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MITSUBISHI ELECTRIC FA Libraryの
ご案内
ご使用の前にお読みください
本書はMITSUBISHI ELECTRIC FA Library(SW2DND-IQWK-CNT-A1*1, SW2DND-IQWK-CNT-A2*2)の
収録内容，動作環境，および操作方法について説明しています。ご使用になる前に，本資料を
お読みください。お読みになった後は，いつでも使用できるように大切に保管してください。
また，本製品のユーザが代わる場合も，必ず最終ユーザのお手元に届くようお願いいたします。
*1 日本語版を収録しています。
*2 英語版，中国語簡体字版，中国語繁体字版，韓国語版を収録しています。

本書に関するご注意
● 本DVD-ROMの使用により利用者が被られた損害およびその他の問題について，当社は一
切その責任を負うことができませんので，ご了承ください。

収録内容[SW2DND-IQWK-CNT-A1]
コンテンツ

内容

MELSOFT Library

シーケンサ関連ユニットや表示器およびそれらと接続する各種デバイス機
器を，簡単に利用することができる部品集です。

サーボシステムサンプルデータ

モーションコントローラのプログラミングをサポートするサンプルプログ
ラムおよびテンプレートデータです。

GOT2000サンプル画面データ

表示器GOT2000シリーズですぐに使えるサンプル画面(標準画面サンプル，
機能サンプルおよび接続サンプル)です。

FA用語辞典，FA現場フレーズ集他

海外のFA現場でご利用いただけるFA用語辞典，FA用語解説集，FA現場フ
レーズ集，およびFA現場単語集です。

FA用語翻訳ツール

FA用語辞典を辞書に用いた汎用翻訳ツールです。

プロファイル登録*1

CC-Link対応ユニット，CC IE Field対応ユニット，CC-Link IEフィールドネッ
トワークBasic対応ユニット，およびEthernet対応ユニットのプロファイル
を登録できます。

アプリケーション統合管理ソフト
ウェア MELSOFT iQ AppPortal

プロジェクトやライブラリなどの資産を，目的ごとにまとめて管理するア
プリケーション統合管理ソフトウェアです。

*1 プロファイルは，三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)，CC-Link協会ホームページ(www.cclink.org)，または機器メーカから入手および最新版の確認をしてください。

言語により，一部収録していない内容があります。ご了承ください。

動作環境
本DVD-ROMを付属しているMELSOFTシリーズのインストール手順書に記載されている動作環
境も，併せて参照してください。なお，収録しているツールの動作環境は，DVD-ROM内の各
ツールのページを参照してください。
項目

内容

ウェブブラウザ

Microsoft Internet Explorer 7.0以上推奨

アプリケーション

Adobe Reader *1(別途インストールが必要)

Content

Description

MELSOFT Library

Components to easily use programmable controller-related modules and
various devices connected to such modules.

Servo system sample data

Sample program and template data which support motion controller
programming.

GOT2000 Sample screen data

Sample screens (standard screen sample, function sample, and connection
sample) that are readily available for use in HMI, GOT2000 series.

Dictionaries, Phrasebook and more Dictionaries, Glossaries, Phrasebook, and On-site lexicon which can be
used in overseas FA sites.
FA Term Translation Tool

A general translation tool that uses the FA Terminology Dictionary as the
main dictionary.

Register Profile*1

Profiles for CC-Link, CC IE Field, CC-Link IE Field Network Basic, and
Ethernet modules can be registered.

Application Integrated Management An application integrated management software managed resources such
Software MELSOFT iQ AppPortal
as project and library as a whole by purpose.
*1 For obtaining the profiles and checking their latest version, contact your local Mitsubishi representative, the CCLink Partner Association website (www.cc-link.org), or the device manufacturer.

Note that some contents may not be included depending on the language.
The application is activated in Japanese. Select the preferred language from [language] before
use.

Operating Environment
Refer to the operating environment described in the Installation Instructions for MELSOFT series
with which this DVD-ROM is supplied, as well. For the operating environment of the included
tools, refer to the pages of each tool on the DVD-ROM.
Item

Description

Web browser

Microsoft  Internet Explorer 7.0 or later recommended

Application

Adobe  Reader*1 (Installation is required separately.)

*1 Adobe Reader can be downloaded from the website of Adobe Systems Incorporated.

Operating Method
 Using from a DVD drive of a personal computer
1. Insert this DVD-ROM to the DVD drive. The application is activated automatically, and the
home page is displayed. If the home page is not displayed automatically, start Explorer and
double-click “index.html” in the [fasite_contents] folder on this DVD-ROM.

 Using from an HDD drive of a personal computer
1. Insert this DVD-ROM to the DVD drive, and copy the [fasite_contents] folder on this DVDROM to the HDD drive.
2. Double-click "index.html" in the [fasite_contents] folder.
Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems
Incorporated in the United States and other countries.
Microsoft and Internet Explorer are either registered trademarks or trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and other countries.

*1 Adobe Readerは，アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます。

本DVD-ROMの操作方法
 パソコンのDVDドライブから使用する場合
1. 本DVD-ROM を挿入すると，自動的にアプリケーションが起動し，トップ画面が表示されま
す。自動的にトップ画面が表示されない場合は，エクスプローラを起動し，DVD-ROM内
[fasite̲contents]フォルダの"index.html"をダブルクリックしてください。

 パソコンのHDDドライブから使用する場合
1. 本DVD-ROM を挿入し，DVD-ROM内[fasite̲contents]フォルダをHDDドライブにコピーし
ます。
2. [fasite̲contents]フォルダの"index.html"をダブルクリックしてください。
Adobe，Adobe Reader は，Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商
標または登録商標です。
Microsoft，Internet Explorer は，米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ
る商標または登録商標です。

MITSUBISHI ELECTRIC FA Library
Before Using the Product
This document explains the contents, operating environment, and operating method of
MITSUBISHI ELECTRIC FA Library (SW2DND-IQWK-CNT-A1*1, SW2DND-IQWK-CNT-A2*2).
Please read this document before use. Keep the document in a safe place for future reference.
Make sure that the end users read the document.
*1 Contains Japanese version.
*2 Contains English, Chinese Simplified, Chinese Traditional, and Korean versions.

Notice
● Please note that Mitsubishi Electric Corporation cannot be held responsible for any
damages and problems caused by the use of this DVD-ROM.
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