
ベアリングリング

供給先：
自動車
重量物運搬車
重量物運搬トレーラー
工業用エンジン
農業

拠点：
905 South Jackson Street, Mt. Carroll, IL 61053
7034 Route 84 South, Savanna, IL 61074
2551 Wacker Road, Savanna, IL 61074
P +1 248 853 2525 · MFCS@macleanfogg.com
www.macleanfoggcs.com

METFORM社の製品と顧客 ━  
北米に展開するどのサプライヤーよりも 
多くの水平熱間フォーマーを提供する 
METFORM
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Hateburは80年以上も前から様々な部品を冷間・
熱間鍛造により製造するための鍛造マシンを製造し
ています。当社のマシンの堅牢さと適正な保守点検
のおかげで、今日でもなお多くのマシンが40年以
上も生産の現場で活躍しています。Hateburはその
ような長い時間を経た現在でもなお、全ての機械加
工による完成部品を提供することができます。

ただ残念ながら、そうした対応力も油圧系、空気系
および電気系部品には当てはまりません。特に、後
者は常に開発を必要とし、オーナーは投資を避ける
ことができませんでした。

Hateburはそのような場合に必要とされる支援を
提供します。最近の例では、スペインのForjanor

S7の制御装置の改造 ━ FORJANOR社における電気系統の
完全新規化

 ハンスヨルク・ゲッパート    ASK

下がり続ける予備品供給力と高度化する生産安定性への要求により、世界中の旧式生産設備のオーナーは何らかの行動をとらざ
るを得なくなっています。部品供給メーカーが競争力のある製品を長期的かつ安定的に提供できなくなると、たちまち市場から排
除されてしまう危険性があります。生産安定性は、エンドユーザーやサプライヤーを選定しようとするOEMメーカーにとっても、重
要な基準です。

事前に方針を決定し、作業準備を行う専門家たち。左から右：フェルナンド・ヴェラスコ（Forjanor）、アントニオ・ゴンザレス

（Forjanor）、シュテファン・ゲッツ（Hatebur）、ラファエル・クエサーダ（Forjanor）
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社向けに、旧式のリレー制御またはS5制御シス
テムから最新の制御システムに改造する方法を
提案し、実施しています。Forjanor社は従来の
AMP70-M050をシーメンス社製のS7制御システ
ムに交換する近代化計画を決定しました。このマシ
ンは1987年に納品されたもので、現在までその時
のリレー制御システムが働いていました。

そこでは、予備品供給の対応力だけでなく、マシン
そのものの利用可能性も大きな問題となっていまし
た。このマシンの利用可能性は近代化計画による改
造で飛躍的に向上し、顧客から要望されていた生産
安定性を確保することができました。

オファーとその範囲
できるだけ正確なオファーを作成するためには、事
前に全ての項目について検討することが必要です。

 – マシン周辺のケーブル配線を完全に交換する必
要があるか、またはその交換が合理的であるか。

 – 設置工事全体の調整、そして工事を誰が行うか。
 – 将来の変更、改造の可能性を現時点で考慮してお
く必要があるか否か。
 – 新しいモーター、場合により交流モーターを装備
することは合理的または必要であるか。

 – 近代化計画のために利用できる時間はどのくらい
か、またその実行にはどのくらいの時間が必要か。

 – 各分野の責任者は誰か、また各分野の取合点をど
こにするか。

 – 安全技術上考慮すべき点は何か、また新しい安全
規格および規則に適合するために何を考慮すべ
きか。

 
さらには、マシン周辺で作業する作業員の安全を確
保するための高度な要求事項を、新型マシンに合
わせて見直すことも必要でした。

S7制御システムへの改造を主要変更項目とし、そ
れに伴う特別な措置が講じられました。Hateburは
マシンメーカーとしてそれらを確実に行うノウハウ
を持っています。

準備
Hateburの電気技術部は、発注を受け、電気回路
図を作成し、それに基づく制御装置の製作を指示し
ました。顧客に製品を納品する前に行う総合検査と
事前検収は、必要であれば顧客の立会の下で行わ
れます。

華やかさはなくとも、Hateburフォーマーが完全に機能するために欠くことのできない配電盤。Hateburのホルスト・ヒュル

プシュは、その重要性を熟知するエキスパートである。
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実施
既存の機械設備のケーブル配線を完全に新しいも
のにするためには、重要部品全てを取り外さなけれ
ばなりません。

制御機器のマシンへの取り付けは顧客または
Hateburが行い、Hateburの経験豊富な取り付け
技師が監督します。その際、工期を短縮するため、
シフトを組んで作業を行うことが合理的です。

