
農業機械の生産性推進
SKFとリンカーンの自動潤滑システムにて
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手動潤滑から最も前進した自動集中潤滑まで、市場で最もコンプリートな

潤滑ソリューションポートフォリオを提供できるように SKFとリンカーン

は協力をしております。一緒に、私たちはターンキーデザインと取付作業

からテストとトレーニングまで幅広い潤滑ツールと専門的サービスを提供

いたします。

摩擦管理経験において200年を超える経験を有しており、私たちはお客様

の機械の信頼性アップ、メンテナンスのコストダウン、生産性アップ、安

全性アップ、人的資源の最適化に対してサポートすることができます。

どの天気や他のチャレンジがあっても田畑での時間が重

要であり、シーズン中に機械を最適なパフォーマンスで

運用することが大切とは理解しております。               

SKFとリンカーンの自動潤滑システムでは農業設備を毎

日に信頼的に使用することができます。
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なぜSKFとリンカーンの潤滑システムを選択しますか？ 

一言で言えば、経験です。私たち は、農業産業の要件に

適した効率的な自動潤滑システムを開発するために結合

された知識に頼りました。

数十年前から農業機械のユーザーは生

産性、設備寿命、投資利益率を改良す

るために弊社の潤滑ソリューションを

利用していただいております。 

SKFとリンカーンとの潤滑ポートフォリ

オと能力の連合でお客様に対して1つの

ソースから優れた潤滑サービスと前進

した自動潤滑システムを提供できま

す。

両方のブランドを表す、ローカルのシ

ステムハウス代理店が幅広い範囲の潤

滑製品を提供しており、必要に応じて

取付作業やサービスに対応できます。

更に、ローカルの市場専門家は特定の

アプリケーションをベースに専門知識

とサポートを分かち合うことができま

す。

環境に対する認識

SKFは製品の設計と開発において環境のことも考慮する必

要があると信じており、弊社生産の環境影響を下げるこ

とは弊社の目標です。

弊社の農業機械のために開発した潤滑

製品は例外ではありません。潤滑剤は

少ない定量で潤滑点に供給されるため

に過剰の潤滑剤が機械と周りに液だれ

しないようにされます。 

その結果、洗浄と処分の作業、また、

潤滑剤の無駄の削減と作業者の安全性

アップとなります。

2つの一流ブランド。                                                     
1つのグローバルソース。

農業機械において弊社知識の利用

SKFとリンカーン – 信頼性のため、パワフルなフォ
ーミュラ：

•  優れた製品の革新： 

 産業の中で最も幅広い最も先進な潤滑提供

•  最上のグローバルサポート： 

 2つのチームの協力

•  ワールドクラスの取付サポート： 

 適性なソリューションを取り付けるための結合さ

れた知識

 弊社ソリューションをご覧ください：                                  

skf.com/TheFormula
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自動潤滑にて田畑での時間の延長

