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CNC 多軸自動盤―高い汎用性と生産性

MS16CはCNC多軸旋盤の高い汎用性とカム式マシンの生産性を

合わせ持つ最新6軸自動盤です。最新技術を用いたCNC多軸自動

盤は、5つの高剛性CNC溝入れ加工スライド（もしくはオプションでド

リル加工スライドを選択することも可能）とX・Z軸方向の加工スライド

を組み合せることにより、複雑な形状の加工を可能とします。

またINDEX社CNC多軸自動盤の特徴である大きなフロントドアによ

り、加工エリアへのアクセスを容易にすることで段取り時間を大幅に

短縮し、アイドルタイムを削減することで製品1個あたりの加工コストを

最小限に抑えることができます。



最小限の設置面積で最大限の生産性

・	加工エリアへの容易なアクセスにより高い段取り性を実現

・	溝入れ加工スライドやドリル加工スライドによる生産効率の向上

・	 INDEX社Wセレーション・クイックチェンジホルダー採用

・	各スピンドルで独立制御が可能なスピンドルドラム採用

・	クロススライドによる汎用性の高い加工

・	CNC突切り加工スライドによる背面加工

・	スピンドルドラム割り出しとバー材供給を同時に行うことでアイドル

タイムを削減

・	最大2つまで搭載可能な高速シンクロスピンドルによる素早い回

転同期

オプション

・	突切り加工スライドと背面加工スライド

MS16Cの機械コンセプト：大きなフロントドア

がもたらす高い段取り性と生産性



INDEX社が誇る最新高精密スピンドルドラム

INDEX社のトレードマークであるスピンドルドラム 

このコンパクトなスピンドルドラムはINDEX社の誇るハース・カップリン

グ方式を採用することで高精度に割り出しされます。6つの水冷式ビ

ルトイン・スピンドル、幅広いスピードレンジ、高トルク、高い熱安定性、

メンテナンス・フリー、INDEX社の高い技術力の集結です。

独立したスピンドル回転制御

加工において、製品に応じた最適な加工スピードを得ることは非常

に重要です。MS16Cは各スピンドルの回転をそれぞれの加工内容

や工具に合わせてプログラムすることが可能で、より良い加工面粗

さ、長い工具寿命、最適なサイクルタイムを約束します。また、スピンド

ル回転数の変更はドラム割り出し中に行われるため、アイドルタイム

が大幅に短縮します。

一歩先の6軸自動盤加工

INDEXのCNC多軸自動盤はC軸と工具軸の同時制御により多くの

加工に対応します：

・	偏心ドリル加工とねじ切り加工

・	斜めドリル加工

・	クロスドリル加工

・	ミーリングによる形状加工

・	ポリゴンターニング加工
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驚きの高速加工、そして高い汎用性

