Mikron Machining

Mikron Machining
効率的な製造ソリューション
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Mikron Machining
多品種生産から大量生産まで、広範囲にわたる機械加工
ソリューションを提供します
Mikron Machining は、複雑で高精度な金属製部品製造におけるカスタマイズされた高い生産性の機械加工ソリューション
を提供する世界的なリーディング・サプライヤーです。
機械加工ソリューションの開発において高性能切削工具を組み合わせることにより、Mikron 独自の専門知識から、製品ライ
フライフサイクル全般にわたりお客様のお手伝いをいたします。
長期的なニーズに焦点を合わせた幅広いサービスは、当社の専門性と柔軟性を基調とし、お客様とのパートナーシップを大
切にする当社の態度を明確に示します。

機械加工システム

切削工具ソリューション

生産拠点
スイス (アニョ)、
ドイツ (ロットワイル)
戦略的パートナーシップまたは拠点 (販売およびサービス)

サービスソリューション
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機械加工システム
Mikron の「ターンキー」
ソリューション
当社の製造コンセプトにより得られるメリット:

ブランク

予備加工

ローディングシステム

機械加工

アンローディングシステム

•
•
•
•

• RP-32
• TR-42
• TF-120

•
•
•
•
•

• Mikron システム
よる高精度機械加工
• Mikron 専用切削工
具

•
•
•
•

鋳物
バー
ワイヤー
その他

選別および配置
ロボット
ベルトコンベア
バイブレーター
パレット

自動
手動
バリ取り
洗浄

以下を用いるカスタマイズされた高性能機械加工ソリューション:
• ローディング/アンローディングシステム
• 前処理システム
• Mikron 専用切削工具
100年 以上の経験、
スイスに根ざした技術革新と品質の文化により、当社は業界リーダーにとっての長期的なプロセス/技術
のパートナーとなっています。当社では、精度と信頼性の実現に情熱を傾けています。

生産性

製品概要
加工可能寸法
Mikron
Multistar

Mikron
Multifactor

20 mm
50 mm
80 mm
100 mm
200 mm
Mikron
VX-10
10
0

Mikron
NRG

Mikron
Multistep XT-200
Mikron
XT-one
従来のマシニングセンター

多品種対応
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主要市場セグメント
用途例
自動車部品
MIKRON MULTIFACTOR
7.5 s/pc

MIKRON MULTISTEP XT-200
31 s/pc

MIKRON MULTISTEP XT-200
420 s/pc

MIKRON MULTIFACTOR
8.5 s/pc

MIKRON MULTISTEP XT-200
55 s/pc

MIKRON NRG
64 s/pc

MIKRON NRG
25-90 s/pc

MIKRON VX-10
1.5 s/pc

MIKRON MULTIFACTOR
5 s/pc

MIKRON VX-10
8 s/pc

MIKRON VX-10
1.2 s/pc

MIKRON MULTIFACTOR
7.5 s/pc

一般消費部材

油圧/空圧部品

筆記具部品

MIKRON NRG
13-30 s/pc

MIKRON MULTISTAR LX-24
0.20 s/pc

MIKRON MULTISTEP XT-200
280 s/pc

MIKRON MULTISTAR LX-24
0.30 s/pc

医療部品

電気/電子部品
MIKRON MULTIFACTOR
132 s/pc

MIKRON MULTISTAR LX-24
0.11 s/pc

MIKRON MULTISTAR CX-24
7 s/pc

MIKRON MULTISTAR CX-24
1.7 s/pc

産業/建築部材

その他

MIKRON VX-10
7 s/pc

MIKRON MULTIFACTOR
5 s/pc

MIKRON VX-10
7.5 s/pc

MIKRON MULTISTAR CX-24
1.2 s/pc

完全モジュール式 Mikron NRG トランスファーマ
シンは、
さまざまな加工用途に対して最大 30 の
加工ユニットの同時稼働と高生産性を誇る 6 面
機械加工によって、高精度・多品種対応を実現し
ます。
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Mikron NRG
新世代トランスファーマシン

Mikron NRG のアダプタの実例

課題
• 5 つの異なる
「アダプタプレート」モデル。長さは 15 〜
35mm
• 材質:AlMgSi Ø 57mm バーからの切り出し
• 工程: タイプにより 30 〜 40 工程
• 目標公差:± 6μm (工程能力指数 1.33)
• 年間生産量:75 万個 (3 シフト)

