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潤滑のパワー
SKFとリンカーン：潤滑システムとソリューションにおきまして世界での
最もコンプリートなポートフォリオ 



SKF は、SKF とリンカーンの専門知識を 100 年以上も組み合わせる  

ことで、業界で最も包括的な潤滑管理ソリューションを提供しま

す。どの業界でもどのアプリケーションでも御社でのプロセス      

改善、メンテナンスの削減、生産性の向上、安全性の向上、環境へ

の影響を最小化させるためにSKFが商品と要員を持っておりま

す。SKF とリンカーン の商品、システム、サービスは御社の成功

に熱心である1つのグローバルセールス体制にサポートされる  

グローバル代理店ネットワークにて提供させていただきます。

2つの一流ブランド



最適な潤滑によるパワー

研究された結果では軸受不良の半分は不適正な潤滑、   

不適正な潤滑材、水・エア・ゴミ・異物にコンタミされ

た潤滑材、つまり、潤滑関係の原因となっております。

正しい潤滑ソリューションは、機械を操作するコストを

削減、信頼性と安全性の向上、サービス間隔を拡張する

および人的資源を最適化することによって収益性を向上

させることにおいて、新たな機会を提供できます。

SKF とリンカーンとの合併で私たちは潤滑ビジネスユニ

ット (LBU) を作りました。

両ブランドの歴史とコアの専門知識を生かして、私たち

は 今、業界で最も広い範囲の SKF製 油ベースとリンカー

ン製潤滑グリース ベース ソリューション提供しておりま

す。つまり、ほぼすべての摩擦関連アプリケーションの

高度な潤滑ソリューションの 1 つのリソースでいけま

す。弊社は、手動及びシングルポイント注油器から最も

先進的な集中及び自動式潤滑を提供しております。

信頼性、効率性、生産性

SKFが持っている適切な潤滑によるベネフィットのナレ

ージは過去 10 年間の潤滑をリードする企業の買収を    

通じて強化になっており、自動潤滑技術においてSKFが

グローバルリーダーとなっております。

弊社の深いアプリケーション経験、オリジナル機器メー

カーとのエンジニアリングパートナーシップにより、   

複雑システムの動作に対してユニークな視点を与えて   

おり、効率とコストに対して最も適正な潤滑を作る知識

を与えております。

1つのグローバルリソース

優れた製品イノベーション 最上なグローバルサポート 世界一流の設置サポート

100年以上のアプリケーション
経験で設計された革新的な新製
品とシステムの連続的流

経験を持っているシステムハウ
スとアプリケーションセンター
が各大陸に設置されているワー
ルドワイド代理店ネットワーク

専門家による潤滑システムの設置と試運
転、存在システムのサービス、潤滑材  
テスト、また、資格のあるSKF代理店に
よるトレーニング



内蔵されているシステムベースソリューション

SKF は高度な研究とトライボロジーにおける開発、       

摩擦、摩耗、潤滑を扱う工学の分野を追求しておりま

す。さらに、弊社のエンジニアはお客さんでの毎日の   

問題を解決できる製品を設計しております。結果として

は御社の産業によるチャレンジを理解しており、適正な

潤滑ソリューションはベアリング、シール、サービス、

メカトロニクス、潤滑システムに関係することを認識   

しております。

機械設計の最適化

OEMにとっては、小さなデザインの改善は大きな違いを

生むことができます。SKFをエンジニアリングパートナ

ーとして工程計画と設計プロセスに巻き込まさせる程可

能なベネフィットが高くなります。SKF 代理店とアプリ

ケーション エンジニアは長寿命・信頼性の設計を最適化

するために御社のチームと働くことが可能です。

SKF よりコンパクト、エネルギー効率的かつコスト効果

の高い潤滑ソリューションを提供できます。そのような

ソリューションの取付、取扱、メンテナンスが容易で

す。また、同様に重要ですが、御社のニーズを満足      

する、市場で競争優位性を提供するデザインを共用で   

開発することもできます。

御社の目標を達成するための設計

上向：
•  生産性

•  信頼性

•  機械の可動時間

•  サービス期間

•  安全性

•  健康状態

•  サステナビリティ

削減：
•  エネルギー消費量

•  潤滑材消費量

