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誤記訂正のお知らせ誤記訂正のお知らせ

GX Works3がバージョンアップしました。追加された機能の一部をご紹介します。
プログラミングの工数削減にお役立てください。

GX Works3がバージョンアップしました。追加された機能の一部をご紹介します。
プログラミングの工数削減にお役立てください。

「これってどうなの？」
「もっと便利な方法は？」など、
お客様の声にお答えします!

GX Works3バージョンアップ編GX Works3バージョンアップ編

Q
A

位置決め動作中に現在アドレスを任意の値に変更できますか？
変更できます。HCMOV命令で対応特殊レジスタに値を書き込むことで、 位置決め動作中に現在アドレスを
変更できます。

詳しくは、「MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(位置決め編)」をご覧ください。

Q
A

位置決め動作中に位置決めアドレスを任意の値に変更できますか？
変更できます。たとえば位置決め命令の場合、位置決めアドレスを指定するオペランドにワードデバイスを
指定し、値を書き換えることで変更できます。 

デバイスコメントエディタに新機能が追加されました。
デバイスコメントエディタ

①デバイスの使用状況が一目でわかるフィルタ機能に
対応。数多くのデバイスを、使用/未使用で分けて表
示でき、デバイスの管理がしやすくなりました。

②1デバイスに複数のコメントを設定できるように
なりました。

各言語のコメントを設定し
ておけば、表示言語を切り
替えられ、グローバル化に
役立ちます。

数字が入力された連
続したセルを2つ以
上選択して、右下の
+マークをドラッグ
するだけで、数字部
分がインクリメント
されます。

③自動インクリメント機能に対応しました。コメン
トをコピー，ペーストでき、数値部分を入力する
手間が省けます。

ラダー図での照合機能対応

FAXカタログ請求サービス終了のお知らせ

リストでは、差異がわかりにく
く、回路図で差異を確認する
場合は、ジャンプする必要があ
り手間がかかりました。

ご愛顧いただいておりましたFAXカタログ
請求サービスは、2016年9月末日をもちま
して終了いたします。長らくのご利用ありがと
うございました。今後は三菱電機FAサイトよ
りWeb請求していただくか、またはお取引い
ただいている商社様にご相談ください。

ラダー図で直感的に差
異が確認できます。必要
に応じて、リスト表示に
も切替え可能です。

新規

新規

機能
追加 XY割付情報表示機能

プログラムの照合結果をラダー図で直感的に確認できるようになりました。
ラダー図のため、プログラムの差異が一目でわかります。

ユニット構成図および、ナビゲーションウィンドウ上に、
XY割付情報の表示が可能になり、容易に確認できます。

ユニット構成図画面で、[編集]
→[XY割付表示]を選択しま
す。ユニット構成図の上部に、
XY割付範囲を表示できます。

ナビゲーションウィンドウには、
先頭入出力番号が表示されます。

カタログや資料の請求には、FAサイトのメンバー登録が必要です。
ぜひ、この機会にご登録をお願いします。

2016年9月末日終了

全デバイス表示

使用デバイス表示 未使用デバイス表示

ドラッグ

Ver. 1.022Y以降 Ver. 1.025B以降

プログラマ オペレータ

ラダー図だと
直感的に差異が
わかりますね！

FXカスタマーニュース8月号の「MELSEC iQ-Fシリーズお問合わせ例のご紹介 ー FX5U/FX5UC内蔵位置決め機能編ー」におき
まして、誤った記載をしていた箇所がございました。大変申し訳ございません。修正し、補足事項を付け加えた内容は下記となります。

誤

正

ラダー図表示リスト表示

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
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GX Works3 updates introduce new functions that
help reduce engineering time.

GX Works3 updates introduce new functions that
help reduce engineering time.

GX Works3 update editionGX Works3 update edition

Filter function allows device usage to be 
understood at a glance.  Device management 
becomes easier with the ability to view only 
used or unused devices.

Multiple comments can be set to each 
device.

By setting a comment 
for each language, the 
comment display can be 
switched between each 
language, facilitating 
global business.

By selecting two or 
more cells with 
numbered comments 
and dragging from the 
lower right + mark, 
additional numerically 
incremented 
comments can be 
added.

Automatic increment function is 
supported, eliminating the hassle of copy, 
paste, and insert number.

Ladder diagram verify function

In instruction list, 
di�erences are di�cult to 
understand, and jumping 
to check in ladder 
diagram is troublesome.

Di�erences can be checked 
intuitively in ladder diagram.  
If required, it can also be 
switched to instruction list 
display.

Function
addition

XY allocation information
display function

Program verification results can be checked intuitively from ladder diagram. 
On ladder diagram, program di�erences can be understand at a glance.

In the module configuration diagram and navigation window, 
XY allocation information can be displayed and easily checked.

In the module configuration window, 

click Edit and then XY Assignment 

Display.  XY allocation range can be 

displayed above the module 

configuration diagram.

In the navigation window, 
head I/O No. is displayed.

Display all devices

Display used devices

Instruction list display Ladder diagram display

Display unused devices

Ver. 1.022Y or later
Ver. 1.025B or later

Programmer Operator

With ladder 
diagram, 
differences can 
be understood 
intuitively.

With ladder 
diagram, 
differences can 
be understood 
intuitively.

"How does this work?"
"Is there an easier way?"
Here's some insight!

New function added to the device comment editor.
Device comment editorNew

New

Learn about MELSEC iQ-F!!Learn about MELSEC iQ-F!!

Error correction noticeError correction notice

Q
A

Can the current address be changed to any value during positioning operation?

Yes. The current address can be changed during positioning operation by writing a value to a special register that supports the HCMOV instruction.

For details, please refer to the MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Positioning Control)

In the August issue of FX Customer News, a part in the "MELSEC iQ-F series introduction of questions example -FX5U/FX5UC built-in positioning function 
edition-" contains an error.  We apologize for the confusion.  The correct description and additional information is written below.

Error

Q
A

Can the positioning address be changed to any value during positioning operation?

Yes. For example, when a word device is specified as the positioning address operand for a positioning instruction, the positioning address can be
changed by changing the value of the device.

Correction

j k l

Drag

Please contact your nearest Mitsubishi representative for more information.
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