粉末金属におけるイノベーション

焼結精密部品の世界最大のメーカー

GKN SINTER METALS
ビジョン＆
戦略
GKNは 業 界 リ ー ダ と し て 、
グローバル成長のために持続
可能な価値を創出し、焼結技
術における世界ナンバーワン
のポジションを今後も強化さ
せるという目標を追求してい
ます。
当社の戦略は、業界リーダー
としてダイナミックで顧客志
向の社員チームが焼結部品、
焼結製品とサービスを多数
形作り、製造し、世界中の当
社顧客に供給することにあり
ます。

GKN SINTER METALSは、金属粉末製精密部品の世界最
大のメーカーです。
当社製品と販売のグローバルなネットワークにおいて、世界5大陸の
30以上の営業所で6000人以上の社員が働いています。当社の歴史は
1930年代にさかのぼります。現在、ドイツ、イタリア、南アフリカ、
インド、中国、ブラジル、カナダおよび米国に製造拠点があります。
GKNは、設計、検査および各種製造プロセスに関する包括的な技術専
門知識を、確かな供給、品質、理想的な総合ソリューションといった
優れた業務のために活用しています。熱意溢れる当社の開発センター
と世界中にある製造工場では、当社の顧客が粉末冶金技術の最先端イ
ノベーションを利用することができるよう、責任を持って取り組んで
います。
GKN Sinter Metalsは、10000以上の複雑な形をした非常に堅い製品に
よる全ての製品シリーズを、自動車産業、有用車両、家庭用器具、園
芸用具、オフィス機器、電気器具、レジャー用車両、プロセス工学の
市場での用途向けに生産しています。

私たちの研究では、未来を変
えるような技術の実現化をサ
ポートするユニークな製品ソ
リューションの開発に焦点を
当てています。
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製造方法
研究開発がGKNの成功ヒ
ストリーの始まりでした
GKN Sinter Metalsは、世界をリー
ドする研究開発センターをヨーロ
ッパに、また同センターに続く地
域施設を米国に設置しています。
これら施設では、企業目標の意向
に沿って、イノベーションを通じ
て技術発展をするための取り組み
が行われています。
継続的かつ均衡のとれた取組み
を行うことで、GKN Sinter Metals
は、材料、製造方法、プラント
エンジニアリングに関する粉末
冶金における当社のナンバーワ
ンのポジションを強化すること
を目指しています。これには以
下のことが含まれます。
•

製品特性の向上

•

エネルギー消費と原材料費の
削減

•

環境に優しい技術の利用

•

材料の特性と性能の向上

•

成形の可能性を向上

これらの措置は欠くことのでき
ないものです。
これら措置によって、GKNが全世
界の顧客にクリエイティブな製
品ソリューションを提供するこ
とができるのです。

焼結プレス
この効率的な方法では、技術者は、ユニークな材料、革
新的なプロセス、クリエイティブな部品形成といったこ
とによって最終製品の生産コストを削減することができ
ます。
焼結アルミニウム
GKNは、焼結アルミニウムの特性をその他方法とは比較
できないような新しい水準に引き上げました。これによ
って、製品の重量削減と性能向上のための新しい方法を
設計者に提供します。
軟磁性焼結技術
焼結技術および最新の軟磁性材料によって、技術者はよ
り優れた性能を持つより小さな部品を開発することが可
能となりなす。

表面稠密化の粉末冶金部品
重量を削減し、複雑で高負担がかかる高性能のギアの生
産に最適な方法。

多孔性の金属フィルター
コントロールされた多孔性のGKN材料から成るフィルタ
ーと部品は、従来のフィルターが役に立たないような各
種要件においても確実に作動します。

金属粉末ダイカスト (MIM)
金属粉末ダイカスト (MIM) は、合成物質射出成形の立体
的な成形を、高性能の硬化性鋼、ステンレススチールお
よび高温合金と結合させます。