•  発熱

•  ベアリング摩耗

•  摩擦による騒音

•  製品のコンタミ

•  ランニングコスト



専門家の潤滑サービス

システムデザインからトレーニングまで

SKF はシステム設計、自動潤滑システムの取付工事、   

自動システムのサービス、潤滑剤分析サービス、テス

ト、トレーニングなど、潤滑サービスのフルレンジを  

提供いたします。

最適な潤滑プログラムの設計

長年の SKF の経験から得た知識を生かして、SKF は最適

な潤滑レベルおよびインターバルの確定におきましたサ

ポートをさせていただくことが可能です。この知識で

は、御社のアプリケーションに対して最高の潤滑システ

ムの設計を確保させます。

SKF潤滑のコンサルティングサービス

御社施設にある潤滑プログラムの深い礎石や改善の機会

を明確を含めて、SKFがフルレンジの潤滑コンサルティ

ングサービスを提供いたします。自社製節約計算ツール

を使って、SKFは潤滑における改善にて御社での可能な

節約の推定にサポートできます。

サービス
•  潤滑マネジュメント

•  監査と潤滑のコンサルティング

•  投資利益率(ROI)の計算

•  システムの取付と試運転

•  存在のSKFシステムのサービス

•  トレーニング



優れる製品の革新

自動式ルブリケーター

適正な量で適正なインターバルでグリースをインジェク

ションすることがベアリングのパフォーマンスにおいて

決定的です。SKFは適正な量でコンタミフリーグリース

を供給できる24時間のソリューションを開発しました。

そのシステムでは潤滑が足りない、潤滑が多すぎるリス

クが最低レベルになっております。

SKF システム 24 または SKF マルチポイントルブリケータ

などのSKF製自動ルブリケータでは必要であればグリー

スを適切な量で1日24時間、1週間7日、1年52週間で塗布

できます。そのためには自動タイマーを設定するだけで

対応できます。

                                                                                                                                                      
      メリット： 

•  手動潤滑と比べ大幅な時間・作業における節約

•  アプリケーション毎にグリース量の制御が容易

シングルラインシステム

SKF のポートフォリオにはポンプ、計量ユニット、制御

とモニタリング装置および付属品を含む SKF モノフレッ

クスとリンカーン セントロ ・ マティックのシステム コ

ンポーネントが含まれます。

アプリケーションには関係なく、シングルライン潤滑の

原則は同じままです： 集中ポンプ ステーションは自動的

に潤滑材をシングルラインに通じて計量装置に供給しま

す。1個の計量装置は1ヶ所の潤滑点だけに使用され、  

グリース又はオイルを適正な量で供給できるように調整

することがあります。1つのシステムは1台の機械、1台

の機械のゾーン、複数の離れている機械に使用すること

ができます。

メリット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

•  理解、取付、メンテナンスしやすい

•  プリセットと可調のモデル有り

•  殆ど全ての潤滑材に対応

•  システムの拡大が簡単

•  1ヶ所の潤滑点がブロックしてもシステムが止まらない

•  内蔵式制御とモニタリングシステム

•  長い距離までに幅広い温度範囲で潤滑材の送り出し



デュアルラインシステム

SKFデュオフレックスとリンカーンヘリオスを含め

て、SKFデュアルラインシステムは潤滑点が多い、配管

　が長い、仕様条件が厳しい大型機械に設計されたもの

　です。典型的なアプリケーションは重工、金属加工プ

　ラント、製紙、鉱山、選鉱、セメント工場、デッキ　

　クレーン、発電所、製糖工場などです。そのシステム

　は潤滑油交互に用意されている 2 つの主管を利用しま

す。

                                                                                                                                                   

