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基準データ
S11は小型ワークピース生産用の円筒研削機
です。
センタ間距離は200mm、センタ間の高さは
125mmです。
３ｋｇまでの重量のワークピースを加工しま
す。

S11
高生産性
小型ワークピース用



Fritz Studer AG

STUDERの名は100年以上にわたり高精度円筒研削機の開発と製造
の代名詞となっています。«The Art of Grinding.»は私どもの情熱、当
社の自負である最高精度、また当社の価値基準となるスイス最高
級品質を表します。

当社の生産ラインには標準機械も、また中・小型ワークピース加
工のために超高精度円筒研削機が有する複合的なシステムソリュ
ーションもそろっております。その他、ソフトウェア、システム
インテグレーション、広範なサービス項目をご提供いたします。
お客様はその要求にぴったりマッチするソリューションと共に当
企業に100年来蓄積された研削プロセスすべてについてのノウハ
ウを受け取ることができます。

当社の顧客企業は、機械、自動車、工具作製と成形金型作製工
業、航空宇宙産業、ニューマチック/ハイドロリック、電気/電子
産業、医療、時計製造およびに契約生産業界にまでまたがってお
ります。超高精度、安全性、生産性、機械寿命がこのようなお客
さまから高く評価されています。24000台におよぶ生産・納入済
み機械装置により当社は市場リーダーとなっています。これは汎
用・内面・また非円筒研削における当社技術の先進性を証明する
ものです。75名の研修生を含む、約800名の従業員は日毎に«The 
Art of Grinding.»に携わり、また、将来的にもSTUDERの名と深く結
びついています。
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場所の節約が大事な方には、S11はまさに理
想の機械です。1.8ｍ2以下の設置面積上で
S11は直径500mmの研削盤により、非常に効
果的に信頼性のある加工を行います。余分
なものをそぎ落として、最も大切な特性の
みを備えたソフトウェア、StuderWINfocusの
おかげでS11は簡単にまた迅速に設定されて
います。また、内蔵されたロード/アンロー
ド装置により、自動化も簡単に行えます。

S11
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寸法

• センター間距離: 200 mm
• センターの高さ: 125 mm
• 研削砥石直径500mm

ハードウェア

• 研削砥石配置0° または20°
• 右側研削砥石直径500 x 63 x 203 mm
• 最適なアクセスを可能にする新しいドア構造を備えるフルエ

ンクロージャー
• 軸の二重カバー（入れ子式とベロー）
• ミネラルキャスティング、グラニタンGranitan® S103の機械

ベッド    
• PCTタッチスクリーン（投影型静電容量式タッチ）

特質
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ソフトウェア

• 最も容易にプログラミングが行える新型ユーザインターフェ
ース 
Sinumeric 840D SL 活用のStuderWINfocus

• 簡単で明らかなプロセス視覚化
• タッチスクリーン用に最適化されたソフトウェア
• 機械制御システムに統合されたインプロセス測定ソフトウェ

ア
• 一台のＰＣで研削とドレッシングプログラムを作成するプロ

グラミングソフトウェアStuderWIN 

S11は生産型機械で、ご希望のプロセスにぴったりとマッチする
よう設計されています。超強力な軸駆動、高品質STUDERガイド
ウェイシステム、迅速なリアクション、最適化された移動経路が
S11の基本構造です。周速最大毎秒140ｍの性能をもつオプション
の高速研削(HSG)は生産性向上に貢献します。

また設置面積は1.8m2以下という非常にコンパクトな機械なのでど
のような作業場でも使用できます。

様々な要因が積み重なり、完璧に相互連動した結果、精巧さが生
まれます。土台は、優れた振動緩衝性と有利な温度特性を備える
グラニタン® S103製の機械ベッドです。各モジュールが最適に組
み合わされ、定評のあるSTUDERの精巧さで完成されます。
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STUDERが開発した、長年の実績をもつ素材構造が当社独自の生産
施設で最新の工業技術により完成されます。
• 機械ベッドの優れた振動緩衝性が、卓越した加工表面品質を

生み出します。その上、研削盤の使用寿命も延びるため、動
作不能時間が減少します。

一時的な温度のばらつきは、Granitan®の優れた熱的特性のおかげ
で大幅に調整されます。その結果、高度な寸法精度が常時出現し
ます。

ミネラルキャスティング、グラニタン 
Granitan® S103の機械ベッド

1 機械ベッド
2 グレイ鋳鉄とグラニタン®の振動特性 S103

• 振動を緩衝
• 熱安定性

1

グレイ鋳鉄製機械ベ
ッド

グラニタン製機械ベ
ッド

®

振
幅

周波数

2
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X軸とＺ軸はクロススライドとして構築さ
れており、ワークピーステーブルは機械に
ネジで固定されています。このクロススラ
イドシステムは数年来、STUDER生産型円筒
研削機で機能が実証されています。超高精
度のガイドシステムと強力軸駆動が頑健な
組み立てとあいまって、生産加工過程の高
度安全性を保障します。

