
MELSOFT GX Works2便利機能集
（プログラム作成編）

プログラム作成時での困り事、

命令が覚
えられな

い...

失敗し
たから

また入
力しな

きゃ.
..

ラダーが長くて見
づらい...

この回路は何の処理なんだ？

罫線編集が面倒...

演算プログラムは長くて大変...

回路の複製が大変...

ですべて解決します！
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MELSOFT GX Works2 機能ガイド

プログラム作成編

キー操作のみの罫線編集で入力スピードＵＰ！

コピペの達人！回路ブロックの連続貼り付け！

プログラム内の処理単位表示でらくらく管理！

ラダー内の ST プログラムで演算処理記述が簡単！

はじめに
MELSOFT GX Works2 便利機能集 プログラム作成編では、GX Works2 を使用してプログラムを作成・編集する場合に
知っておくと便利な機能を紹介しています。

命令・ラベルの入力をサポート！
命令の概略・引数の説明表示でマニュアル不要！命令・ラベルの入力支援

回路入力

らくらく罫線編集
回路入力

回路ブロックの連続貼り付け
回路入力

行間ステートメントのツリー表示
回路表示

インライン ST
回路入力

回路ブロックの折り畳み表示で可読性が向上！

回路ブロックの折り畳み表示
回路表示

Undo 機能で入力作業のやり直し不要！

複数回の Undo 機能
回路入力



入力サポート

ラベルの候補が表示されるうえ、引数の説明も表示されるから大助かり！

似たような名前の命令でもそれぞれ説明が表示されるから、

入力ミスも起こらない！

選択した命令の説明が表示され、

命令の種類がひと目でわかります。

最初の文字を入力するだけで候補が表示されます。

命令がたくさんあって明確に覚えていない場合でも、

簡単に回路編集ができます。

入力候補の自動表示
入力候補の説明

ラベルの候補を自動表示

引数の種類の説明
引数の説明も表示されるため、

ヘルプなしで回路編集できます。

最初の文字を入力するだけでラベルの候補が表示されます。

ラベル名を明確に覚えていない場合でも、回路編集ができます。

入力候補の自動表示や引数の説明が表示され、マニュアルレスで命令を入力できる！

最初の文字を入力するだけでラベルの候補が表示され、入力の手間が省ける！

・この命令の場合、この後は何を入れるんだっけ？

   マニュアルを読まないと分からないな ...。

・命令名を明確に覚えていないから、入力間違いしないか不安 ...。

・ラベル名が長いと入力するのも面倒だし間違いやすい ...。

・登録したラベル名を明確に覚えていない ...。

ラベル入力時

命令入力時

命令・ラベルの入力をサポート！
命令の概略・引数の説明表示でマニュアル不要！



キー操作のみの罫線編集で入力のスピードＵＰ！

罫線の簡単編集

ワンポイントメモ

これならマウスやキー操作の
回数が減るから、プログラム
作成の時間が短縮できる！

罫線上で、[Ctrl]+[ カーソルキー ] または [Ctrl]+[Shift]+[ カーソルキー ] を押すと

罫線の削除ができます。

（例）赤枠内に横方向の罫線を入力する

Ctrl →+ で、１マスずつ罫線入力

Ctrl →+Shift+ で、コイルまでの罫線を一括入力

Ctrl → ← ↑ ↓罫線が未入力の場所で  　　　＋　　　　　　　　　　 を押すと罫線の入力ができます。

ShiftCtrl → ← ↑ ↓＋ 　　　   ＋　　　　　　　　　　 を押すと罫線の一括入力ができます。

罫線編集モードに切り替えをしなくてもキー入力操作で罫線を入力／削除できる！

罫線の入力／削除をする度に、罫線編集モードに切り替えるのは面倒 ...。

モード切替え忘れによる入力ミスで時間のロスが発生してしまう ...。
罫線編集時



連続貼り付け

右クリック!

クリック!

クリック!

（例）回路ブロックを 3 個複製する
1 複製したい回路ブロックをコピーします。

2 貼り付ける場所をで右クリックし、[ 連続貼り付け ]
メニューをクリックします。

3 連続貼り付け画面が表示します。
連続貼り付け数／インクリメント数を指定後、
[ 実行 ] ボタンをクリックします。

貼り付けする数を
指定します。

各デバイスの
インクリメント数を
指定します。

4 これで回路ブロックの複製が完了です。

ワンポイントメモ

連続貼り付け画面上で、各デバイスがどのように
インクリメントされるか確認できます。

連続貼り付け数が多いほど効果は
絶大！デバイス番号の入力ミスも
防げるから大助かり！

連続貼り付け機能を使えば、任意の場所に一度で複数個の回路ブロックを作成できる！
各デバイス番号は指定した数分インクリメントされるので、貼り付け後の修正もいらない！

回路入力時

コピペの達人！回路ブロックの連続貼り付け！

同じような回路ブロックをデバイス番号を変えて複数個作成する場合、
個数分 [ コピー ]+[ 貼り付け ] する必要があるし、
デバイス番号もそれぞれ手入力で修正する必要があるから大変 ...。



Undo 機能で入力作業のやり直し不要！

Undo 機能

ワンポイントメモ

Ctrl Z+ のショートカット操作でも元に戻すことができる！ツールバーからだけではなく、

クリック!