摩耗を削減するために適正な油膜を

確保する以外、定期的潤滑はコンタ

ミに対してブッシングとベアリング

をシールします。岩粉、コンタミ、

砂、水がそれらのコンポーネントの

中に流入する場合はベアリングの寿

命を大きく短くさせる「研磨化合

物」が形成されます。

手で適正に潤滑するためには通常、

機械とメンテナンスサイクル当たり

に約30分がかかります。機械毎の全

ての潤滑点を適正に潤滑しないこと

はスケジュール、メンテナンスコス

ト、運用時間のパフォーマンスにお

いて悪影響を及ぼします。

設備は必要な時に利用できるように

自動潤滑はダウンタイムを減少させ

ます。信頼性とアベラビリティーを

改良する以外、潤滑システムが寿命

を延長して、ランニングコストと潤

滑剤コストを削減させており、過剰

潤滑を防止するために環境に対する

影響を最低化します。また、手動潤

滑を削減することは事故率が少なく

なり、作業者は別の作業をすること

ができます。

SKFとリンカーンの自動潤滑システム

はベアリングの損傷を防止してお

り、予定外のダウンタイムを避け

て、マンパワー源を最適化させま

す。

自動潤滑システムはベアリングの回

転中に潤滑剤を適正な量、且つ、最

適なタイミングで供給します。

潤滑サイクル間の時間 

吐出された潤滑剤量

過剰潤滑

劣等潤滑

— 手動潤滑サイクル
— 自動潤滑システムサイクル
---  ベアリングの最大キャパ

最適な量で　
の潤滑
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正確な自動潤滑のベネフィット：

•  予防保全(PM)インターバルの延長

•  PM工数の削減

•  コンポーネントの不具合発生削減

•  機械の使用時間延長

•  機械の寿命延長

•  機械の安全性・信頼性改良

•  設備の再販売価値の増加

多くのアプリケーションの経験

SKFは農業市場に対してお客様のニー

ズに適合された高性能潤滑システム

の完璧な製品ぞろえを提供します。

機械メーカー(OEM)と関連ディーラー

はSKFとリンカーンの潤滑システムを

標準オプションとして提供します。

更に、弊社の資格のある代理店のグ

ローバルネットワークは殆どの農業

機械においてデザインのカスタマイ

ズとシステムを取付することができ

ます。 

OEMとエンドユーザーのニーズを満

足するためにSKFはオイル、液状グリ

ース、NLGI No.2までのグリース用自

動潤滑システムを提供します。

実績あり、信頼・効率的 投資利益率(ROI)の計算

•  手動潤滑のための機械停止を

無くすることによる生産性ア

ップ

•  潤滑するために最低90%の工

数削減

•  不適正な潤滑によるベアリン

グ不具合発生の削減により最

低50%の生産性アップ

•  修理において最低50%の工数

削減

•  交換部品において最低50%の

コストダウン

•  潤滑剤の消費量とエネルギー

コストの削減

自動潤滑は生産を最大化、部品
寿命を延長、設備の利用最適
化、再販売価値を改良させま
す。
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全ての農業アプリケーションのための　　
ソリューション
SKFとリンカーンの自動潤滑システムは田畑での時間を最も上手く利用できるようにし

