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読者の皆様へ、

サステナブルな技術による効率的な製造、
というのが今日ではグローバル市場で成
功する上での重要な条件のひとつとなって
います。そのため、SIKORAの日々の業務に
おいては、更なる技術開発への注力を非
常に重要としています。X-RAY 6000 PRO
を使って貴社の製造工程を最適化して下
さい。同装置は貴社のケーブル品質を保証
し、コストを削減し、そして大きく生産性
向上へと導きます。詳細は4ページをご参
照下さい。

また、CAPACITANCE 2000も搭載してい
るマルチ・ゾーン技術により、LAN、同軸、
電話、RFケーブルの信頼性高いキャパシ
タンス測定、FFT解析、そして絶縁欠陥検
知を保証します。詳細は7ページをご参照
下さい。

革新的製品と技術の開発に加え、SIKORA
は14拠点にある海外子会社との交流も行
っています。8月には海外子会社のアシスタ
ントとオフィス・マネージャーがブレーメン
にある本社にて各自の経験を共有し、グロ
ーバルでの顧客サポートをより効率よく行
うために集いました。詳細は8ページをご
参照下さい。

また、9ページでは、貴社でお使いの
SIKORA装置でいかに容易にそして迅速に
測定システム分析が実現できるかご紹介
します。

上記及び更なるテーマについて本EXTRA
マガジンで発見してください。

ぜひ楽しんでお読み下さい！

ハリー・プルンク
SIKORA AG取締役

クリスチャン・フランク
SIKORA AG代表取締役社長

SIKORA FOREWORD
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効果に見合う投資
SIKORA製X-RAY 6000 PROがシース・ラインでの品質を保証します

SIKORA PRODUCTS

電力ケーブルの被覆は、最高品質基準と様々な
規格を満たす必要があります。
そのため、削減できるμ単位の被覆材料は製
造をより経済的にし、同時にますます希少とな
ってきている資源の消費を削減します。製造工
程を監視するため、電力ケーブルの製造者は
SIKORAの測定、制御装置X-RAY 6000 PRO を頼
りにします。同装置は、大きな投資利益率(ROI)
で説得力があります。

X-RAY 6000 PROは、被覆工程において継続的
に内外径、偏芯、真円度及び平均と最小肉厚を
測定します。 全測定値はライン起動直後から提
供されるため、迅速且つ精度高い品質管理を
保証します。製造コスト削減と同時に著しい効
率の向上は、肉厚の最小値での自動制御を保
証します。

ウェブサイト(www.sikora.net/en/roi)にてご提供しているSIKORAのROI計算機で、貴社の製
造ラインにおいてX-RAY 6000 PROを使用することによって実現できる実際の材料削減を簡
単に迅速に計算することができます。

X-RAY 6000 PROの収益性で自身を納得させてください

X-RAY 6000 PROと 
ECOCONTROL
6000プロセッサ
ー・システム
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SIKORA PRODUCTS

2 mm絶縁

過剰な絶縁

材料削減の見込み80 µm

一例:
2 mm肉厚が過剰である電力ケーブルがありま
す。X-RAY 6000 PROを製造ラインに導入する
ことにより、最低4%の材料削減を達成すること
が可能です。2mmの肉厚に対して、常に80 µm
の肉厚を削減することができます。過剰部から
材料削減をするだけで、投資収益率(ROI)は１
年未満で得ることができます。その後、年間約
100,000ユーロの削減を実現します。

更に、X-RAY 6000 PROの測定値は、製造ライン
起動直後からご提供します。そのため、起動時
のスクラップを削減し、通常の製造工程をより
早く開始することができます。結果、大切な時間
を節約し、良品製造を増加します。肉厚を最低
限まで削減することは製造ラインの著しい生産
性向上に繋がり、そのため顧客満足度は常に
高まります。
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ワイヤーロシア 2019
のハイライト
最高製品品質、工程最適化とコスト削減のための革新的システム

SIKORA EXHIBITIONS

2019年6月18日-20日の日程で開催されたワ
イヤーロシア2019においてSIKORAは、ワイヤ
ー／ケーブル、光ファイバー、樹脂業界向けに
最高製品品質、工程最適化、コスト削減のため
の革新的測定、制御、検査、選別及び分析シス
テムをご紹介致しました。

SIKORAブースでハイライトとなったのは、最近
発表したばかりのX-RAY 8000 ADVANCEDで
す。X線をベースとする本システムでSIKORAは、
中圧、高圧、超高圧ケーブル製造の要件に焦点
を合わせた高速技術(High-Speed-Technology 
(HST)) をご提供します。同システムは、ケーブ
ルの外径、肉厚、偏芯をX-RAY 8000 NXTよりも
最大10倍速く測定し、そのため、インダストリー
4.0における効率的制御と情報の透明化にぴっ
たりです。