ステンレス焼結スチール
最高の耐食性と、同時に高い要件が求められる場合、こ
の焼結スチールは素晴らしい選択肢となります。

焼結鍛造
この鍛造法によって、閉じた状態の鍛造ツールにおいて
最もダイナミックな負担に耐えることができる孔がほぼ
ない部品を生産します。

AMにおける試作
競合社よりも速くあることが、会社の成功または不成功
の決定要因となることが多くあります。ソリューション
を市場に最初に打ち出した会社には、競争面で大きなメ
リットがあります。付加的生産能力によって、私たちは
顧客の製品開発を迅速に加速することができます。
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工学技術専門能力
工学技術

3D デザイン自由度
GKNの粉末冶金における専門
能力によって、非常に複雑
な三次元的製品を生産する
ための優れた可能性を提供し
ます。アンダーカットさえ
も、GKNが開発した特殊加圧
技術によって実現可能です。

•

顧客が最大限満足するための
GKNの 開 発 お よ び 設 計 専 門
能力

•

~ 550人の高い資格を持つ技術
者と設計者

シミュレーション

自由に成形できることで、新
型のより性能の優れた製品設
計が可能となります。

•

構造解析シミュレーション および
システム設計

•

熱温度によるシミュレーション

•

電磁的 シミュレーション

粉末冶金のデザイン

当社の
イノベーションセンター
当社の重要な基盤として、
3つ の GKNイ ノ ベ ー シ ョ ン セ
ンターが当社顧客の開発プロ
セスをサポートします。この
開発研究センターには、完備
された製造ラインと最先端の
マテリアルラボが備わってい
ます。
当社のサービスは、新しいア
イデアとテクノロジーの技術
面の実行可能性の判定から、
製品開発とシリーズ生産まで
の製品ライフサイクルの全過
程をすべて包括しています。
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•

開発パートナーとしてのGKNのノ
ウハウを利用

•

製品に適合した コストを最適化
したデザイン

•

開発期間の短縮

•

機能統合による付加価値

GKN粉末冶金のイノベーションセンター
RADEVORMWALD
(ドイツ)

AUBURN HILLS
(アメリカ)

CINNAMINSON
(アメリカ)

材料
マテリアル
•

•

ノッチ感受性

革新的な金属粉末を開発し、機
械的または磁性の特性に影響を
与える

GKNは、粉末金属スチールに
おいてより少ないノッチ感受
性を示すために、世界中で認
められた補正係数を開発しま
した。これによって、様々な
材料におけるノッチによる超
過張力を予想することがで
き、製品幾何学と材料選択を
あらかじめ適合することが可
能です。

当社の材料の固有値に関するノ
ウハウ

測定技術
•

B-H フィールド 測定装置

•

保磁力メーター

•

抵抗力検査

補助係数
4

Rm (M/mm2)

3

GGL
GT

焼結スチール
2

1.2

マテリアル＆
エンジンテストベンチ

•

1.01
0.01 0.02

焼き戻しスチール

Fe-Cr-Mo-C
Fe-Ni-Mo-Cu-C
Fe-Ni-Cu-X-C
(硬化)

900
800

構造用スチール

700

冷間成形

Fe-Ni-Cu-Mo-C
Fe-Cr-Mo-X-C
-C
Fe-Cu

)
(硬化

Fe-Ni-Cu-C
Fe-P-Cu-C
ねずみ 鋳鉄

Fe-Cu-C
Fe-C

300
200
100
6.2

6.4

6.6

6.8

0.2

0.5

1

2

5

10

疲労強度

1,200
1,000

0.1

圧力勾配

1,300
1,100

0.05

800
400
800
1200

結果
焼結スチールは r
ノッチ感受性がよ
り少ない！

2/d =
0
0.267

1.02

MPa

400

スチール

1.04

1,400

500

-1/0.80

-1/0.95

内部可変性エンジンテストベンチ
性能調査、長期的反応、熱によ
る反応

600

-1/0.75

GS

-1/0.85
-1/0.90

1.1

内部材料試験センター 引張試験、
寿命試験、熱の試験室、摩擦試験

抗張力

•

GGG

-1/0.65
-1/0.70

1.4

100
350
400
900
800
400

7.0

焼結スチール

7.2

7.4

当社顧客のプロジェクトにベ
ストな材料を選択する際に、
疲労強度の試験と算出はGKN
にとって重要なステップで
す。焼結スチールの疲労強度
とバラツキの尺度は、その他
の構造材と比較できます。こ
れらは例えば材料特性の密度
または合金含有量による影響
を受けます。

抗張力
焼結スチールは、軽くて強い
です。焼結材料では、密度が
小さいため、抗張力が同じ場
合に重量面でのメリットがあ
ります。加圧することで、顧
客の要望に合わせて密度を調
整することができます。

スチールおよびねずみ 鋳鉄

密度
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GKNの焼結金属技術は...