従来方式

革新的なソリューション

• 必要な装置:
- モーターライズ工具付きダブルスピンドルマシニング
センター 5 台
- 測定システム 2 台 (100% 制御)
• 生産面積:193 m2
• 生産性:75 万個/年
• 準備時間:60 分
• 18 名の従業員

• 必要な装置:Mikron NRG システム 1 台 (Mikron
TB-600 切断機、
ロボット式計測器、整列機、バー搬送
機、
ろ過機と統合)
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• 生産面積:127m
• 生産性:150 万個/年
• 効率性:92%、精度:± 4.5 µm
• 準備時間:60 分
• 3 名の従業員

生産
ト
コス

%

-57

生産面積:193 m2

生産面積:127 m2

• フルCNC制御高精度ロータリートランスファーシステム
• 加工可能寸法: 80 x 80 x 80 mm 以下または Ø 65 x 100 mm
• コンパクトなモジュール構造の 12 ステーションで構成、常に独
立した生産要望に対応可能
• ATS (Advanced Thermal Stabilization): すべての要素におい
て温度が常に一定
• 1 ステーション当たり最大 3 加工ユニットを設置可能
• 最大 30 の加工ユニットの同時稼働が可能
• 自動工具交換機 (ATC) を最大 22 台まで搭載可能
• 切削工具を最大 96 個まで搭載可能
• 1 度のクランプで 6 面加工が可能
• 1 つのステーションにて 3 ユニットにより同時にフライス加工
と 穴あけ加工が可能
• スピンドル当たり最大 5 CNC 軸との補間が可能

Mikron NRG
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Mikron Multifactor
最高のパフォーマー

ホルダー
(自動車業界向け)
アルミブランクからの機械加工。
生産性:4.8 〜 9.5 個/分 (部品形状による)

他の適用可能分野:
油圧/空圧機器、
ガス器具、医療機器、腕時計、冷
蔵/冷凍機器、鍵など

•
•
•
•
•
•
•

Mikron Multifactor

水平テーブルによる高精度回転式トランスファーシステム
加工可能寸法：100x100x100mm 以下
12 あるいは 15 のステーションを搭載可能
あらゆる要望に対応した標準クランプシステム
年間 30 万個以上からの費用対効果の高い生産を実現
ワイヤー、
ロッドあるいはブランクからの加工
高いモジュール性を備えた非常に汎用的で堅牢な装置
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Mikron Multistar
世界最速のトランスファーマシン

自転車用ニップルの実例
(Mikron Multistar LX-24 で加工)
課題
• φ4 mm、長さ 12 mm、
スレッド長 8 mm の
自転車用ニップルの生産
• 年間生産数: 約 1 億個
• 材質:真鍮

従来方式

革新的なソリューション

•
•
•
•
•
•

• 従業員:0.25 名/装置当たり
• 生産面積:16 m2
• 必要な装置:
Mikron Multistar LX-24 高速トランスファーソリューション
1台
• 原材料: プレス加工されたブランク
• 必要な統計的管理:1 --> 一定の品質を保証
• 必要な工具:20

従業員:4 台の装置当たり 1 名
生産面積:25 m2
必要な装置:従来型トランスファーマシン 4 台
原材料: プレス加工されたブランク
必要な統計的管理:4 (装置当たり 1 つ)
必要な工具:24 (装置当たり 6 つ)

生産面積:25 m2

生産面積:16 m2

市販モデル
• Mikron Multistar NX-24 (100% CNC制御)
• Mikron Multistar CX-24
• Mikron Multistar LX-24

•
•
•
•
•

加工可能寸法: Ø 0.4 〜 3 5mm、最長 60 mm
12 あるいは 24 のステーションを搭載可能
コンパクトなデザイン
バージョンにより完全 CNC 方式または機械式制御方式
パーツ構成および生産ボリュームに応じて、1 から 4 個
までの同時サイクル製造が可能
• 1 サイクルで最大 150 個/分の生産が可能
• 短時間で簡単に工具交換が可能
Mikron Multistar NX-24
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Mikron VX-10
バー、
ワイヤー、
ブランクからの 6 面機械加工

