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総合カタログ

ライブセンタ & デッドセンタ



計測機器用ライブセンタ同芯度2ミクロン以下のスムースな回転
特殊仕様ライブセンタ2000シリーズMT-#5特殊仕様延長型デッドセンタMT-#5電気式テールストックや自動振れ止めに適合
回転型ライブセンタ3ベアリングでスムースな回転
特殊精密ライブセンタ

FRBはお客様に応じた特殊ライブセンタを創造します！

ページ

スラスト荷重型ライブセンタ、フェイスドライバ適合

旋削用途 研磨 ギヤ加工 スラスト荷重型 パイプ適合 ハードターニング スプリング内蔵 回転 引抜きナット フェイスドライバ適合 高速 重荷重 ベアリング数技術的特徴
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ライブセンタカタログ

旋削 研磨 ギア加工
用途 アイコン
技術的特徴
パイプ用 ハードターニングスプリング内蔵 回転型 引抜きナット 数量フェイスドライバ適合 高速 スラスト荷重型 重荷重 ベアリング

ライブセンタコード標準型ライブセン超硬ライブセンタ延長型ライブセン延長型超硬ライブセンモースルテーパシャンクストレートシャンクVDIシャンク

同芯度真円度グリス潤滑オイルミスト潤滑最大スラスト荷重最大半径方向荷重最高回転数



ライブセンタカタログ

TECHNOLOGIE FRBは多くの種類の特許製品群を設計・製作・販売しています。それらは、旋削・ギア加工・研磨において、革新的かつ先端技術の概念が取り入れられています。TECHNOLOGIE FRBは最新の技術に追従し、継続した製品性能向上を確実にする為、1960年代前半から研究開発に多くの投資を開始しました。そして、多くの主要なイタリア並びに世界のお客様の信頼を獲得、多くのお客様に継続して使用されています。また、主要なイタリア並びに海外工作機械メーカーの設計部門にも、多く採用されています。TECHNOLOGIE FRBは絶え間ない技術革新があろうとも、最前線に存在し続けます。



目次 アイコン

ライブセンタカタログ

パイプ用先端交換型スラスト荷重型ライブセンタ / 80-T, 85-Tシリーズスプリング内蔵ライブセンタ / 81シリース, 81シリーズ荷重表示型
スラスト荷重型ライブセンタ / 80シリーズスラスト荷重型ライブセンタ / 85シリーズ
ハードターニング用ライブセンタ / 2008シリーズ高速型ライブセンタ / 2006シリーズ旋削用ライブセンタ / 2000シリーズエコライン先端交換型ライブセンタ, デッドセンタ / FRシリーズ研磨用ライブセンタ / 92シリーズ先端交換型研磨用ライブセンタ / 92Fシリーズ先端交換型パイプ研磨用ライブセンタ / 92Mシリーズギア加工機用ライブセンタ / 82シリーズパイプ歯切盤用ライブセンタ / 82-Tシリーズ重荷重型 旋削・研磨用ライブセンタ/ 88, 88-Tシリーズ荷重表示スラスト荷重型ライブセンタ / 86シリー超高速型ライブセンタ引抜きナット用ネジ付きデッドセンタ / PFシリーズパイプ用引抜きナット用ネジ付きデッドセンタ / PFシリーズデッドセンタ用引抜きナット超硬付き60°標準型デッドセンタ / PFシリーズ超硬付き60°延長型デッドセンタ / PFシリーズ超硬リング型デッドセンタ / PFシリーズ3点接触型ライブセンタ, デッドセンタ用ヘッドライブセンタ, デッドセンタ用ヘッドライブセンタ機能説明/ 80, 85シリーズスプリング内蔵型ライブセンタ導入例ライブセンタ使用説明