配電盤と操作盤も取り付け、接続します。取り付け
工事の完了後、マシンを再び据付けます。

MCに取り付けた全てのスイッチ類、構成部品を含
む総合的な機能検査がHateburの電気技師によっ
て実施されます。

試運転、安全システムの検査および操業可能な状態
による製造部への引渡しを経て、改造工事が完了し
ます。

今回のプロジェクトで再確認されたもの、チームワークの重要性とそこから生まれる共通の成果。左から右へ：アントニオ・

ゴンザレス（Forjanor）、シュテファン・ゲッツ（Hatebur）、オリバー・ボルゴルテ（Hatebur）、フェルナンド・ヴェラスコ

（Forjanor）、ラファエル・クエサーダ（Forjanor）



13

NETSHAPE 2/12

実施
既存の機械設備のケーブル配線を完全に新しいも
のにするためには、重要部品全てを取り外さなけれ
ばなりません。

制御機器のマシンへの取り付けは顧客または
Hateburが行い、Hateburの経験豊富な取り付け
技師が監督します。その際、工期を短縮するため、
シフトを組んで作業を行うことが合理的です。

配電盤と操作盤も取り付け、接続します。取り付け
工事の完了後、マシンを再び据付けます。

MCに取り付けた全てのスイッチ類、構成部品を含
む総合的な機能検査がHateburの電気技師によっ
て実施されます。

試運転、安全システムの検査および操業可能な状態
による製造部への引渡しを経て、改造工事が完了し
ます。

今回のプロジェクトで再確認されたもの、チームワークの重要性とそこから生まれる共通の成果。左から右へ：アントニオ・

ゴンザレス（Forjanor）、シュテファン・ゲッツ（Hatebur）、オリバー・ボルゴルテ（Hatebur）、フェルナンド・ヴェラスコ

（Forjanor）、ラファエル・クエサーダ（Forjanor）

新しく位置決めされ取り付けられたESA600、成形荷重監視およびヒーター用操作コン

ソール

マシン・ガイドラインの法的な規定を満たすための新しい停止監視装置

とGarrissonおよびSchmersalのクロージング・システム

マシンへのターミナル・ボックス取り付けと配線 安全システムを含む種々の新しいターミナルボックスの取り付け
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鋳造は古くからある製造方法であり、すでに紀元前
5000年には西南アジアにおいて金が鋳造されてい
ました。今日では、極めて小さな部品から非常に大
きな部品まで鋳造によって製造され、至る所で使用
されています。

大型部品の製造には鋳造加工技術が不可欠です。
無垢の塊から大型部品を切削加工しようとすれば、
数立方メートルもの金属を削り取らなければなりま
せん。さらに、重量が数百トンを超える塊を持ちあ
げるクレーンや切削機が必要になります。また、鍛
造のような加工方法では、大きな質量と内部空隙を
持つHateburマシンの本体を製造することはでき
ません。したがって、そのような大型部品を製造す
るには、あらかじめ用意した金型に溶融金属を流し
込む以外に合理的な方法はないのです。この製造法
においては、金型または鋳造部品の原型が使い捨
てされる（使い捨て金型）か繰り返し使用される（連
続金型）かが区別されます。

フランスのTamaris Industries社は数年前から
Hotmatic AMP 20 および AMP 50の鋳造本体
をHateburに納入しています。

Tamaris Industriesの従業員は約100名で、同社
はSEKCOグループに属しています。同グループの
2011年度の売上高は1億ユーロで、従業員数は約
1,250名です。同グループはフランス、ドイツおよ
びポーランドの鋳造および鍛造業界で事業を展開し
ています。

本体鋳造の重要な工程
1. Tamarisへの発注
2. プロジェクト計画
3. 模型の製作、必要に応じその改修
4. 金型の製作（モールディング）
5. 溶炉内で溶湯を準備する
6. 取鍋を準備する（特に、加熱する）
7. 取鍋のレール搬送の準備
8. スラグを除去する
9. 温度を測定する
10. 溶湯の化学組成を検査する
11. 取鍋を溶炉の横に設置する
12. 取鍋に溶鋼を満たす
13. 溶鋼をカバーで覆う
14. 鋳造工場へ搬送する
15. 取鍋の位置決め
16. 溶鋼を金型に注湯する
17. 鋳造品を除冷する
18. 鋳造品を取り出す
19. 機械加工部門へ搬送する
20. 供給装置を取り外す
21. サンドブラスト／荒研磨
22. 熱処理／溶接／熱処理
23. 塗装／下塗り