ます。弊社の潤滑ソリューションはシーズン中に機械を信頼的に動かせるために設計さ

れたものです。

コンバイン収穫機
収穫シーズンにコンバイン収穫

機が最高のパフォーマンスで動

いていることが大事です。SKF

プロフレックスとリンカーン句

幾ルブの自動プログレッシブ潤

滑システムはそのアプリケーシ

ョンに最適です。

フォーレージハーベスタ
自動潤滑システムはメンテナンス時間を最短にするた

め、また、機械の運転時間及びアベラビリティーを上げ

るために役に立ちます。

ベーラー
干し草を梱包することは農作物の収穫と同じように機械

のアベラビリティーが重要です。手動潤滑はそのような

機械の場合に1時間以上がかかることもあり、それは干し

草の生産において35台のベール梱包と同じです。SKFとリ

ンカーンの自動潤滑システムにてその毎日の1時間を取り

戻して下さい。コンポーネントの不具合発生とそれによ

るダウンタイムは大幅に短縮されており、汚い及びベト

ベトの手動潤滑を無くします。オペレ

ータの仕事はタンクをチェックするこ

とだけです。

プログレッシブもシングルライン潤滑

システムも多くのボディーポイントと 

糸繋器をカバーします。両方の潤滑シ

ステムはブラッシュ又はノズルにてチ

ェーンとドライブを潤滑できます。正確に計量された潤

滑剤は摩耗を削減しており、スムーズな機械運転に役に

立ちます。ベーラーの駆動シャフトで起動できる機械式

ポンプもポルトフォリオの中にあります。

綿摘み機
手動潤滑を無くすることは毎朝、1時間を節約できます。

そのことで毎日に追加の6エーカーを仕事でき、又は、他

の作業のための時間となりま

す。リンカーンのクイックルブ

システムでは早めの摩耗を防止

してドラムヘッドコンポーネン

トの寿命最長化ができます。シ

ングルポイントのルブリケータ

も1つの良いオプションです。

グレープハーベスタ
グレープハーベスタのコンポー

ネントは高い振動負荷がかかっ

ており、毎日に信頼できる潤滑

を必要とします。SKFプロフレ

ックスとリンカーンクイックル

ブの自動潤滑システムはワイン

生産において別の仕事のために

時間を作れます。そのような機

械に対してはシングルポイント

自動ルブリケータも対応しま

す。
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耕うん、播種、植え付
けの機械
重量、サイズ、田畑からの

影響のために殆どの場合は

毎日1回の潤滑が必要です。

潤滑点が多くの場合にバラ

バラになり、設備の下にあ

るために潤滑することが困

難です。

自動潤滑はそのような設備を保護するために最もコスト

効率が良いソリューションです。システムの計量装置は

潤滑剤を分配し、接続されているコンポーネントに供給

します。

肥料機とスプレヤー
スラリータンカーと関連する設備は過酷な液体、汚れ、

粉体、ウェット土などにさらされます。潤滑はそれらの

影響に対して機械を保護し、お客様の

衛生規格を満足します。スラリーの設

備は場合によって100ヶ所の潤滑点も

あり、手動潤滑にすればメンテナンス

作業は多く手間がかかります。

SKFとリンカーンのプログレッシブ潤

滑システムはメンテナンス作業の最低

化と設備のアベラビリティーの最高化

のために役に立ちます。取り付けた潤

滑システムは機械軸に適正な量で潤滑剤を供給すること

も可能です。

トラクター
トラクターのフロント軸は

地面と非常に近くなり、潤

滑点をアクセスすることが

困難です。手動潤滑は数時

間もかかり、その間でトラ

クターを運用することがで

きません。リンカーンのク

イックルブ自動潤滑システムの取付とレトロフィットが

容易です。

付属品
農業関係の付属品は農場に

おいて最も厳しい影響を受

けます。SKFとリンカーン

の自動集中潤滑システムは

メンテナンス作業を最小に

しながら、設備の寿命を延

長させます。

...ともっと多くのアプリケーション
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シングルラインとプログレッシブ潤滑システム
潤滑点数によってSKFは多種のサイズで幅広いポンプユニ

ットと計量装置を提供します。取付時間を最短にするた

めにプログレッシブとシングルライン潤滑システムのプ

リアセンブリされたキットはあります。殆どのキットは8

時間の工数で取り付けられます。

メリット：

•  機械の寿命延長

•  機械の安全性・信頼性アップ

•  現場でのレトロフィットも可能

•  取付時間の最短化

特徴：

•  NLGI No. 2までの標準グリースに対応

•  吐出量の調整が容易

•  オプションとしてのモニタリング

•  全ての必要な付属品

コンポーネントの幅広いポルトフォリオ
多種の潤滑アプリケーション用

専用チェーン潤滑システム
自動潤滑システムは農業機械の駆動チェーンを運転中に

定期的にオイル又はグリースで潤滑します。潤滑ブラッ

シュ又はノズルは潤滑剤を均一にローラーの幅に塗布

し、チェーンのリンクプレート、ピン、チェーンローラ

ーの最適な潤滑を与えます。コンタミの粒子は同時にチ

ェーンから抜き取ります。

メリット：

•  潤滑剤の効率的な処理：環境汚染の防止

•  チェーンの寿命延長

•  信頼性と耐久性アップ

特徴：

•  標準のオイルとNLGI No. 00, 000グリースに対応

•  使用条件とチェーンのサイズと長さに適合するための

吐出量調整が容易

•  ベーラー向け専用システムも有り
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シングルポイント自動　　　　
ルブリケータ
SKFのシングルポイントルブリケータ