想像力
創造性
イノベーション

世界が絶えず変化する中、GKN Sinter Metals
はこの変化の先頭に立つリーダーです。
進歩的な成形プロセスとインテリジェントな
製品ソリューションによって、GKNは技術的
に特殊な製品を作り出します。
TM

TM

TM

6

...「イノベーションの手段です」

私たちは「イノベーションの手段」をまさに生きているのです！
なぜならGKNは、粉末冶金の限界を絶えず超えようとすることで、
自動車業界と産業界に新しいアプリケーションの条件を打ち立
てるからです。私たちの研究では、未来を変えるような技術の
実現化をサポートするユニークな製品ソリューションの
開発に焦点を当てています。
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使用範囲と製品

航空産業
自動車製造
自転車
圧縮機
食品産業
家具産業
園芸用具
家庭用器具
医療技術
オートバイ
農業技術 /
産業技術
電気器具
補助ユニット
ミシン
トラックおよび
バス

エンジン
· コネクティングロッド
· カムシャフトとコンポーネント
· クランク軸 軸受カバーおよびインサー
ト
· 歯付きベルトおよびチェーンホイール
· 可変カムシャフト調節
· カムシャフトカバー
· ターボチャージャーコンポーネント
· バルブトレインコンポーネント
ギア
· 遊星キャリア
· ワンウェイクラッチ
· トルクコンバーター用フリーホイール
クラッチ
· クラッチハブ/プレート
· パーキングロック
· メインドライブギア
· ギアシフトコンポーネント
· シンクロナイザ リングおよびシンクロ
ナイザーハブ
ボディおよびシャシー
· ミラーとセンサー用マウンティングプ
レート
· ウィンドウリフトコンポーネント
· 乗客および歩行者安全システム
· シート調整用コンポーネント
· ステアリングコラム調整用
コンポーネント
· ブレーキシステム コンポーネント
· 排ガスシステム コンポーネント
· ギアとギアドライブ
· 緩衝コンポーネント

ドライブトレイン
· ディフェレンシャルベアリングキャッ
プとべベルギア
· ハイブリッドドライブ コンポーネント
· トランスファーケース コンポーネント
· カムリング
液体技術
· 圧縮機コンポーネント
· 内部ギアポンプ コンポーネント
· 遊星ローターポンプ
· オイルおよびウォーターポンプ コンポ
ーネント
· 上弦ポンプコンポーネント
· 外部ギアポンプ部品
· Gローターポンプ コンポーネント
· 振り子およびピストンポンプ コンポー
ネント
· バキュームポンプ コンポーネントおよ
びスペーサーブッシュ
· ダブルベアリング
· ドライスライドベアリング
· 自己潤滑ベアリング
· 球状のベアリング /シリンダブッシュ付
メカトロニクス
· センサーコンポーネント
· 電磁コイルコンポーネント
· ヒートシンク
· 電磁クラッチおよびブレーキ
· アキシャルストロームモーターおよび
ジェネレータ用コンポーネント
· リニアモーター用にコンポーネント
· トランスバーサルフラックスモーター
およびジェネレータ用コンポーネント
フィルターの用途
· 飲料産業、濾過およびガス供給
· 水素過酸化物製造における触媒リサイ
クル用フィルター
· 化学産業
· フレームバリア
· 熱ガス濾過 > 300°C: ポリシリコン
· オイルヒーターバーナーのフィルター
· 空気圧搾装置 マフラー
· センサー保護キャップ
· ガス供給フィルター
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焼結材料
GKN SINTER METALSは、粉末冶金産業向けに
多彩な用途に対応する最も幅広い選択肢の材
料を提供しています。