シリーズ

ライブセンタカタログ
寸法 mm

寸法 mm

寸法 mm
スラスト荷重型ライブセンタ / 80シリーズ

注：交換用センタは "FRシリーズ"(14, 15ページ)をご参照ください。

超硬仕様一体延長型ライブセンタ一体延長型超硬ライブセンタ

先端交換型ライブセンタ

超硬仕様一体型標準ライブセンタ一体型超硬ライブセンタ



荷重線図

ライブセンタ寿命約
2,000時間稼働

ライブセンタ寿命約
2,000時間稼働

スラスト荷重kg

ライブセンタカタログ

備考：約2,000稼働時間を寿命とする、一体型ライブセンタの荷重です。加工内容に起因、ライブセンタの寿命は長短します。センタ交換型や、延長型ライブセンタは、左図に表示の荷重を更に減少させねばなりません。例：MT-#4 一体型ライブセンタ1,000r.p.m. 最大許容荷重半径方向荷重Q=450kgスラスト方向荷重Pa=900kg

詳細、技術窓口へお問い合わせください

シリーズ

このカタログの30ページに、スラスト荷重型の機能説明があります。

半径方向荷重（ワークピース重量）kg



ライブセンタカタログ

シリーズ

寸法 mm

寸法 mm

寸法 mm
スラスト荷重型ライブセンタ / 85シリーズ

注：交換用センタは "FRシリーズ"(14, 15ページ)をご参照ください。

先端交換型ライブセンタ

一体延長型ライブセンタ一体延長型超硬ライブセンタ 超硬仕様

一体型標準ライブセンタ一体型超硬ライブセンタ 超硬仕様



半径方向荷重（ワークピース重量）kg荷重線図

シリーズ
ライブセンタ寿命約
2,000時間稼働

スラスト荷重kg

ライブセンタ寿命約
2,000時間稼働

ライブセンタカタログ

備考：約2,000稼働時間を寿命とする、一体型ライブセンタの荷重です。加工内容に起因、ライブセンタの寿命は長短します。センタ交換型や、延長型ライブセンタは、左図に表示の荷重を更に減少させねばなりません。例：MT-#4 一体型ライブセンタ1,000r.p.m. 最大許容荷重半径方向荷重Q=450kgスラスト方向荷重Pa=900kg

このカタログの30ページに、スラスト荷重型の機能説明があります。
詳細、技術窓口へお問い合わせください。



パイプ用先端交換型スラスト荷重型ライブセンタ / 80-Tシリーズ

パイプ用先端交換型スラスト荷重型ライブセンタ / 85-Tシリーズ
シリーズ

ライブセンタカタログ

シリーズ 寸法 mm

寸法 mm

注：先端は "ACシリーズ"(29ページ)ご参照ください。

注：先端は "ACシリーズ"(29ページ)ご参照ください。



スプリング内蔵ライブセンタ / 81シリーズ

スプリング内蔵ライブセンタ / 81シリーズ荷重表示型
シリーズ

シリーズ
注：本カタログ31ページに、スプリング内蔵型81シリーズ応用例があります。ライブセンタカタログ

ストローク 荷重

ストローク 荷重

寸法 mm

寸法 mm寸法 mm寸法 mm注：交換用センタは "FRシリーズ"(14, 15ページ)をご参照ください。



ハードターニング用ライブセンタ / 2008シリーズ

シリーズ

荷重線図半径方向荷重（ワークピース重量）kg スラスト荷重kg

ライブセンタカタログ

寸法 mm

寸法 mm
詳細、技術窓口へお問い合わせください。



シリーズ
高速型ライブセンタ / 2006シリーズ

荷重線図半径方向荷重（ワークピース重量）kg スラスト荷重kg

ライブセンタカタログ

寸法 mm注：交換用センタは "FRシリーズ"(14, 15ページ)をご参照ください。

詳細、技術窓口へお問い合わせください。



旋削用ライブセンタ / 2000シリーズ エコライン

旋削用ライブセンタ / 2000シリーズ エコライン

ライブセンタカタログ

シリーズ 寸法 mm

寸法 mm

注：交換用センタは "FRシリーズ"(14, 15ページ)をご参照ください。



旋削用ライブセンタ / 2000シリーズ エコライン

シリーズ
荷重線図半径方向荷重（ワークピース重量）kg スラスト荷重kg

ライブセンタカタログ

寸法 mm

詳細、技術窓口へお問い合わせください。



　

