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マツモト機械の｢レーザラボ｣では
充実した設備で、YAGレーザに
よる溶接･切断テストやサンプル
作成を行っております｡これから
YAGレーザによる装置化をご検
討される方や、現在YAGレーザ問い合せフォームへ問い合せフォームへ

本社・工場  〒581-0092 大阪府八尾市老原4丁目153
TEL :（072）949-4661  FAX :（072）948-1528

http://www.mac-wels.co.jp/
システムに関して問題点や､お困りになられてい
ることがあれば､ぜひお問い合わせ下さい｡

発 行：｢ウエルズ｣編集室

htthttp:p ://www.mac-wels.co.jp///www.mac-wels.co.jp/htthttp:p ://www.mac-wels.co.jp///www.mac-wels.co.jp/

小型ポジショナーの受注が好調です！
特に150㎏タイプのPS-2Fや､300㎏タイプ
のPS-3Fのご注文を数多くいただいており
ます。

磨くから削るへ､重研削ができる新しいディスク
『瞬削』が好評です！
汎用多羽根φ100と比べて2倍長持ち(当社比)､
汎用砥石φ100と比べて2倍の研削量を実現､
汎用砥石と比べ作業効率は3倍など多くの特長
を持つ画期的なディスクです。
ぜひ、一度お試しください！

■小型ポジショナー 受注が好調！

最新のレーザシステムが注目！■2015 Photonix展に出展

■『瞬 削』が人気！

4月8日～10日の3日間、東京ビックサイトにおいて『2015 Photonix展』が開催されました。
弊社も最新のレーザシステム『シームステッパー』や『5軸NCレーザステーション』､『ハンドレーザ』などを展示
実演し､好評を博しました。また、多くの問い合わせや引合いをいただきました。
ご来場､ありがとうございました。

数々の特長を持つ画期的なディスク！

小型ポジショナー PS-2F

2015 Photonix展

上の２つの絵には違うところが5つあります。それはどの部分でしょうか？上の２つの絵には違うところが5つあります。それはどの部分でしょうか？

応募は右のQRコードでアクセスし応募は右のQRコードでアクセスし
認証を行い､応募ページへ！認証を行い､応募ページへ！

・賞 品／正解者から抽選で10名様に500円分の図書カードをプレゼントします。
・締 切／2015年 6月30日
・賞品の発送をもって､発表に代えさせていただきます。

Ⓒ村上リイア/ SSP-TV

▼ QRコードでアクセスできない場合は､マツモト機械の
  HP [ http://www.mac-wels.co.jp/ ]  にアクセス後、上方
  のメニューバーの「WELS」ボタンをクリックし、認証を行って
  ください。
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フラットディスク『瞬削』

■ターニングロールの理想搭載角度■

Ⓒ村上リイア/ SSP-TV
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〈例えば〉
  ワーク半径：R ＝ 1300㎜
  ロール半径： r ＝ 200㎜
  輪 間 距 離：C ＝ 1500㎜　とすると

ターニングロールの理想搭載角度ターニングロールの理想搭載角度
は､45は､45°～°～6060°です｡この範囲外のです｡この範囲外の
角度で使用するとターニングロール角度で使用するとターニングロール
に無理な負担がかかり、本体へのに無理な負担がかかり、本体への
干渉やワークスリップなどの原因干渉やワークスリップなどの原因
になります。になります。

搭載角度θは､次式により求められます｡

θ＝ 2 × sinθ＝ 2 × sin-1｛C/2（R＋r｛C/2（R＋r）｝

但し、θ：搭載角度
          C：輪間距離
          R：ワーク半径
           r：ロール半径

また､ワーク半径：R ＝ 1300㎜
        ロール半径：r ＝ 200㎜
       とすると、
45°の場合､（図2）のようになるので
輪間距離 C＝(R＋r)×定数0.38×2から
　　　　 C＝(1300＋200)×0.38×2
　　　　 C＝1140㎜となります。