TM

粉末冶金 1E
E1NE 認められた
環境に優しい
技術1E

これには、アルミニウム、低合金のステンレススチール、
鉄、青銅、黄銅、結合材料および高温合金が含まれます。

術は、環境に優し
GKN Sinter Metalsの技
とで自然資源を節
く、リサイクルするこ
造プロセスではエ
約します。すべての製
し、より少ない排
ネルギーを最大限節約
を抑えています。
気を排出し、原料消費

特定の用途向けに最適な材料を選択する際、固さ、延性、
耐摩擦性に対する要件が考慮されます。当社の特殊材料と
最新の製造技術によって、GKN焼結部品は、業界の性能標
準よりも優れたものとなっています。

製造技術とアプリケーション

材料
分類

説明

焼結プレス

粉末鍛造

MIM *

フィルター

ベアリング

純鉄

鉄およびスチール

非合金の
炭素スチール
合金スチール
(Cu、Ni、Mo、Mn、Cr) **
合金特殊スチール **
オーステナイト系
フェライト系

ステンレススチール
マルテンサイト
析出強化スチール
純鉄

鉄ベースの
軟磁性材料

合金鉄
(P、Si、およびNi) **
軟磁性結合材料
銅
黄銅

銅ベースの材料
青銅
希釈銅

アルミニウム
合金***

規格化された合金
(PM2014、6061、
PM-AL-14SI)
7075、PM-AL-14SI)
耐熱性材料
(TC-2000)
高強度材料
(MMC-1)

* 金属粉末ダイカスト (MIM)
** 粉末冶金合金は、単独の粉末混合、混和結合の合金された粉末または組合せから製造されます。
*** 2014 (Al-Cu-Mg-Si)、6061 (Al-Mg-Si-Cu) および7075
7075 (Al-Zn-Cu-Mg) ならびに金属マトリックス結合材料(MMC)や類似材料といった様々な合金を得ることができます。
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焼結方法

粉末

成形

シェーピング/鍛造
(必要ならば)

焼結

成形部品

粉末冶金の焼結方法は、革新的かつ完成品に近
い成形という特徴を持っています。

• ほぼ100％の金属利用
(廃棄による損失がない)
• 製造コストへの影響を抑
えながらも、成形の自由
度が高い
• 部品機能を向上させるた
めすべての 材料特性を
活用

精確な容量、再製造の可能性、清潔さおよび品質といった厳
しい要件に対応するコストを抑えた大量生産部品の製造を可
能にします。
粉末冶金製造技術は、金属成形部品のその他製造方法と比べ
て、特に低コストな技術です。この方法には4つの 重要な特
徴があります

• 環境に優しい

GKNの現在の受賞歴
• ボッシュ: プリファード サプライヤ
アワード

• ガブリエル: ベスト
ワード

• フォード: Q1 プリファード クオリテ
ィ ステータス

• ゼネラルモーターズ: GM サプライヤ
クオリティ エクセレンス アワード

• ジョンソンコントロールズ: サプライ
ヤ パフォーマンス アワード

• エクセディ: クオリティ ＆ デリバリ
ー パフォーマンス アワード

• ゲトラグ: ゼロ PPM 2014 アワード

• パッカー: クオリティ アチーブメン
ト アワード

• ゲトラグ: エクセレント サプライヤ
アワード
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サプライヤ

ア

• シェフラー: ベスト テクニカル
コーポレーション アワード
• シェフラー＆コンチネンタル
プレミアム サプライヤ
ノミネーション
• フォルクスワーゲン: エクセレント
サプライヤ オブ クオリティ
アワード

グループ概要
GKN POWDER METALLURGY
GKN Powder Metallurgyは、GKN Sinter Metals
およびHoeganaesのパートナーであり、世
界最大の金属粉末メーカーです。
Hoeganaesは、GKN Sinter Metalsが自動車、
産業、消費者アプリケーション用精密部品
の製造に使用する金属粉末を生産するメー
カーです。