ワイヤーロシアではまた、
PREHEATER 6000 TC (Tem-
perature Controlled=温度制
御)も目玉のひとつでした。内
蔵する温度測定が導体の予
熱を要求値まで制御し、自動
車用及びデータケーブルの絶
縁の最適な接着や発泡を実
現します。

線引塔モデルにおいてSIKORAは、光ファイバ
ーの品質管理向け測定システムの幅広い製品
ポートフォリオを披露致しました。

ワイヤーロシアで初: PURITY CONCEPT X – X
線技術に基づくオフライン検査及び分析システ
ム。同システムは、例えば、ケーブル製造に使用
される樹脂ペレットの表面及び内部に混入す
る金属異物を検知し分析します。

展示会へ来場する機会がなかった方へ。
弊社の革新的測定、制御、検査、分析、選別シ
ステムについてsales@sikora.net / +49 421 
48900 0 へお問合せ下さい。喜んで弊社装置及
び貴社の製造ライン最適化のための様々な情
報をご提供致します。

弊社ウェブサイトもご参照下さい。www.sikora.
net/events, 弊社所在地を掲載しておりますの
で、最寄りの事務所をご確認いただけます。

SIKORAの PURITY
CONCEPT X と樹
脂材料のX線画像

SIKORAのPREHEATER 6000 TC は、
継続的に導体温度を測定、制御し
ます
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高周波、アナログまたはデジタル信号を信号振
幅において最小の損失で伝送することは、あら
ゆるLAN、同軸、電話、RFケーブルにおいて必
要不可欠な品質特性です。この背景において、
ケーブル製造中のキャパシタンス測定は非常
に重要です。キャパシタンスは、特定の周波数
域におけるケーブルのインピーダンス、よって
ケーブルの品質、を決定づけます。マルチ・ゾ
ーン電極を搭載するSIKORAの CAPACITANCE 
2000は、信頼性高いキャパシタンス測定に最
適です。

CAPACITANCE 2000は冷却水槽に設置され、
ワイヤー絶縁のキャパシタンスをオンラインで
測定し、ベアパッチ（絶縁欠陥）を信頼性高く検
知します。更に、同システムは周期的キャパシタ
ンス変動を認識し、構造的反射減衰量(SRL)を
特定します。

品質管理をひとつの測定チューブ内に組み合
わせた短い測定電極と長い測定電極で実現
します。長さ10mmの短い測定電極は、周期的
キャパシタンス変動を高速フーリエ変換(Fast 
Fourier Transformation (FFT))による高空間分
解能によって特定します。FFTデータからSRLが

決定づけら
れ、データ伝
送中に予期さ
れるRF信号の
減衰を割り出
します。

オールインワン– 
CAPACITANCE 2000
キャパシタンス測定、FFT解析、SRL予測及び絶縁欠陥検知を　　
ひとつの装置で

長い測定電極は125mmの長さがあり、平均キ
ャパシタンス値を高精度で測定します。 

LASER Series 2000/6000やCENTERVIEW 
8000の外径測定装置との組み合わせ
で、CAPACITANCE 2000はキャパシタンスと外
径制御(CD制御)もご提供します。CD制御は、キ
ャパシタンスと外径が要求値を満たすことを保
証します。これは、冷却水槽の自動調整と線速
の制御によって達成します。両影響値はプロセ
ッサー・システムECOCONTROL 6000で制御さ
れます。

SIKORA PRODUCTS

FFT解析と製造データは
ECOCONTROL 6000の22"モニターに
明瞭表示

冷却水槽に設置
されたSIKORAの 
CAPACITANCE
2000  



08

SIKORA CORPORATE NEWS

グローバル・チーム精神: 
I AM SIKORA
戦略を一緒に追及

2019年8月に14のSIKORAのグローバル拠点か
ら全アシスタントとオフィス・マネージャーがグ
ローバルプロセス、一貫性のある情報状況と新
しいツールについて意見交換し、学び、経験す
るためにブレーメン市にある本社に集まりまし
た。本プロジェクトは完璧に成功し、同様のミー
ティングは今後も実施していく方向です。

SIKORAは、伝統的に密な協力と交流を行って
きました。毎年実施している全事務所から従業
員がブレーメンへ最新のイノベーションやシス
テムについて情報を得るために集うセールスと
サービスミーティングは、日々のワーク・ルー
ティンに全従業員を集中的に組込む試みの一
例に過ぎません。