Undo

Undo

Undo

Undo 操作で最大 30 回前の
入力手順まで戻れます。

Undo 機能があるとうっかりミスをしてしまっても、最大　　　　　まで

遡れるから入力し直す手間も省けてタイムロスも起こらない！

30 回

・プログラムを修正したけど、修正する必要なかった ...。

・不要なプログラムを消すつもりが、間違って必要なプログラムの方を

   消しちゃった ...。あんなに時間掛かったのに ...。

Undo 機能を使えば、過去の入力作業を最大 30 回まで遡って元に戻すことができる！

プログラム作成時

メニューバーの [ 元に戻す ] を
クリックします。

現在

1つ前

2つ前

3つ前

・
・
・



回路ブロックの折りたたみ表示で可読性が向上！

折りたたみ表示

複雑なプログラムだとラダーが長く、読みにくくなって不便だな ...。

右クリック!
クリック!

ダブル
クリック!

必要な回路のみ表示でき、プログラムが見やすくなった！

修正不要な回路を不用意に触ってしまうこともないから安心だ！

非表示（折りたたみ）にしたい回路ブロック上で右クリックし、
[ 回路ブロックの非表示 ] メニューをクリックします。

回路ブロックの非表示

非表示にした回路ブロックの解除
折りたたみを解除したい回路ブロック上で右クリックし、
[ 回路ブロックの表示 ] メニューをクリック、または非表示の回路
ブロックをダブルクリックします。

回路ブロックの折りたたみ表示を使えば、必要な回路のみをコンパクトに表示できる！

ワンポイントメモ

ステートメントを設定しておくことで、

非表示にしている回路ブロックの内容が

ひと目でわかるためさらに便利 !

プログラム作成時



プログラム内の処理単位表示でらくらく管理！

処理単位の表示

行間ステートメントがツリー上に表示され、

処理単位ごとの概要がひと目で確認できます。

ツリーに表示される行間

ステートメントをダブル

クリックし、選択した

処理プログラムのみ表示

されます。

そこで ...

チェック!

ダブル
クリック!

プログラム内は全表示され、処理単位での内容確認や

処理単位での流用が困難です。

それぞれの行間ステートメントを選択し、行間ステートメ
ント入力画面にて、[ ナビゲーションウインドウに表示する ]
にチェックを入れます。

長いプログラムでも
処理単位毎に表示でき、
修正したい箇所も
すぐに見つかる！

ツリーに表示される行間ステートメントをドラッグ & ドロップ

するだけで、他のプログラムへ簡単に流用ができる！

ワンポイントメモ

プログラム内の処理ごとに名前を付けて、概要把握や修正が簡単に実行できる！

プログラムが長くなると一つの処理がどこまでか分からなくなる ...。

修正したい処理プログラムの場所がすぐに見つからない ...。
プログラム作成時



ラダー内の ST プログラムで演算処理記述が簡単！

インライン ST

ワンポイントメモ

モニタ中は、ＳＴ編集エリア上で現在値の確認が

できる！右クリックメニュー [ デバッグ ]→[ 現在

値変更 ] から現在値の変更もできる！

インライン ST を使えば、面倒な数値演算や文字列処理プログラムの作成にか

かる工数を大幅に削減できるし、プログラム全体も見やすくなる！

（例）数値演算のプログラム （例）文字列処理のプログラム

インラインＳＴを使えば
1行で記述できる！

ラダーのみを使用した場合 ラダーのみを使用した場合

インライン ST ボックスの挿入方法
メニュー [編集 ] → [ インライン ST] → [ インライン ST ボックス挿入 ]