高級腕時計用
ブレス
Mikron Mikron VX-10 機械加工システムにより、
ステンレス
のバーから直接生産。
• 生産性:8 個/分
• 同じワイヤーから異なる長さの製品を生産し、
自動的に分
類

他の適用可能分野:
眼鏡、
自動車、鍵、電機・電子、携帯電話・パソコン用部
品、医療機器など

• バッチサイズ変更に対応した生産を行うため 10 のワークステ
ーションを装備する完全 CNC 高精度回転式トランスファーシ
ステム
• 加工可能寸法: 最大 40 x 40 x 80 mm (オプションで 40 x 40 x
160 mm に対応)
• 垂直テーブル、最大精度を実現するための内部冷却を装備す
る安定性メインモーター
• テーブル位置決め精度:± 2 μm
• コイル、バー、
ブランクからの完全 6 面加工
• クランプ前のバーの 4 軸前加工

Mikron VX-10
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Mikron Multistep XT-200
モジュール構造による優位性

Mikron Multistep XT-200 によるコンプレッサ
ー・ハウジング加工の実例
課題
・ 5品種の部品加工(材質：鋳鉄アルミ合金)
・ ワーク6面について、
ターニング，
フライス、
ドリリング加工を実施。部品により、30〜40の工程。
500〜10,000個の可変ロッドへの対応。
・ 目標公差：±25μm(工程能力指数 1.67)
(体系的サンプリング10%)
・ 年間生産量：約500,000個(3シフト)

従来方式

革新的なソリューション

• 生産面積:300 m2
• 必要な装置:4
• 2 つのクランプでの工程:
- マルチスピンドルマシニングセンターでのフライス加工
- 自動旋盤によるターニング加工
• 手動によるロード/アンロード
• 準備時間:80 分
• 12 名の従業員

•
•
•
•

生産面積:165 m2
必要な装置:Multistep XT-200 2 台
1 台の生産システムにて完全加工
インテリジェントな自動内蔵ロード/アンロードシステ
ム (メイン処理時間と並行したパレットへの整列、
ブランクパーツの測定を含む)
• 準備時間:20 分
• 6 名の従業員

生産
ト
コス

%

-35

生産面積:300 m2

Mikron Multistep XT-200

生産面積:165 m2

• 高精度モジュラー方式マシニングセンター (加工可能寸
法: 最大 200 x 200 x 200mm)
• 完全 CNC 同時 5 軸機能 (1 度のクランプで 5.5 面の機
械加工が可能)
• 最大スピンドル速度において 1 秒未満のチップ間時間
• モジュール拡張が可能 (1 つのロードモジュールが
1 〜 4 台の機械加工モジュールに供給可能)。生産性の
向上に向けて、追加機械加工モジュール付きの各拡張モ
ジュールが機能します。このように実際の出力要件に沿
った投資が可能になります。
• 10 分間の変更時間 (ロットサイズの変更に最適)
• パレット交換機またはロボットによる自動インテリジェン
ト部品ロードシステム。手動ロードも可能。
• ローディングモジュールは、
メイン処理時間に追加タス
クを並行して行います。例えば、
ワークの完全自動反転
を 6 面機械加工、
ブランク部品の測定、バリ取り、洗浄な
どと並行して行います。
• モジュール間のクランプチャックデバイスを約 5.5 秒で
転送します。

Multistep 機械加工システムは、真の生産性センタ
ーです。
このユニークで無敵のモジュール性と柔軟
性によって、継続的な生産要件を優れた精度で、い
つでも実現することができます。

Mikron Multistar NX-24:4 つのステーションで最大
44 の機械加工ユニットを同時に運用し、非常に高
い出力レートを保証します。

Mikron Multistar LX-24 の生産サイト
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Mikron XT-one
デュアルスピンドル、5 軸、多品種生産センター

Mikron XT-one の 2 つの独立した作業スピンドルが交互に動作することを可能にします。1 つのスピンドルが最大スピンド
ル速度でも機械加工を行いながら、他のスピンドルを切削工具に交換することができます。
これにより、非生産時間の最小化
(0.9 秒のチップ間時間) を達成することができます。
スピンドル 2 最高スピンドル速度において
も、切削工具への交換が可能です

スピンドル 1 は機械加工を
行っています

お客様の事例
年間500~2,000時間の非生産時間を削減 (120,000USドル/年相当)