多彩な加工オプションにより複雑な加工を可能に

・	1軸または2軸制御、最大12の加工スライド

・	最大2つの背面加工用高速シンクロスピンドル

・	1つの溝入れ加工スライドに複数の工具を搭載可能

・	外径・内径加工用工具、または回転工具とあらゆる加工を網羅す

るツールキャリア

・	全てのポジションでC軸同期加工が可能

・	ポリゴンターニング加工、その他の加工オプションに対応

早いサイクルタイムを導く給材シ

ステム

レイアウト1: シンクロスピンドル1式仕様

・	ポジション6.1にシンクロスピンドル

・	ポジション6.2に突切り加工と背面加工スライド

・	ポジション1から5の各スピンドルに溝入れ加工、もしくはドリル加工

スライドを選択可能

・	ポジション6.0に突切り加工スライド、6.2に背面加工スライド

・	ポジション1から5の各スピンドルにそれぞれクロススライドを選択可能

レイアウト2: シンクロスピンドル2式仕様

・	ポジション5.1	/	6.1にシンクロスピンドル

・	ポジション5.2	/	6.2に突切り加工と背面加工スライド

・	ポジション1から4の各スピンドルに溝入れ加工、もしくはドリル加工スライ

ドを選択可能

・	ポジション5.0	/	6.0に突切り加工スライド、5.2	/	6.2に背面加工スライド

・	ポジション1から4の各スピンドルにそれぞれクロススライドを選択可能



多彩な切削加工技術
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クロス穴の楕円バリ取り加工

C軸、X軸とZ軸補間により、クロス穴の均

一なバリ取り加工を行います。

S

ミーリング加工

回転工具を用いたミーリング加工

もちろんC軸モードとの同期加工も可能です。

ポリゴンターニング加工

長手加工および溝入れ加工中にポリゴ

ンターニング加工も可能です。

高硬度材の加工にも多くの実績があり

ます。

加工事例：六角ポリゴン加工　i=	2:1

工具回転とワーク回転の同期制御加工

X

Z

X

Z

X

Z
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加工エリア: それぞれのスピンド

ルが担う無限の可能性

各工具スライドの構成は高い自

由度を持ち、各スピンドルにおい

て加工工程に合わせた最適なレ

イアウトを組み立てます。

思い通りのパフォーマンス

6軸自動盤の持つ高い生産性と

コストメリット、そして単軸CNC旋

盤の持つ高い汎用性と精密制

御。両者の結束MS16Cこそが成

功を導く勝利の方程式です。

シンプルな中にさらなる加工の可能性

2.	外径溝入れ加工―

	 内径ターニング加工

3.	外径溝入れ加工―

	 外径ターニング加工

4.	クロスドリル加工―

	 偏心ドリル加工

5.	外径溝入れ加工―

	 偏心ドリル加工

6.	クロスドリル加工―

	 内径ターニング加工

7.	クロスドリル加工―

	 外径ターニング加工

加工事例

1.	外径倣い加工―

	 ドリル加工





高性能、操作性に優れた最新コントローラ
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最適化された最新コントローラ

MS16C搭載INDEX	C200slコントローラはシーメンス社の最新シス

テムSINUMERIK	840D	SolutionlineをベースにSINAMICSドライブ

を採用し、優れたパフォーマンスと操作性を提供します。

革新的ユーザーインターフェース

MS16C標準仕様43.5cmのフルタッチパネルは、モニター上のボタン

にタッチするだけでファイル/フォルダを呼び出し、画面切り替えも簡

単です。

操作性

タッチパネル式新型コントローラINDEX	C200	slは、ソフトキーの機

能をそのままに、操作性はさらに向上しています。

革新性

操作パネルにはLEDバックライト式スイッチが搭載され、オペレータ

のアクセスが許可されていれば点滅します。一方、ブラックアウトは操

作不能を意味します。

最新技術

・	 最新エディタによるプログラミングの簡略化と高速化

・	 画面上、加工サイクルやプログラムエディタの確認

・	 ユーザー変数、ワーク管理のプログラミング

・	 ターニング、ミーリング、ドリル加工向け工具機能

・	 ネットワーク機能

・	 オンラインヘルプによるエラー原因解析

効率性

・	 従来のソフトキー操作と同様の機械操作

・	 正確なサイクルタイム試算、干渉チェック機能

・	 優れたナノ補間制御

・	 テキスト表示

・	 20ヶ国語を超える言語に対応

生産性

・	 高性能制御システム

・	 Y軸を使用したドリル加工およびミーリング加工

・	 加工サイクル最適化による加工品質の安定

・	 各スライドに搭載できるクロスドリルおよびミーリングユニット

・	 セットアップデータの自動保存や自動初期化を短時間かつ安全に実施

安全性

・	 INDEX社もしくはARTIS社のツール欠損モニタリング機能（オプション）

・	 安全監視機能

・	 ポストプロセス/インプロセス測定（オプション）

・	 INDEX社Virtual	Machine	&	VPro	Programming	Studioソフトウェアによ

るオフラインプログラミング、セットアップ、最適化
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機械仕様

メインスピンドル  6	

最大バー材径	 mm	 16	

最高回転数	*	 rpm	 10000	

出力	(100%/25%)	 kW	 8,7	/	15	

トルク	(100%/25%)	 Nm	 10	/	18	

バーフィード（POS6および/又はPOS1）	 mm	 70

ツールスライド  5 （最大）	

X軸トラベル	 mm	 45

Z軸トラベル	 mm	 70	

クロススライド	 	 5 （最大）

X軸トラベル	 mm	 45	

クロスドリル加工スライド	 	 5 （最大）

Z軸トラベル	 mm	 70

突切り加工スライド	 	 2 （最大）

X軸トラベル	 mm	 14

突切り加工/背面ボーリング加工スライド  2 （最大）

X軸トラベル	 mm	 94

Z軸トラベル	 mm	 79

搭載工具本数　　　	 	 2

または	 	 3	（内、2つが回転工具）

シンクロスピンドル  2 （最大）	

最大クランプ径	 mm	 16	

最高回転数	*	 rpm	 10000	

出力	(100%/40%)	 kW	 9,2	/	12	

トルク	(100%/40%)	 Nm	 11	/	14	

Z軸トラベル	 mm	 140	

機械本体サイズ／重量／電気仕様（給材機を除く）	

重量	 kg	 約	5200	

全長	 mm	 2599	

全幅	 mm	 1300	

全高	 mm	 3044	

電気容量	**	 	 約	49	kW

コントローラ 	 	

INDEX	C200	sl	（SIEMENS	840	Solutionlineベース、テレサービス・スピンドルストップ、C軸制御含む）	

オプション	 	 	

ポリゴンターニング、ツール欠損モニタリング機能、データ転送機能

*	最大棒径、棒材ガイド、ユニット・ワークのクランプ方式に応じて回転数の制限があります。

**	I/O装置によります。

MS16C

INDEX	bar	guide	3300

MultiLine MS16C

2319

2599

4959**

1
5
5
2

1
3
0
0





L
M
9
9
0
2
.4
5
8
9
-
0
5
.1
6
		
A
D
		
	P
ri
n
te
d
	i
n
	G

er
m
an
y	
	S
u
b
je
ct
	t
o
	c
h
an
ge
	w
it
h
o
u
t	
p
ri
o
r	
n
o
ti
ce

better.parts.faster.