同じように60°の場合（図3）

輪間距離C＝(R＋r)×定数0.5×2から
　　　　C＝(1300+200)×0.5×2
　　　　C＝1500㎜となります。
また､図でもわかるように､60°のときは
正三角形になるので､
ワーク半径R＋ロール半径 r＝輪間距離C
でもOKです。
つまり､輪間距離を1140～1500㎜の
間に調節すれば搭載角度は、45°～60°
になります。

θ＝ 2 × sin-1

　＝ 2 × sin-1 0.5
　＝ 2 × 30°＝ 60°　となります。

2(1300＋200)

1500｛                ｝

（図1）

22.5° この長さがこの長さが
１としたら１としたら
この長さが
１としたら

この長さは
0.38 となる

（図2）

30°
この長さがこの長さが
１としたら１としたら
この長さが
１としたら

この長さは
0.5 となる

（図3）ターニングロール
       『RD-10-INW』

展示会情報展示会情報展示会情報展示会情報展示会情報
最新の最新の
展示会情報展示会情報
はこちらはこちら

・北陸ウエルディングフェスタ 2015北陸ウエルディングフェスタ 2015
     日程：7月11日(土)・12日(日)
     会場：石川県産業展示館

・MF-Tokyo 2015MF-Tokyo 2015
     日程：7月15日(水)～18日(土)
     会場：東京ビッグサイト

▼2015年 ６月､７月の主な出展予定2015年 ６月､７月の主な出展予定

   ・   ・東京ウエルディングフェスタ 2015東京ウエルディングフェスタ 2015
                日程：6月12日(金)～14日(日)
        会場：幕張メッセ

   ・   ・北京エッセン ＩＮ 上海北京エッセン ＩＮ 上海
        日程：6月16日(火)～19日(金)
        会場：中国・上海



～最終回～

製品情報 溶接情報マツモト機械の注目製品をピックアップ！ 溶接のちょっとした情報をお伝えします！

Ⓒ李央/SSP-TV

この物語は、人生の目標をまだ見つけられていない川中君が､先生の紹介で知ったマツモト機械に
入社し､失敗を繰り返しながらも､一つの目標に向かって､あたかも｢レーザ光｣のように一途に進む
人間に変わっていく様子を描いたコミックです。                          （作画：李  央 ・ Story：Mario@SSP-TV）

■脚長･サイズ･のど厚とは(計測方法･設定)

中部営業部：青野日出機

タングステン研磨機のベストセラー！
用途に応じて２機種を用意！！

TA-60XWTA-60

■自動溶接装置やロボットシステム用としては･･･

 『タントギ ＴＡ-６０ＸＷ』

● 特 長

 ・経済的なテーブルスライド方式、ダイヤモンドディスクを

    ムダなく使用できます。

 ・最短20㎜まで研磨可能。

 ・15°～120°まで15°きざみで研磨角度が選択でき､正確に

    再現できます。

■手溶接用には･･･

 『タントギキューブ ＴＡ-ＣＸ』

● 特 長

 ・コレットヘッドスライド式でダイヤモンドディスクを

    ムダなく使用できます。

 ・最短２０㎜まで研磨可能。

 ・コレット不要､15°～90°まで15°きざみで研磨角度が

    選択でき、正確に再現できます。TA-CX

脚 長 余盛の高さ すみ肉のど厚

脚長・サイズ・のど厚の計測は､
溶接ゲージにて行なえます。
計測方法を下記に掲載します。

使 用 例
表 面

溶接ゲージ

裏 面

Ⓒ村上リイア/ SSP-TV

 ｔ≦１６ 
ｔ ８以下 ９～１０ １１～１３ １４～１６ 
Ｓ ６ ７ １０ １２ 

●但し片側溶接の場合はＳ＝ｔとする
●ｔはｔ1、ｔ2の小な方とする
    余盛は（１+０． １Ｓ）㎜ 以下とする

1

両面溶接

1
片面溶接

S St1

S

t2

■溶接ビードの測定
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