は自動的に適正な量でグリースを設

定された時間で1つの潤滑点に供給し

ます。

メリット：

•  取付と取扱が容易

•  幅広いレンジの付属品

特徴：

•  水と粉体に対する保護

•  2つサイズでの使い捨てカート     

リッジ

•  グリースとチェーンオイル有り

•  吐出量の調整が可能

高性能の手動潤滑ツール
リンカーンはパワーとパフォーマン

スを考慮して設計された手動潤滑ツ

ールを提供します。  

メリット：

•  手動潤滑ツールにおいて最も幅広

いレンジの提供

•  容易なポイント毎潤滑

特徴：

•  リンカーンのパワールーバーシリ

ーズは大幅の圧力と吐出量に対応

•  手動グリースガンから供給する10

ヶ所の潤滑点までのシングルニッ

プル潤滑システム

完全な修理店向け設備
弊社のポンプ、ホースリール、計量

バルブ、グリースガン、潤滑剤管理

システムでは機能性がある潤滑シス

テムを構成できます。

メリット：

•  保留タンクから潤滑点までの完全

な提供

•  運転時間、使用潤滑剤、温度、流

量を問わずシステムの設計が可能

•  潤滑剤の正確な吐出モニタリング

をするための潤滑剤管理システム

特徴：

•  実績があるどの容器と潤滑剤にも

対応するポンプデザイン

•  多種の長さと直径のホースリール
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ターンキーエンジニアリング

•  お客様との協力によりアプリケー

ションに適合されたカスタマイズ

された潤滑ソリューション

• 3-D CADデータはオンライン製品カ

タログに有り

•  携帯向けSKF LubCADアップ

•  研究・開発への投資により多くの

特許権

潤滑システムのレトロフィット

•  お客様のところで集中潤滑システ

ムのプロフェショナルなレトロフ

ィッティング

•  殆どの設備に対してはカスタマイ

ズなデザインとシステムの取付が

可能

サービスと修理

•  現場での取付、サービスとメンテ

ナンスの契約

•  オペレータとメンテナンス担当者

のトレーニング

200年以上、SKFとリンカーンとの連合された　
経験
SKFとリンカーンブランドのワールドワイドな経験、ポー

トフォリオ、代理店ネットワークの統一で私達は産業で

の最も完成なレンジでの潤滑管理ソリューションを世界

で提供できます。

お客様の機械サイズとデザインは問わず、ベアリング寿

命、機械の運転時間、安全性を上げる、マンパワー時

間、メンテナンスコスト、環境へのインパクトを減らす

ための商品とリソースはSKFが提供できます。

経験パートナーのネットワーク
SKFとリンカーンブランドの製品、システム、サービスは

お客様の成功に熱心な営業体制にサポートされているグ

ローバルネットワークの代理店から入手できます。シス

テムハウスの代理店は世界でターンキーソリューション

と徹底的なアフターサービスを提供いたします。

グローバル経験、グローバルサポート、ローカル取付
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グローバルアベラビリティー

•  代理店のワールドワイドネットワーク

•  経験のあるパートナーの連合された　

ネットワーク

弊社の提供範囲：

•  潤滑システムデザインのカスタマイズ

化

•  システムの設置と試運転

•  サービスと修理

•  潤滑の分析と検査

•  潤滑管理トレーニング

•  保証サポート

•  システムメンテナンスの契約

•  監査と推奨

•  投資利益率(ROI)の分析

•  安全と環境のことに関する指導

•  簡単なレトロフィット用組立準備され

た潤滑キット

•  システムコンポーネントと予備品のロ

ーカル在庫

•  購入ロジスティックと同期された生産

世界で御社のための存在

どの大陸にもある潤滑アプリケーションセンターとワー

ルドワイドの代理店ネットワークでSKFはお客様の潤滑管

理プログラムのためのスタッフ、商品、サポートを持っ

ております。

詳細はローカルのSKF、又は、次のリンクをコンタクトし

て下さい： skf.com/TheFormula.
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