クロススライドはそれ自体が独立構造を備
えています。両軸にはローラベアリングに
組み込まれたリニアガイドウェイがありま
す。

軸は効果的に保護されています。入れ子型
シートの下にあるベローがガイドウェイや
測定システムを研削加工で生じる細かなミ
ストや埃から保護します。両軸のガラス製
スケールは 0.00001mmの解像度です。

クロススライド

1 クロススライド
2 ワークピーステーブル

• 高度なジオメトリの 
精確な移動経路

• ガイドウェイを効果的に保護

1

2
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ホイールヘッド

1	 ホイールヘッドk 20°

2	 ホイールヘッド　バリエーション

右側に研削砥石をもつ、ストレート0° または20°のアンギュラヘ
ッドのご提供が可能です。モータースピンドルは、あの伝説的と
も言えるSTUDER精度の実現に多大な貢献をしています。一から十
まで全てが当社の工場で生産されます。
モータースピンドルには接触探知機とバランスユニットを組み込
んだスピンドルが装備されています。

• 高性能
• 砥石周速63 m/s (HSG 140 m/s)
• 研削砥石直径500mm

1

2
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工作主軸台
1

2

ワークヘッドは高精度ローラーベアリングのため、固定センタ間
の研削とチャックを使用した研削に使用できます。強力な工作主
軸には締め付け用テーパMK4があります。

工作主軸台の取り付けおよびに交換時にはエアリフトによりその
調整が容易です。チャックを使用した研削ではこの微調整により
テーパ補正はミクロン単位で行えます。

• 高度な円形精確度
• 低保守

1 ワークヘッド
2 テーパー補正のための微調整
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1 心押台
2 テーパー補正のための微調整

テールストック
1

2

十分な大きさのあるスリーブを備えた頑
丈な心押台は非常に安定感があり、セン
タ間研削にとって最高の研削条件を保障
します。スリーブは遮蔽された浮動ベアリ
ングに具合よく滑り込んで収まります。
センタ圧力を簡単に微調整できます。 

微調整によりセンタ間研削時に1 μm以下の
レベルでテーパー補正が可能になりす。

• テーパー補正
• オーバーフロー機能により生じる熱

安定



11STUDER
S11

ドレッシング

1	 ドレッシングフリース
2	 ドレッシングスピンドル
3	 ドレッシング用入力画面

1 2

3

切れの良いの研削盤は経済性の高い研削と品質の良さには欠かせ
ません。工作物、工具、また素材の特質に合わせてドレッシング
をフレキシブルかつ最適に行うため、STUDERは皆様が選択でき
るドレッシング装置を多数取り揃えております。研削盤のプロフ
ァイルとドレッシングパラメータはマクロにより容易に定義でき
ます。そのほか、STUDERが特別にご提供するのは、研削砥石基
準点です。(T-番号)このおかげで、基準寸法でプログラミングを
行うことができるので、研削プログラムを作成することが根本的
に容易になります。
ドレッシングプロセスの微調整には、ドレッシング拡張機能のあ
るソフトウェアパッケージをお求めいただけます。
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1

2

S11にはSiemens Sinumerik 840D SLが
装備されています。すっきりしたデザイン
で、人間工学に基き配置された操作エレメ
ントが効率的な操作を保障します。
パネル全体をくまなく覆うグラスプレート
製の投影型静電容量式タッチスクリーンは
傷や汚れにも強く、また手袋をはめたまま
操作しても問題ありません。大事な役割を
担うのは手動操作ユニットで、研削プロセ
スの直ぐ側に簡単に取り付けることができ
ます。
コントロールキャビネットは機械の背部
に、お客様のご希望に応じて、水平に、ま
たは縦型に取り付けることができます。各
エレメントのレイアウトは現行の安全基準
に準拠し、またEMC（電磁両立性）検査を
受けております。

コントロールとプログラミング

1 機械のコントロール
2 手動操作ユニット

• コンパクトな手動操作ユニット
• コントロールキャビネットEMC（電

磁両立性）検査済み
• 人間工学に基く配置 

操作エレメント
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定評あるStuderWIN技術に基くStuderWINfocusは、機械を確実に
プログラミングし、使用するためにユーザーインターフェースと
して貢献します。インプロセス測定やセンサー技術を、無線に
よる接触探知機や砥石バランスシステムのようなプロセス管理の
ためにユーザーインターフェースに完璧に組み入れることがで
きるので、様々なシステムを統合したプログラミングが実現しま
す。　コンパクトで考え抜かれたS11のコンセプトを補充するの
は、STUDER企業内で開発され、実際に使用される中で絶えず最適