メリット：

•  長い距離で潤滑点数が多い場合に最適

•  高粘度グリースの場合は信頼性が非常に高い

•  計量の調整においてフレキシビリティ有り

•  計量装置の並列セットアップのため、システム　　　

デザインがシンプル

プログレッシブ潤滑システム

SKFプロフレックスとリンカーンクイックルブのプログ

レッシブシステムは機械の運転中に計量された量で潤滑

材を定期的インターバルで供給します。ポンプが供給し

たグリースはプログレッシブ計量装置の中で分配され、

ベアリング毎に必要な量で供給されます。

それらのシステムは機械のベアリング、ピン、ブッシン

グの自動潤滑において相対的に単純な且つローコストの

ソリューションとして設計されたものです。

メリット：

•  定期的に計量でのグリースを各潤滑点に供給

•  システムモニタリングが容易及びブロック制御が簡単

•  内蔵式システムの制御とモニタリング

SKF は自動潤滑のシステムとコンポーネントにおいて世界で最もコンプリートなポートフォリオを提供し

ております。その製品ラインはSKFとリンカーンのブランドで販売しており、オイルとグリースのシステムを

含めています。システムは殆ど全てのアプリケーションに対応しており、標準仕様とカスタマイズ仕様で提

供いたします。



サーキットオイル潤滑システム

SKFオイルサーキットシステムはベアリングを潤滑及び

冷却するためにオイルを循環しており、製紙と重工の産

業において多くの機械に使用されます。

オイル供給システムは分配器にオイルを供給します。   

分配器の設定は潤滑点に適合されます。流量は目視的、

又は、電気的にモニタリングできます。モニタリング   

システムは予知保全のためにあります。

SKFサークオイルシステムは大幅でのカスタマイズされ

たターンキーソリューションがあります。各システムは

サービスが容易、拡大がしやすいモジュール的なデザイ

ンとなります。

メリット：

•  特許されたエア抜きデザインにてオイル寿命の延長

•  精密なフローメーター

•  従来システムと比べ流量は3分の1のためのコスト節約

ターンキーソリューション、  
デザインから設置まで 
マルチライン潤滑システム

SKFマルチフレックスとリンカーンのシステム205と215

を含めて、それらの製品は分配器を使用せず、直接潤滑

点に潤滑材を供給します。潤滑点当たりには1つのポンプ

エレメントがあります。システムデザインはシンプル、

正確、信頼できており、工作機械、オイル・ガス、重工

のような条件が厳しい産業に使用されます。

SKFとリンカーンのマルチラインシステムは1～35ヶ所の

吐出口で大幅レンジのポンプを35MPaまでのシステム   

圧力で対応できるものを提供できます。弊社のポンプは

大きい温度範囲で使用できており、NLGI No.3までのグリ

ースに対応します。

メリット：

•  丈夫な長持ちするポンプシリーズ

•  厳しい環境で運転する機械の連続的潤滑

•  手動潤滑と比べメンテナンスインターバルが長い



オイル・エア潤滑システム

SKFオイル・エアとリンカーンのオルスコ潤滑システム

は高速ベアリング、主軸、ラックピニオン、チェーン、

製鉄での専用アプリケーションのために設計されたもの

です。

ポンプ、プログレッシブ分配器、又は、シングルライン

分配器は少ない量のオイルをミキシングバルブに供給し

ます。圧縮エアを使って、オイルはゆっくりと潤滑点に

流れており、ベアリング、又は、チェーンに連続的にオ

イルとエアの流れを供給します。

SKFオイル・エア潤滑システムはお客さんの条件に設計

されたものであり、モニタリングのために優れたオイル

センサーを使用します。

メリット：

•  細かく計量されたオイルフローの連続的供給

•  コンタミに対して精度が高いベアリングの保護

•  オイルミストが発生しない

多くの運用は同じようなチャレンジになりますが、機械の最高の信頼性、効率性、安全性を得るためにユ

ニークなソリューションが必要です。御社でのプロセスのために最適なソリューションの設計と導入におい

てはSKFの潤滑専門家はサポートすることができます。

微小量潤滑(MQL)と微小量計量システム(MDS)

