
 

 

 







64bit CPUプロセッサ/PLC

The 64-bit CPU, which is incorporated as standard, enables the 

fastest-ever processing, drastically reducing tact time while 

dramatically increasing machining efficiency.

64-bit CPU Processor and PLC

64ビットCPUの採用で、これまでにない高速処理を実現。タクトタイム

を削減し、加工の高効率化を図ります。 

グローバル　～13言語に対応～ 

This new CNC, aimed at becoming a worldwide standard with 

excellent functions and performance, can be operated with not only  

Japanese, but also as many as 12 other major languages.

13 Applicable Languages for Global Use

日本語表示をはじめ世界主要13言語に対応。充実した機能・性能に

よりグローバルスタンダードCNCを目指します。また海外規格に対

応しておりますので安心してご利用いただけます。 

［基本性能・機能］ 
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ロシア語 Russian
韓国語 Korean
ドイツ語 German
ポルトガル語 Portuguese
ハンガリー語 Hungarian
イタリア語 Italian
スウェーデン語 Swedish
オランダ語 Dutch
英語 English
フランス語 French
スペイン語 Spanish

対応言語 
 Applicable Languages

日本語 Japanese
中国語 Chinese

世界最高レベルのハードウェア性能 
World’s Highest Level of Hardware Performance

With the CPU processing performance greatly improved (1.5 times 
faster than conventional 64 series), the macro computation capability 
and PLC performance have been increased by 20%, and high-speed 
machining capability and interpolation processing performance have 
been doubled, respectively, achieving the world’s highest level. 

処理能力に優れた64ビットCPUと新開発PLC専用高速プロセッサの標準採用により、業界最高レベルのハードウェア性能を実現したMELDAS 60Sシリーズ。 

基本性能、機能の向上を図ることはもちろん、言語においては世界13言語に対応。世界のFA最前線で愛されるCNCを目指しています。 

これからのCNCとしての基本性能において、 ハイレベルなパフォーマンスを実現。 
FUTURE-ORIENTED BASIC CNC FUNCTIONS PROVIDE HIGHEST LEVELS  OF PERFORMANCE.

Employing a high-performance 64-bit CPU and a newly developed PLC-dedicated high-speed processor as standard, MELDAS 60S Series provides the     industry’s highest level of hardware performance. 

With basic performance and functions much improved, this new series CNC allows the use of the world’s 13 major languages aiming to become a worldwide     user-friendly CNC.

① CPU能力 
      CPU capability

1.5倍  
1.5 times faster

従来 
Conventionally

② マクロ演算能力 
       Macro computation capability

20％UP  
UP 20% 

従来 
Conventionally

③ 高速加工性能  High-speed machining performance

67m/min

33m/min従来 
Conventionally

※1mm線分長同時3軸工具径補正なし  
※Simultaneous 3-axis control for a 1-mm line segment without tool diameter offset

④ PLC性能 
      PLC performance

20％UP  
UP 20% 

従来 
Conventionally

⑤ 補間処理性能 
      Interpolation processing performance

2倍 
Double

従来 
Conventionally

従来M64に対して  Compared with Conventional Model(64)

従来MELDAS64シリーズに比べ、CPU性能を1.5倍も向上。これによりマク

ロ演算能力およびPLC性能を20％UP、高速加工性能および補間処理性

能においては約2倍という世界最高レベルのハードウェア性能を実現しました。 

さまざまな機械に対応する各種補間機能 

●Basic functions

●Additional various functions

●Functions for high-precision machines

Interpolating Functions for Various Machines

●基本的な機能   

 

●充実の各種機能 

 

 

●高精度機械に対応する機能 

直線補間 ヘリカル補間 円弧補間 

Linear interpolation Helical interpolationCircular interpolation

うずまき補間 円筒補間 極座標補間 

ミーリング補間 指数関数補間 

Spiral interpolation Cylindrical axis interpolationPolar coordinate interpolation 

Milling interpolation Exponential interpolation 

スプライン補間 

Spline interpolation

サイクルタイムの短縮化 
Shortening Cycle Time

インポジション幅を指令ブロックごとに指定することで加工精度の向上と時間短縮を図ります。 
Faster and higher accuracy machining is possible with the in-position width designated for
each command block.

モータの出力特性に応じて最適時定数を多段階に設定することにより、タップ時間を大幅に短縮しました。 
Tapping time can be greatly reduced through multi-step setting of optimum time constants
according to the motor output characteristics. 

G01とG00指令の加減速を重ね合わせることで時間を短縮します。 
Acceleration/deceleration time can be shorted by superimposing G01 over G00 commands.

連続加減速  Continuous acceleration & deceleration

同期式タップサイクル  Synchronized tapping cycle

プログラマブルインポジションチェック  Programmable in-position check

従来 Conventional process

プログラマブルインポジションチェック Programmable in-position check process

G00指令 G00 command

G00指令 G00 command

G01指令 G01 command

G01指令 G01 command

指令 Command
フィードバック Feed back

指令 Commandフィードバック Feed back

インポジション幅に達する地点 Points reaching the in-position width

インポジション幅に達する地点 Points reaching the in-position width

時間 Time 

時間 Time 

速度 Speed

速度 Speed

加減速時間を短縮 Shortened acceleration/deceleration time

時間 Time 

G00 
指令 
G00 

command

G01 
指令 
G01  

command

速度 Speed

切削送り時定数 
Cutting  

feed constant

F

F

従来加減速 Conventional acceleration/deceleration

早送り時定数 
Rapid feed  
constant

連続加減速 Continuous acceleration/deceleration

加減速時間を短縮 Shortened acceleration/deceleration time

従来 Conventional pattern

多段加減速+戻りオーバライド Multi-step acceleration/deceleration + Return override

時間 Time 

速度 Speed

加工速時間を短縮 Shortened machining time

時間 Time 

速度 Speed

A wide variety of functions are available to drastically shorten machining 

time, resulting in dramatic increase in productivity of your machines.

加工時間を短縮するための各種機能を備え、お客様の生産性向上

に大きく貢献します。 
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