交換用センタ ライブセンタ用, デッドセンタ用 / FR シリーズ
センタのみ センタのみセンタのみ センタのみセンタのみ センタのみ
センタのみ センタのみ

ライブセンタカタログ

シリーズ

寸法 mm
寸法 mm

交換用センタ各シリーズ適合表

ライブセンタのφJ寸法を表でご確認願います。



シリーズ
交換用センタ ライブセンタ用, デッドセンタ用 / FR シリーズ

ライブセンタカタログ

寸法 mm
寸法 mm

寸法 mm
寸法 mm
寸法 mm



研磨用ライブセンタ / 92シリーズ

オイルミスト給油システム：No. 1タイプ：滴下全消費型圧力：1.5～2(bar) = 0.15～0.20(MPa)1分間当たり滴下量：2～3滴No. 2タイプ：滴下10%消費、90%回収型圧力：3～4(bar) = 0.3～0.4(MPa)1分間当たり滴下量：20～30滴（オイルミストシステムはライブセンタ専用なければなりません。）ライブセンタカタログ

シリーズ
稼働150時間毎に、モリコートBR2プラスグリグリス給脂型ライブセンタのメンテナンス

オイルミスト給油システム

オイルミストシステムは、ライブセンタ専用でなければなりません。

オイルミスト圧搾エア供
噴霧器

グリス



研磨用ライブセンタ / 92シリーズ

ライブセンタカタログ

シリーズ寸法 mm

寸法 mm

寸法 mm
オイルミスト給油システムグリス給脂

オイルミスト給油システムグリス給脂

グリス給脂 オイルミスト給油システム



先端交換型研磨用ライブセンタ / 92Fシリーズ

* 受注生産品交換用先端、研磨用ライブセンタ 92Fシリーズ MT-#3, MT-#4

ライブセンタカタログ

シリーズ 寸法 mm

寸法 mm 寸法 mm

グリス給脂 オイルミスト給油システム



シリーズ

ライブセンタカタログ

寸法 mm
注：先端は"ACシリーズ(29ページ）ご参照下さい。

グリス給脂 オイルミスト給油システム先端交換型パイプ研磨用ライブセンタ / 92Mシリーズ



ギア加工機用ライブセンタ / 82シリーズ

シリーズ

ライブセンタカタログ

寸法 mm

寸法 mm

寸法 mm



パイプ歯切盤用ライブセンタ / 82-Tシリーズ

シリーズ

ライブセンタカタログ

寸法 mm

寸法 mm
注：先端は"ACシリーズ(29ページ）ご参照下さい。



重荷重型 旋削・研磨用ライブセンタ / 88シリーズ

受注生産重荷重型 パイプ旋削・研磨用ライブセンタ / 88-Tシリーズ
シリーズ

シリーズ

ライブセンタカタログ

寸法 mm

寸法 mm
注：先端は"ACシリーズ(29ページ）ご参照下さい。

* 75°, 90°受注生産



荷重表示型スラスト荷重ライブセンタ / 86シリーズ

シリーズこのカタログの30ページに、スラスト荷重型の機能説明があります。
超高速型ライブセンタ

シリーズ
ライブセンタカタログ

寸法 mm

寸法 mm



引抜きナット用ネジ付きデッドセンタ / PFシリーズ

Cφ20.3センタのみ装着可能センタ交換型引抜きナット用ネジ付きデッドセンタ / PFシリーズ

ライブセンタカタログ

シリーズ 寸法 mm

寸法 mm

寸法 mm

超硬仕様

超硬仕様



先端交換型引抜きナット用ネジ付きデッドセンタ / PFシリーズ

シリーズ
デッドセンタ用引抜きナット

ライブセンタカタログ

寸法 mm

寸法 mm
注：先端は"ACシリーズ(29ページ）ご参照下さい。



超硬付き60°標準型デッドセンタ / PFシリーズ

ライブセンタカタログ

シリーズ 寸法 mm 寸法 mm
タイプ"N"（標準） タイプ"N.S."（切欠き型）

ご要望に応じ、お客様の図面に従ったテーパーや形状の特殊デッドセンタを製造可能です。
注：入手可否、営業部門へご確認ください。



Type "P" (延長型） Type "PS" (延長切欠き型）