骨格 ━ HATEBURマシンの本体

 クリスティーネ・シュタイナー + マックス・タイヒマン    マックス・タイヒマン

Hatebur社のHotmaticおよびColdmaticフォーマーは全て大きな、多くの場合数トンの重量を持つ本体から構成されます。
本体は当社のサプライヤーによって鋳造されます。以下の写真は本体が製造されるまでの様々な工程を示しています。
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金型の組み立て 

（型込め／モールディング）

例えば、溶炉内に50トンの溶湯を準備。スラグ開口

部から温度を測定。1650ºCで鋳込み温度に達する。

準備されたピット内の金型

取鍋の準備、加熱 取鍋のレール搬送の準備

スラグを何度も取り除く。溶鋼を取鍋に移す前に、 

溶炉から採取した溶鋼を分光分析にかける。 

取鍋から二度目の試料採取を行う。二度目の検査に

合格して初めて、溶湯の注湯が許可される。
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重量60トンの取鍋を溶炉の横に準備。取鍋を溶炉横のピットに沈め、52トンの溶鋼を取鍋に流し込む。取鍋が満たされると、注湯するまで溶鋼が冷えないように直ちに

蓋がされる。

溶鋼を注湯するために取鍋を鋳造工場へ搬送 第二取鍋の搬送同じ手順で35トン溶炉の横に運ばれ、溶鋼が注入さ

れる第二取鍋

最終調整によって金型開口部の上に正確に位置決め

される2基の取鍋。きわめて精密な作業が要求される。
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溶鋼を注湯するために取鍋を鋳造工場へ搬送 第二取鍋の搬送同じ手順で35トン溶炉の横に運ばれ、溶鋼が注入さ

れる第二取鍋

最終調整によって金型開口部の上に正確に位置決め

される2基の取鍋。きわめて精密な作業が要求される。

鋳造工程の終了 85トンの溶鋼が10分足らずで地中に消える

鋳造品は完全に冷却するまで、2週間地中に置かれる 掘り出された鋳造品 

マシン加工部門で供給装置を取り外し、本体をサンドブラストした後、中ぐり盤で

荒研磨した後、下塗りする。その工程を経てはじめて本体はHateburマシンの 

次の加工工程に進むことになる。

このあとの工程については2013年半ばに発行する次号の
Netshapeで紹介いたします。
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HATEBURにおける品質保証 ━ 7つの封印を有する書は存在
しない

 +  クリスティーネ・シュタイナー

「品質は偶然の産物の対極にある」 これはドイツポストの取締役の言葉ですが、Hateburの企業理念の柱となっています。チョコ
レート、時計、ポケットナイフ、チーズ – これらの製品の優れた品質はスイスを国際的に有名にしました。同様に、Hateburもま
た何十年も前から信頼性の高い品質によって国際的に知られ、専門業界で高い評価を得ています。

Hateburはマシンを開発するとともに開発したマ
シンの据付けからその後のアフターサービスまでを
行うエンジニアリングおよび技術サービス会社です。
さらに、当社社員は金型設計およびプロセス開発分
野における問題解決も行っています。

社内ノウハウはサプライヤーとの極めて緊密な協力
関係を通じ、継続的にサプライヤーに開示されてい
ます。協力関係の基盤は、要求事項を明確に定義す
ることです。総合的な品質管理は品質保証部が品質
検査部および納品検収部と共に行っています。

Hateburは全ての機械部品を選りすぐったメーカー
に外注しています。そのため、Hateburはすでに何
年も前から品質保証のための明快な体制を構築し
てきました。データは文書化され、顧客の要望があ
れば、いつでも閲覧できるようになっています。初
度納品や複雑な部品の納品の場合には、社内横断
的なプロジェクトチームを立ち上げ、特に緊密な共
同作業が行われます。その際、Hateburは明確な仕
様を作成し、図面の他に詳細情報を含むHatebur
品質規格も供与します。これらの資料は国際的なサ
プライヤーが適切な製作および納品を行うための
補助手段になります。さらに、検査の対象となる質
量に関する情報と記載すべき検収書がパートナーに
渡されます。

サプライヤーとの協力
必要に応じ、サプライヤーにはクリティカルな部分
に関する視覚的情報が提供されます。当社との協力

関係に基づき、サプライヤーは製造工程中も疑問点、
不明点または相違点についてHateburに問い合わ
せます。不具合が生じた場合は、Hateburは修理方
法を提案し、それについては後の納品時に厳密に
検査します。製品は連続生産品ではなく、受注生産
品であるため、迅速かつ定期的な協議が極めて重
要になります。そうすることにより、不必要な費用の
発生や納期の遅れを回避することが可能になります。
Hateburはサプライヤーの間では非常に開放的な
企業として認められており、パートナーが問題を発
見したとき速やかに報告し、互いに協力して解決方
法を見つけ出しやすい環境が整っています。必要な
場合は、製造工程の最適化にも協力します。