GKNは グローバルに活躍す
る工学技術のコンツェルン
です。
当社は毎日数億台の車の車輪を作動
させ、何千機もの飛行機の飛行をサ
ポートし、地球を動かし、収穫物を
取り入れるパワーを供給していま
す。さらに私たちは全世界の生活の
中で触れている重要な産業用コンポ
ーネントを生産しています。
約56100人の社員が世界中でGKN社
とジョイントベンチャーで従事して
います。私たちはともに30カ国以上
で事業展開しており、当社の技術と
かなりの生産資源を投入して、最高
品質のシステム、コンポーネント、
サービスを提供しています。

事業部
当社には4つの事業部があります。自
動車産業に焦点を当てた GKN Driveline
と GKN Powder Metallurgy、および
GKN Aerospace と GKN Land Systems
です。
各事業部とも市場のリーダーであ
り、市場の標準よりも速く成長して
います。他社に類を見ない専門知識
と最新技術および技術提供における
経験を、私たちは世界中の顧客に提
供しています。

GKN AEROSPACE
GKN Aerospace は、航空および駆動装置構
造、飛行機および駆動装置の数多くの主受
注者およびその他Tier1サプライヤ向けのコ
ンポーネント、アセンブリとフォイルにお
ける世界をリードするTier1提供社です。
GKN Aerospaceは3つの主分野で展開してい
ます。飛行機構造、エンジンコンポーネン
トおよび部品システム、特別製品。

GKN DRIVELINE
世界をリードする自動車メーカーに貢献す
るグローバルな会社として、GKN Driveline
は、自動車ドライブトレイン製品の包括的
なプログラム、複雑な走行ダイナミック
が求められる要求の高いプレミアム車両か
ら小型で低コストな車両用のシステムを開
発、製造、供給しています。

GKN LAND SYSTEMS
GKN Land Systemsは、技術エネルギーマネ
ジメント製品、システム、サービスを提供
する業界リーダーです。
この事業部は、統合された駆動ソリューシ
ョンを提供することで農業、建設、鉱業、
有用車両市場、最重要の産業部門向けに製
品およびサービスを開発、製造、供給して
います。
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GLOBAL SALES OFFICES
GKN Locations

Over 30 locations
in 13 countries
on 4 continents

For specific details and contact
information please write to us
at contact@gknpm.com or visit
our website www.gknpm.com

AMERICAS

EUROPE

USA
1670 Opdyke Court, Auburn Hills,
MI 48326-2431, USA
infona@gknpm.com

UNITED KINGDOM
Unit 7 Chestnut Court, Jill Lane
Sambourne, Redditch
Worcestershire, B96 6EW, UK
infouk@gknpm.com

MEXICO
Av. Dr. Jesús Valdes Sánchez 1
Parque Industrial Amistad Chuy María
38187 Apaseo el Grande, Guana
infomexico@gknpm.com
BRAZIL
Av. Emancipação, 4.500
CEP 13186-542
Hortolandia – SP, Brazil
infobrazil@gknpm.com

ASIA
CHINA
Suite 1105-1110, POS Plaza
1600 Century Avenue
Pudong, Shanghai 200122, China
infochina@gknpm.com
INDIA
146 Mumbai - Pune Road
Pimpri, Pune 411018
Maharashtra, India
infoindia@gknpm.com
JAPAN
Senri Life Science Center Bldg. 12F
1-4-2 ShinSenri Higashi-machi
Toyonaka-city, Osaka, 560-0082
Japan
infojapan@gknpm.com

GERMANY
Krebsöge 10
42 477 Radevormwald, Germany
infogermany@gknpm.com
ITALY
Fabrikstraße 5
39 031 Bruneck (BZ), Italy
infoitaly@gknpm.com
SWEDEN
Gothenburg, Sweden
infosweden@gknpm.com
FRANCE
6 Lotissement les Cruzettes
38210 Tullins, France
infofrance@gknpm.com
TURKEY
Istanbul Ataturk Havalimani serbest bolgesi
L Blok No:2
34149 Yesilkoy-Istanbul/Turkey
infoturkey@gknpm.com
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