化を繰り返す、研削ソフトウェアです。このソフトが提供する内
容は：
• StuderPictogramming：オペレーターは個々の研削機能を順に配

列－コントロール機能がISOコードを生成
• マイクロ機能：研削作業とドレッシング作業の流れを自由にプ

ログラミングし、研削プロセスを最適化。
• 内臓された技術関連の数値計算のための基本値コンピュータの

補助でプログラマーは研削技術値を計算することができます。

StuderWINfocus
1

3

5

4

6

2

1	 スタート画面が動力画面
2 自由に定義できるファンクションキーを備えたドロップダウンメニュー
3	 説明に従った設定作業の遂行中にドレッシング工具を登録

4	 標準研削砥石をプログラミング
5	 StuderPictogramming によるプログラムビュー 
6	 プログラミングとフェードイン・バーチャル・キーボードを備えたサイク 

 ルビュー
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• 自動化された生産プロセス
• 内臓された品質コントロール
• 標準化されたローディングインターフェース

自動化

S11は生産型研削盤として設計されています。ローディングシス
テムの選択肢も多彩です。この機械は両側からロードでき、複
数台の連結にも適しています。
その周辺部の設計のおかげで、それぞれの加工プロセスに機械
をスムーズに組み込むことができます。使用の自動化システム
は、標準化された、機械とのローダーインターフェースを介し
て交信します。こうして複合的な作動課題を見事にこなすこと
ができます。
研削プロセス中、包括的な品質コントロールが可能です。これ
は、測定、再測定、記録、評価、補正を意味します。
S11は極端にコンパクトに設計されています。それにもかかわ
らず、各部への簡単なアクセスは常に保障されます。手動ロー
ドするのに都合の良いよう完璧に設計されたスライディングド
アは設定の時には完全に開き、ワークヘッドとテールストック
周りへのアクセスのしやすさを保障します。左右の点検用ドア
は、アクセスのしやすさをさらに広げます。ニューマチック・
コンポーネントは機械ベッドに組み込まれており、アクセスも
しやすく一目瞭然です。

1 組み込まれたローダー
2 ポータルローダー

1

2



カスタマケア

STUDER円筒研削機はお客様の要求をできる限り長い期
間満たし、経済性を発揮し、また信頼おける機能性を実
証して、常時稼動が可能であることが必要です。 «スタ
ートアップ»から«レトロフィット»－当社のカスタマケ
アはご使用の機械の全寿命期間をとおしてお客さまのた
めに待機しております。世界中どこでも、30箇所の有能
なヘルプラインと60名を超えるサービス技術者がお客さ
まの身近に待機しております：

• 迅速な対応と即座のサポートをご提供いたしま
す。

• 貴社の生産性の向上をサポートいたします。
• プロフェショナルで、信頼性があり、わかりやす

い仕事を進めてまいります。
• 問題が起きた場合には、専門知識から出た確かなソ

リューションをご提供します。

能力 
研修
製造をサポート

サービス 
カスタマサービス
お客様相談窓口
ヘルプライン
リモートサービス

リビルト 
機械のオーバー・ホール
モジュールのオーバー・
ホール

スタートアップ 
運転開始
保証期間の延長

予防措置 
メンテナンス
検査

使用材料 
部品
部品交換
付属品

レトロフィット 
改造
レトロフィット

15STUDER
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テクニカルデータ
主要寸法
センター間距離 200 mm
加工の長さ 80–150mm
センターの高さ 125 mm

最大ワークピース重量 3 kg

クロススライド：Ｘ軸
最大ストローク 210 mm
速度 0.001–15 000 mm/min

分解能 0.00001 mm

縦方向スライド：Ｚ軸
最大ストローク 210 mm
速度 0.001–15 000 mm/min

分解能 0.00001 mm

砥石ヘッド
砥石角度 0° または20°
砥石モーター 4.5 kW
研削砥石　右側 直径508/203x63 mm
砥石周速 63 m/s
オプション　高速研削
砥石モーター 9 kW

砥石周速 最高140 m/s

ワークヘッド
回転数範囲 1–2 500 min-1

駆動モーター 0.9 kW

加工真円度 0.0004 mm (オプション: 0.0002 mm)

テールストック
センター用テーパ MK3
スリーブストローク 35 mm

微調整 ±40 μm

コントロールシステム
Siemens Sinumerik 840D SL Solution Line

接続負荷
全接続負荷 13 kVA
エアー 5.5 bar

全重量 2300 kg
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ここに挙げた情報はこのパンフレット印刷時の当社機器の技術水準に基いてい
ます。そして、当社機器に技術的進歩または構造変化の可能性があることを前
提としています。そのため、納入品の容量、重量、色などがここに挙げた情報
と異なる可能性があります。当社機械を多様な運用目的に利用できるのは、お

客様の具体的なご要望に沿って技術装備はを行うからです。そのため、一般的
な情報または画像による説明でなく、お客様との特別な合意に基く装備が唯一
の適正な機械装備となります。
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