ここ数年に渡りSIKORAの戦略は、顧客向けグロ
ーバルサポートの発展と拡大に注力してきまし
た。結果、メキシコとマレーシアに新しく事務所
を設立し、グローバルでの従業員数は約300に
増加しました。そのため、工程とワークフローも
増加したのは自然なことです。
 

今年、組織発展に伴い、全アシスタントとオフィ
ス・マネージャーが初めて本社に集いました。
一週間のワークショップで様々なテーマにつ
いて意見交換し、活発に交流し、知識を深めま
した。

週の終わりには、全参加者が同イベントが成
功を収めたということに同意しました。"I AM 
SIKORA"というモットーの通り、参加者の団結と
帰属意識が強化されました。顧客の皆様にとっ
てこれは次のことを意味します：どこで製造を
行おうとも、どのSIKORA事務所へ連絡しようと
も、常に最高のコンサルテーションを得ること
ができ、強力なチームが隣に寄り添います。
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SIKORA SERVICE

MSA方式による測定機器の試験要求により、自
動車業界は今ではその他の業界でも要求され
る基準を打ち立てました。MSA方式による外径
測定装置の定期検査は測定の繰返し精度、直
線性、安定性、精度についての情報を提供しま
す。SIKROAによって特別に設計された迅速且
つ簡単な測定分析は、製造への影響を最小限
に抑え、時間、費用、資源を節約します。

測定システム分析は多くの単一測定値に拠る
ため、測定システムの精度、安定性、繰返し精度
の決定に特に最適です。MSA工程1の要件―作
業者の影響がない状況下での測定装置の保
守―に従い、校正サンプルまたは計測基準が
50回（最低25回）測定されます。全測定値は、Cg
とCgkの適性得点算出のため、呼応する公式に
転送されます。

SIKORAでは、サービス技術員が短時間で要求
される測定を実現し、データを適性得点算出の
ための特別なソフトウェアへ自動転送する工程
を採用しています。その結果、製造ラインでのダ
ウンタイムを大幅に削減し、計算用の情報値が
増加します。

包括的測定システム分析 (MSA)
SIKORAサービスで時間、費用、資源を節約

もし測定装置の保守において正しくない測定
結果を表示した場合、既にスペシャリストは現
場におり、必要な校正の準備をすることができ
ます。

当然、SIKORAは測定システム分析後に詳細に
渡る測定レポートを発行します。従って、装置の
測定能力及び市場要件への一致を認定します。
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PLATZHALTER ANZEIGE

品質を
再現性
ある形で。
情熱をもって、我々はPREHEATER 6000 TCなど
のワイヤー、ケーブルの品質保証向け未来志向
の測定、制御装置を開発しています。品質と生
産性向上のために完璧な均一導体温度を保証
する、温度測定と制御機能搭載の革新的導体
プレヒーター。

– 絶縁材料の導体への最適な接着のた  
   めの導体温度の継続的測定と制御
– 再現性ある工程のための高精度制  
   御ループ

www.sikora.net/preheater6000
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SIKORA RAFFLE

NEXT EVENTS

·  IWCS | 2019年9月29日-10月2日 | アメリカ合衆国、ノースカロ
ライナ州、シャーロット

· wire South America | 2019年10月1日-3日 | ブラジル、サンパウロ

·  Cable & Wire Fair  | 2019年 11月6日-8日  | インド、ニューデリー

SIKORAでのサステナビリティ
私たちの環境は貴方にとって重要、でも
情報豊富なSIKORA EXTRAの購読を希

望されていませんか？
extra@sikora.netでご登録いただけれ

ば、EXTRAニュースレターとSIKORAマガジンを印刷物としてではなく、Eメールで
お送り致します。

SIKORA画像
下側の画像には5つ間違いがありま
す。全て見つけられますか?

2019年11月30日迄に答えの画像を
次のアドレス迄メールで送ってくだ
さい: extra@sikora.net

3つのうちいずれか
のBaseus Bracket 
Wireless Charger and 
Powerbank
を正解者の中からラッ
フル抽選でプレゼント
します。
(画像参照)

貴方の連絡先情報は
第三者へ転送致しませ
ん。正しく答えられた
方は全員ラッフルの対
象となります。SIKORA AGとSIKORA 
Holding GmbH & Co. KGの従業員
及びその家族は参加対象外としま
す。各参加者は一度のみ参加でき
ます。最初に受信したEメールを採
用し、それ以降に受信したEメール
は無効とします。法的手続は除外致
します。
GOOD LUCK!

 
SIKORA EXTRA 1/19. Solution: 640のワード・パズルのご当選者の皆様、おめでとうございます

• Andy Bruneel
• Jose Ruiz 
• Semih Ferik

ラッフル
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お問合せ
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Bruchweide 2, 28307 Bremen
Germany
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