例1
分当たり 4 回の工具変更により、年間 470 時間を削減します (3 万米ドルと同等)。
計算:1 日当たり 16 時間の稼働時間、1 年当たり 220 日の稼働日、15,000 RPM (0.9 秒対 3.4 秒のチップ間時間 2.5 秒の短縮) の 80% は、469.3 時間。1 時間当たり 60 米ドルとして 28,800 米ドルになります。

例2
分当たり 8 回の工具変更により、年間 2,000 時間を削減します (12 万米ドルと同等)。
計算:1 日当たり 22 時間の稼働時間、1 年当たり 300 日の稼働日、15,000 RPM (0.9 秒対 3.4 秒のチップ間時間 2.5 秒の短縮) の 90% は、1,980 時間。1 時間当たり 60 米ドルとして 118,000 米ドルになります。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikron XT-one

12
/
最大 ドル
万米 を節
年 ます
約し

加工可能寸法: 最大 8 インチの立方体 (200 x 200 x 200 mm)
完全 5 軸 CNC (5 軸同時)
6 面機械加工能力
2 つの独立したスピンドル (必要に応じて 15000 および 40000
RPM に設定可能)
0.9 秒のチップ間時間 (スピンドルが最大速度の場合でも)
36 の工具 (18 + 18 タイプ HSK)
並行動作のための 2 つの取付具 (機械加工およびロード)
最大 4 つの動作モジュールまで拡張可能
フィードバックおよびオフセット機能を備えた自動計測
異なる部品の同時生産
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Mikron サービスソリューション
高い柔軟性およびモジュール方式
当社は、お客様のために迅速に有能で単純なサービスとサポートを保証します。当社は、個々のニーズに合わせたサービス
ソリューションのプロファイルを設計するためにお客様と共に取り組みます。

Mikron のサービスパレット:
スペアパーツの安定供給
Mikron の純正スペアパーツは、最新の材料仕様に従い、最新の方法で製造されています。その結
果、マシンのダウンタイムが減少し、お使いの装置の平均寿命が延長できます。
スペアパーツサービス

交換サービス

ダウンタイムの最小化
Mikron 純正交換モジュールは、即時インストールの準備ができています。100 ％の信頼性と 100
％の品質が、最大 50 ％安い投資で、時間を失うことなくオーバーホールを行うことができます。欠
陥モジュールを交換する必要がある場合は、お電話をおかけいただくだけで、当社から直ちに完
全な状態で交換用モジュールをお送りします。

製品サポート

装置のメンテナンス
製品サポートのサービスオプションにより、
ご利用の Mikron システムを最高の状態で維持するこ
とができます。当社の非常に熟練した専門家が、
ご利用中の装置の稼働を維持するため、総合的
なサービスオプションの完全なポートフォリオを提供しています。
ヘルプデスク/フィールドサービス/オーバーホール/予防保守/テレサービス
お客様の投資の継続的な使用を保証します
Mikron は、お客様の今日の複雑な製造プロセスの管理を支援するため、当社の経験とリソースに
基づいて、専門的なサービスを提供しています。
研修サービス/工具交換

業務支援

グローバルサポート
お客様のために

24 時間体制のグローバルサービスライン
+41 91 610 63 26
営業時間外
問題に関するご連絡は毎日 24 時間受け
付けております。

生産拠点
スイス (アニョ)、
ドイツ (ロットワイル)

戦略的パートナーシップまたは拠点

Mikron 純正スペアパーツの大量ストック、および、最適化された物流により、お客
様にスピーディーに納品することができます。

Mikron のシステムの保守は、マシンの最大可用性を保証します。
これにより、競争上の優位性を保証します。

Mikron の研修サービスを利用して、
生産性を向上させることができます。
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Mikron リスピードシステム
新品と同様に

常に新品である必要はありません。
実績のある Mikron 品質の 製造ソリューションをお探しです
か？しかし、新しい機械の購入は躊躇なさっています
か？Mikron リスピードシステムはもう一つの選択肢をご提案
します。当社の伝統のパフォーマンスの特長や包括的なサ
ービスのどちらも諦めなくてよいのです。既存装置に対応し
た Mikron リスピードシステムで、新しい機械加工ライフを始
めるお手伝いをいたします。
お客様のご要望に応じて、以下のプロセスを行います:
• 機械の分解とすべてのパーツの検査
• 摩耗したパーツの修理または Mikron 純正パーツとの
交換
• 再塗装
• 電子機器の更新
• 再設定、
クランプシステム、ロード/アンロードシステムお
よび切削ツールの再構築
• お客様のお立会いのもとでの組立て完了および試運転