インラインＳＴを使えば、面倒だった数値演算や文字列処理が簡単に記述できる！

数値演算や文字列処理のプログラムは、何行にも渡り記述しないとい

けないから時間がかかるし、プログラムが読みづらくなる ...。
プログラム作成時
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MELQIC IU1/IU2シリーズ 079-298-9440※4
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〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ
本社機器営業部············ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル） ·················································································· （03）3218-6760
北海道支社 ··················· 〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル） ················································································· （011）212-3794
東北支社 ······················· 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル） ··············································································· （022）216-4546
関越支社 ······················· 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル） ·········································· （048）600-5835
新潟支店 ······················· 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル） ············································································ （025）241-7227
神奈川支社 ··················· 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー） ···························································· （045）224-2624
北陸支社 ······················· 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル） ··························································································· （076）233-5502
中部支社 ······················· 〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1（名古屋ルーセントタワー） ··································································· （052）565-3314
豊田支店 ······················· 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル） ··················································································· （0565）34-4112 
関西支社 ······················· 〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル） ····················································································· （06）6347-2771
中国支社 ······················· 〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル） ·················································································· （082）248-5348
四国支社 ······················· 〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル） ·············································································· （087）825-0055
九州支社 ······················· 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） ······················································································· （092）721-2247

ご 採 用 に 際 し て の ご 注 意

この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの組合
わせによる制約事項などがすべて記載されているわけではありません。ご採用にあたりましては、
必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会
損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、
当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

 安全にお使いいただくために
 ●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読
みください。
 ●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使
用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
 ●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特
殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
 ●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または
損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に
設置してください。

電話技術相談窓口  受付時間※１　月曜～金曜 ９：００～１９：００、土曜・日曜・祝日 ９：００～１７：００

対　象　機　種 電話番号

シ

ケ
ン
サ

MELSEC-Q/L/QnA/Aシーケンサ一般（下記以外） 052-711-5111
MELSEC-F　FX/Fシーケンサ全般 052-725-2271※2

ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット 052-712-2578
アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/
高速カウンタユニット 052-712-2579

MELSOFT シーケンサ
プログラミングツール

MELSOFT GXシリーズ
052-711-0037

SW□IVD-GPPA/GPPQなど
MELSOFT 
統合エンジニアリング環境

MELSOFT 
iQ Works（Navigator）

052-712-2370

MELSOFT 
通信支援ソフトウェアツール

MELSOFT MXシリーズ
SW□D5F-CSKP/
OLEX/XMOPなど

MELSECパソコンボード Q80BDシリーズなど
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/
高速データロガーユニット
iQ Sensor Solution

MELSEC計装/Q二重化
プロセスCPU

052-712-2830※2二重化CPU
MELSOFT PXシリーズ

MELSEC Safety

安全シーケンサ
（MELSEC-QSシリーズ）

052-712-3079※2
安全コントローラ
（MELSEC-WSシリーズ）

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QE8□シリーズ 052-719-4557※2※3

表示器

GOT-F900/DUシリーズ 052-725-2271※2

GOT2000/1000/
A900シリーズなど 052-712-2417
MELSOFT GTシリーズ

MELQIC IU1/IU2シリーズ 079-298-9440※4

対　象　機　種 電 話 番 号

サーボ/位置決めユニット/
モーションコントローラ

MELSERVOシリーズ

052-712-6607

位置決めユニット/
シンプルモーションユニット
モーションCPU
（Q/Aシリーズ）
C言語コントローラインタフェース
ユニット（Q173SCCF）/
ポジションボード
MELSOFT MTシリーズ/
MRシリーズ

センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182
インバータ FREQROLシリーズ 052-722-2182
三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900※3※5

ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100

低圧開閉器
MS-Tシリーズ/
MS-Nシリーズ 052-719-4170
US-Nシリーズ

低圧遮断器

ノーヒューズ遮断器/
漏電遮断器/
MDUブレーカ/
気中遮断器（ACB）など

052-719-4559

電力管理用計器
電力量計/計器用変成器/
指示電気計器/
管理用計器/タイムスイッチ

052-719-4556

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/
検針システム/
エネルギー計測ユニット/
B/NETなど

052-719-4557※2※3

小容量UPS（5kVA以下） FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 084-926-8300※3※6

※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く　※2:金曜は17:00まで　※3:土曜・日曜・祝日を除く　※4:月曜～金曜の9:00～17:00
※5:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30　※6:月曜～金曜の9:00～16:30

FAX技術相談窓口  受付時間※7 9:00～16:00（受信は常時※8）

対　象　機　種 F A X 番 号
上記電話技術相談対象機種（下記以外） 052-719-6762
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット（QE8□シリーズ） 084-926-8340
三相モータ225フレーム以下 0536-25-1258※9

低圧開閉器 0574-61-1955
低圧遮断器 084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS（5kVA以下） 084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
※7:土曜・日曜・祝日、春季・夏季・年末年始の休日を除く　※8:春季・夏季・年末年始の休日を除く
※9:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30　（受信は常時（春季・夏季・年末年始の休日を除く））
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