切削加工用SKFのMQLシステムはエアフローに細かいオイ

ル点滴を分散し、ツールとワークの間で正確な微小量潤

滑とします。

メリット：

•  30%までの加工時間短縮とツールの大幅での寿命延長

•  より精確な加工プロセス、面粗の品質アップ、作業環

境の良化

SKFのMDSは条件が厳しいアプリケーションのためのイン

テリジェントな微小量計量システムです。完全にマッチ

しているコンポーネント、高精度バルブ、マイクロフロ

ーセンサー、精緻なコントロールユニットでは非常に少

ない量の潤滑材の計量とモニタリングが可能となりま

す。

メリット：

•  非常に高いエネルギー効率

•  従来システムと比べ、コストダウンのポテンジャルが

相当に高い



潤滑ツールと設備

グリースガンから使用液体システムまで、SKF

はプレミアムな潤滑ツールと設備において総

合的なラインを提供します。

手動式潤滑設備

リンカーングリースガンは   

パワーと能力のために設計   

されたものであり、殆ど全て

の潤滑及び予防保全のために

世界の技術者、機械工、メン

テナンスチーム、農場主など

に使用されます。

ポンプと付属品

SKFはグリース、オイル、等の液体を

搬送するために中・高圧ポンプを提供

します。特定の条件を満足するため、

弊社はエア式シリーズ20,25,40往復  

ポンプ、ダイヤフラムと搬送ポンプ、

バルクオイルシステムと付属品を提供

します。

リールとメータ

リンカーンのホースリールとメー

タは数年のエンジニアリング、    

テスト、経験がベースとなって     

おり、プロフェショナルが期待され

る品質及び信頼性で生産しておりま

す。

使用液体システム

ポータブルの縦型ドレーン

は持ち上げた車両の下から

液体を収集するために設計

されたものです。各モデル

は高さが調整できる収集  

ボウルと数回の液体取り 

替えに対応する大型タンク

が付いております。2つの

ボールバルブスイベルキャ

スターと2つの固定式アク

セルホイールはポータブル

仕様として取り扱いやすい

です。



グローバルサポート

御社のためのテクニカルサービス及びサポートを必要な時間・

場所・形で提供できるようにSKFはグローバルな能力、ローカル

サービスと優れたエンジニアリングの知識を結びつきます。

合成されたソフトのソリューション

SKF自動潤滑システムは状況モニタリングシステムと    

統合することが可能です。その結果、オペレータは      

ポンプ状況と潤滑材レベルを含めて、潤滑システムの   

全面的モニタリングができます。

例えば、風車向け自動潤滑システムのSKFウィンドルブ

は風車主軸、ギアボックス、発電機の最適及び自動潤滑

のためのSKFウィンドコンオンライン状況モニタリング

システムと連結できます。 

更に、SKFはチェーンアプリケーションで使用される    

潤滑システム向けビシオルブという状況モニタリング   

ソフトも開発しました。

御社のサステナビリティーゴールのサポート

SKFの潤滑ソリューションはアプリケーション当たりに

潤滑材の必要な量の最適化、ランニングコストと環境に

対して潤滑材のインパクトを削減するように設計された

ものです。また、最適に潤滑される機械の方はエネルギ

ー効率が良く、リークが最低レベルとなり、摩擦が少な

くなります。その結果、現場がより安全になり、騒音   

レベルが下がります。

システムハウスのサポート

弊社のシステムハウス代理店はターンキーソリューショ

ンと徹底的アフターマーケットサポートを提供いたしま

す。システムコンポーネントと予備品のローカルストッ

クを持っていること以外、次のサービスは提供できま

す：

•  アプリケーションの設計とシステムの推定

•  プロフェショナルな取付工事とキットのカスタマイズ

•  現場でのサービス・修理

•  潤滑に関するトレーニング

•  保証に関するサポート

•  システムメンテナンス契約

•  工場監査

•  投資利益率(ROI)分析

•  安全性と環境保護に対する指導

世界で御社のための存在

SKFを選択すれば御社での潤滑管理プログラムを最適化

させるための人、製品、サポートを持っている安定且つ

安全なグローバルパートナーを得られます。ローカルの

SKFにコンタクト、又は、次のリンクをアクセスして下

さい：www.skf.com/TheFormula

The Power of Knowledge Engineering
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ベアリングと
ユニットシール 潤滑システム

メカトロニクス サービス

ナレッジ・エンジニアリングのパワー
SKFは100年にわたって培った5分野の能力とアプリケーション独自の専門知識を活かし、
世界中の各主要産業のメーカーや生産施設に革新的ソリューションをもたらしています。
この5分野には、ベアリングとユニット、シール、潤滑システム、メカトロニクス(機械
学と電子工学をインテリジェントシステムに統合)、3-Dコンピュータモデリングから高
度状態監視システム、信頼性・資産管理システムまで広範なサービスが含まれます。
グローバル展開するSKFは、均一な品質基準の製品を世界中でお客様にお届けします。