Mikron リスピードシステム:一目でわかるすべてのメリット
•
•
•
•
•
•

分解修理を行い、新品同様に
Mikron による保証
新品と同様のサービス条件付き
Mikron 純正スペアパーツ
スピーディーな納品
低価格

1

1.
2.
3.
4.
2

長年使用された Mikron 社製機械
徹底した再生作業
部分的修理と新たな生産要件への適用
試運転
3

4
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切削ソリューション
Mikron による

トランスファーマシンと切削工具を一社からご提供する。これは独特のコンセプトであり、Mikron Machining のみが提供す
るものです。
この協力関係により、多くの製造会社は生産性の大幅な増加とそれに伴う
「パーツ毎のコスト」削減に成功しまし
た。
Mikron Tool の高精度工具 ‒ 成功への要因
チップ除去プロセスにおいて工具は重要な役割を果たし
ています。
専門家の間で、Mikron Tool SA Agno は、小規模・中規模
切削工具製造メーカーとして高い評価をいただいて
います。
その提供内容は、多機能スペシャルツール、
クレイ
ジードリルライン (CrazyDrill line)、
ミクドリルライン
(MiquDrill line)、そしてプロファイルミリングカッター
(Proﬁle milling cutters) です。
スペシャルツールでは、お客様のご要望に合わせたアプリ
ケーションにこれまで以上に取り組んでいます。信頼性の
高い加工技術のメリットとテストに関わる負担軽減により、
特殊工具の費用が十分に抑えられます。
クレイジードリル (CrazyDrill) は、最大のドリルパフォーマ
ンスと同義語です。特にトランスファーシステムによる精密
パーツの大量生産向けに開発されました。
直径 4 mmから 6 mm までを標準ストックしており、
ご要望
に応じて特別サイズもご用意できます。
ミクドリル (MiquDrill) は、少量から中量のバッチ数量で多
種のワークピースを製作する際に実証されたミクロン品質
をご提供します。以下の種類の0.1 mm から 3 mm の直径
の製品がご用意できます:面取りと心立てには、
ミクドリル・
セントロ (MiquDrill Centro) 。短いミクドリル 200 は、2-3 x
dまでのパイロットホール用に、
またミクドリル 210 は、精
密な仕上げ加工に適しています。

クレイジーミル (CrazyMill) は、面取り用として最高レベル
の切削を可能にします。正面または背面、
もしくは複雑な
形状の面取りでも、3 種の異なる形状の切削ツールがあら
ゆる要求にお応えします。
プロファイルミリングカッター(Proﬁle milling cutters) は、
すべてお客様の特別なアプリケーションに合わせて設計・
製造された製品です。公差 0.01 mm という高い精度のた
め、大量生産においても最高の費用対効果を発揮します。
二つの能力を 一社でご提供
Mikron Machining は、高生産システムと切削工具エンジ
ニアリングの双方の経験とノウハウを持っています。
このこ
とは、Mikron Machining が、金属切削加工を伴った製品開
発の段階から大量生産用の継続的なプロセスの最適化の
段階までのあらゆる段階において、高い競争力を備えたパ
ートナーであることを証明しています。

Mikron Machining
本社
Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
電話 +41 91 610 61 11
FAX +41 91 610 66 80
mag@mikron.com

Mikron Corp. Monroe
200 Main Street
P.O.Box 268
Monroe, CT 06468 / USA
電話 +1 203 261 31 00
FAX +1 203 268 47 52
mmo@mikron.com

Mikron GmbH Rottweil
Berner Feld 71
D-78628 Rottweil
電話 +49 741 5380 0
FAX +49 741 5380 580
mro@mikron.com

日本総代理:

0316

www.youtube.com/mikrongroup
www.mikron.com

Mikron® とは、Mikron Holding AG, Biel (スイス) の商標です。
ここに含まれる写真および製品の色はサンプルです。
記載されている技術データは、拘束力のあるものではなく、
いつでも予告なく変更する場合があります。