INDEX-Werke GmbH & Co. KG

Hahn & Tessky 
Plochinger	Straße	92

73730	Esslingen	

Phone		 	+49	711	3191-0	

Fax		 	+49	711	3191-587	

info@index-werke.de

www.index-werke.de

BRAZIL // Sorocaba
INDEX	Tornos	Automaticos	Ind.	e	Com.	Ltda.
Rua	Joaquim	Machado	250	
18087-280	Sorocaba	-	SP
Phone	+55	15	2102	6017	
vendas@indextornos.com.br	
www.indextornos.com.br	

CHINA // Shanghai
INDEX	Trading	(Shanghai)	Co.,	Ltd.	
No.	18	Gu	Fang	Rd
Shanghai	201102	
Phone	+86	21	54176637	
info-shanghai@indextraub-china.com	
www.index-traub.cn

CHINA // Dalian
INDEX	DALIAN	Machine	Tool	Ltd.		
17	Changxin	Road
Dalian	116600	
Phone	+86	411	8761	9788	
dalian@index-traub.com
www.index-traub.cn

DENMARK // Langeskov
INDEX	TRAUB	Danmark
Havretoften	1
5550	Langeskov
Phone	+45	65993401	
t.frydensberg@index-traub.dk
www.index-traub.dk

GERMANY // Esslingen
INDEX-Werke	GmbH	&	Co.	KG	Hahn	&	Tessky	
Plochinger	Straße	92
73730	Esslingen	
Phone	+49	711	3191-0	
info@index-werke.de
www.index-werke.de

GERMANY // Deizisau
INDEX-Werke	GmbH	&	Co.	KG	Hahn	&	Tessky		
Plochinger	Straße	44
73779	Deizisau		
Phone	+49	711	3191-0	
info@index-werke.de
www.index-werke.de

GERMANY // Reichenbach
INDEX-Werke	GmbH	&	Co.	KG	Hahn	&	Tessky	
Hauffstraße	4	
73262	Reichenbach		
Phone	+49	7153	502-0	
info@index-werke.de
www.index-werke.de

FINLAND // Helsinki
INDEX	TRAUB	Finland
Hernepellontie	27
00710	Helsinki
Phone	+35	8	108432001
pekka.virkki@index-traub.fi
www.index-traub.fi	

FRANCE // Paris
INDEX	France	Sarl
Avenue	du	Québec	/	Z.A.	de	Courtabœuf
91941	Les	Ulis	Cedex
Phone	+33	1	69187676	
info@index-france.fr	
www.index-france.fr

FRANCE // Bonneville
INDEX	France	Sarl
399,	Av.	de	La	Roche	Parnale
74130	Bonneville	Cedex
Phone	+33	4	50256534	
info@index-france.fr
www.index-france.fr	

NORWAY // Oslo
INDEX	TRAUB	Norge
Postbox	2842
0204	Oslo
Phone	+46	8	505	979	00	
h.sars@index-traub.se
www.index-traub.no

SWEDEN // Stockholm
INDEX	TRAUB	Nordic	AB
Fagerstagatan	2
16308	Spånga
Phone	+46	8	505	979	00	
h.sars@index-traub.se	
www.index-traub.se

SLOVAKIA // Malacky
Gematech s.r.o. 
Vinohrádok 5359 
Malacky 901 01
Phone	+34	654	9840
info@index-werke.de	
www.index-traub.com

UNITED STATES // Noblesville
INDEX	Corporation
14700	North	Point	Boulevard
Noblesville,	IN	46060
Phone	+1	317	770	6300	
sale@index-usa.com
www.index-usa.com

E-mail  ykt100@ykt.co.jp ／ URL  http://www.ykt.co.jp

本 社 〒151-8567 東京都渋谷区代々木5-7-5 

   ℡ (03)3467-1252(直)  FAX (03)3485-7990

大阪支店    〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-1-1 

   ℡ (06)6386-8731(代)  FAX (06)6386-8741

名古屋支店  〒457-0038 名古屋市南区桜本町104　

   ℡ (052)822-3101(代)  FAX (052)822-1138

仙台営業所  〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-12(仙台ﾏﾙｾﾝﾋﾞﾙ)　

   ℡ (022)262-2081(代)  FAX (022)262-2230

グループ会社　上海、台湾、ドイツ、タイ

 販売とサービス・サポート 
日本総代理店 

販売とサービス・サポート
日本総代理店