サプライヤーの評価は納品時の検収結果に基づい
て行われます。Aクラスのサプライヤーの場合は、
納品時に抜き取り検査のみを行い、新規サプライ
ヤーおよび過去の納品時に不具合が発見されたサ
プライヤーの場合は、徹底した検収が行われます。

トレーサビリティと継続的文書化
納品された製品の一部はHateburの予備品倉庫に
保管され、残りの製品は顧客のマシンのために使用
されます。すなわち、残りの製品は当社の組立工場
に送付され、そこでもHateburと同様の厳格な検
査が行われます。不具合が発見されると、Hatebur
の品質保証部に不具合報告書が送付されます。そ
の情報に基づき、今後の措置が決定されます。その
際、報告書および決定のトレーサビリティを確保す
るように配慮します。
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左から右へ：ビート・ハイヤー（品質管理スーパーバイザー )、ウルリヒ・ヒンツ（品質管理）、 

アントニオ･マウロ、ヴィンセンツォ・クリストファノ、メーメット・オーズベイ（3名とも品質検査員）：

HM 75 Hotmaticの雌型および雄型架台については、Kanisil被覆の施工前に100%の品質検査

が行われる。

組立工場への引渡し
外部組立工場は自己の作業を管理し、要求事項か
らの逸脱が発生した場合は早期に報告します。また、
組立工場は組立スーパーバイザーによって徹底的
に支援されます。完成した製品を引き渡す前に、厳
密に規定された各種の検査が実施されます。

そして、Hateburの従業員が顧客の工場に派遣され、
サービス技術者が据付け、修理および保守に関す
る説明書および要領書に従って作業します。社内ト
レーニングは集中的に行われ、顧客のもとに派遣さ
れるサービス技師は、十分な経験を積むまでは常に
熟練した技術者が付き添います。全ての作業は組立
報告書にまとめられ、今後の作業の参考情報として、
またHatebur各部署のノウハウの向上のために配
布されます。

認証制度は不要
私たちはスイスの全ての安全基準および機械基準
を遵守しています。それがHateburの市場におけ
る成功を確実にしました。

Hateburの事業で重要な役割を果たす文書化とト
レーサビリティ。今日、認証制度に関する特別な活
動を必要としないでいることが、その役割を如実に
表しています。当社の人的資産は主として製品開発
および顧客サービス分野に投入されています。

マシン引渡し前の作業工程
 – 組立工場におけるHatebur社員によるマシ
ンの機能および制御試験

 – 文書化され、遡及可能な組立工場における予
備検収

 – 組立工場における顧客による出荷前検収
 – 解体および顧客への搬送
 – 顧客の工場におけるHateburの組立技師に
よる組立

 – 安全機能を含む製品と発注指示項目の比較
 – 顧客による現地での検収
 – 顧客による文書化され、遡及可能な最終検収
と運転許可
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 中国において
MetalForm China 2012 と 同 時 に 第 13 回
ChinaForge Fair 2012が開催されました。 
Hatebur (Shanghai) Technology Co. Ltd. は
China International Exhibition Centerに 自 社
ブースを出展し、好評を博しました。

第 13 回 CIBIE（China International Bearing  
Industry Exhibition)が2012年9月20日から23
日までShanghai Expo Theme Pavilionで開催さ
れました。42,000 m2の展示面積に18の国と地域
から約600が出展し、50,000人の来場者を出迎え
ました。Bearing in Shanghaiにも当社の支店で
あ る Hatebur (Shanghai) Technology Co. Ltd.
がブースを出展しました。

 トルコにおいて
2013年10月2日から7日まで、Hateburはトルコ
の新しい代理店、Boztas, Makina Sanayi de Dis  
Ticaret A.S. とともにイスタンブールのTATEFに
ブースを出展します。TATEFはトルコ最大の金属加
工専門見本市であり、世界の主要な産業展示会の
一つに数えられています。国際的な展示者がそれぞ
れの新開発製品、革新的製品および技術を出展し
ます。

メッセ／ イベント
 
韓国のSIMTOS 2012に出展
Hateburの韓国代理店、SQ Tech Corp.はソウルで開催されたSIMTOS 2012に出展
し、好評を得ました。来場者はスイスのマシンメーカーが提供する製品について強い関心
を示し、メッセで詳細な情報を集めることができたことを歓迎していました。

SIMTOS 2012のSQ Tech Corp.のブースは同社がHateburの代理店であることがはっきりと 

分かる。
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