シリーズ

ライブセンタカタログ

寸法 mm寸法 mm

ご要望に応じ、お客様の図面に従ったテーパーや形状の特殊デッドセンタを製造可能です。
注：入手可否、営業部門へご確認ください。

超硬付き60°延長型デッドセンタ / PFシリーズ



シリーズ

ライブセンタカタログ

寸法 mm 寸法 mm

ご要望に応じ、お客様の図面に従ったテーパーや形状の特殊デッドセンタを製造可能です。

超硬リング型デッドセンタ / PFシリーズ



3点接触型ライブセンタ, デッドセンタ用ヘッド ライブセンタ, デッドセンタ用ヘッド

シリーズ

ライブセンタカタログ

寸法 mm 寸法 mm

円錐ヘッド用ブッシュ ヘッド引抜き用M24xL40スクリュー



FRBスラスト荷重型ライブセンタには、16, 17の2つのスラストベアリングがあり、それらの間には特殊設計の5：ベルビルスプリング（皿バネ）が挿入され、各スラストベアリングへ荷重を分配します。500(kg)相当のスラスト推力で、2:センターは0.25(mm)後退、17:後方ベアリングがFRBライブセンタのモールステーパー#4への衝撃を吸収します。3:センターシャフトが0.25(mm)内部へ移動、14:円筒ころベアリングの内輪に接触、残存力を16:前方ベアリングへ伝達します。この特許ライブセンタは、加工工程に高効率のスラスト推力の伝達を可能とします。フェイスドライバでシャフトを切削する際は、早い送りと深い切込みが可能となります。18:２つのローラーがラジアル重荷重を支え、8:スプリングで保持された、7:振動減衰ブッシュが振動を防止します。4:ライブセンタ前方のナットとレンチで、ベアリング摩耗で生じたクリアランスを調整します。10:切粉除けリングが、12：シールリングの切粉からの保護をお約束します。20:引抜きナットが、偏りと振動を抑制します。

ライブセンタカタログ

スラスト荷重型ライブセンタ機能説明 - 80/85 シリーズ



スプリング内蔵型ライブセンタ導入例

スプリング内蔵型ライブセンタは、①対向する主軸や、②タレットへの装着が知られています。これら軸の電気制御はワークピースの位置決めなど、一時的に使用されるだけであり、連続した電気制御には使用されません。81シリーズのライブセンタは、ベルビルスプリング（皿バネ）を押し付け、連続的にワークピースをスラスト方向に保持します。ライブセンターとセンタ穴が接触後、タレットまたは対向主軸を更に前進させます。この動きにより、内部のベルビルスプリング（皿バネ）が圧縮され、それに伴ったライブセンタのスラスト推力が、シャフト（ワークピース）に伝達されます。Z軸方向の押し込み長さに伴い、押付力は増加します。 ライブセンタカタログ



ネジを回して抜く
ライブセンタのボディに取り付けられる引抜きナットは、ライブセンタを心押し台から取り外す際に使用します。次のように引抜きナットをご使用ください：・ ライブセンタが①テールストックから外れるまで、②引抜きナットを回す。
シャフトのベアリングシートへの損傷を避ける為、センタ先端を次のように取外して下さい。・ ①センタ先端を、バイスに固定する。・ ②スパナで、シャフトを回す。

ライブセンタカタログ

精度を確保し、振動を避ける為、ライブセンタは以下の手順で適宜調整が必要です。a) ①適合する工具を用い、固定ナットのネジを緩めてください。b) ②トルクレンチを用い、円錐ころ軸受がテーパーに接触するまで、ナットを締めてください。c) 固定ナットを締めてください。注：85シリーズライブセンタは調整不要です。
Conical roller bearing注：スラスト荷重型ライブセンタは（スラスト荷重が十分に負荷されない状態では）滑らかに回転しないことがあります。これは、スラスト軸受の間でスラスト荷重を分配するベルビルスプリング（皿バネ）の反力によるもので、異常ではありあせん。

引抜きナットの機能

先端交換型センタ取外し

80シリーズライブセンタの調整


