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ご使用の前に
本書の表記と諸注意
本書のすべての権利は Asyril SA が有しています。無断で複製または配布することはでき
ません。本書に掲載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。本製
品を正しく使用していただくために、製品をご使用いただく前に必ず本書をお読みください。
それでも、使用やメンテナンス時に問題が起きたときは、お買い求めの販売代理店または
Asyril のカスタマーサービスへご連絡ください。

本書では、守っていただかなくてはならない安全上の注意事項を、「危険」、「警告」、「注意」
に分類し、それぞれ以下の記号を使って表します。

危険！
この指示を守らないと、重傷を負う可能性があります。
危険！
この指示を守らないと、感電または電気ショックにより重傷を負うおそれがあります。
警告 !
この指示を守らないと、人が傷害を負うか、物的損害の発生するおそれがあります。
注:

本製品を正しく使うために、この内容を必ずよくお読みください。そうしなくても人が傷害を負うことは
ありませんが、誤った操作をしないため必ずお読みください。
参照先
特定の項目に関する詳細は、他のマニュアルを読むか、または他の節を参照してください。

警告 !
Asyril は、「安全上のご注意」に記載された内容を守らなかったため生じた損失や傷害に対して
は、一切の責任を負いません。お客様には、関係者に対して必要な指示を提供していただく責任
があります。
注:

本書に記載されている寸法は、すべてミリメートルで表されています。
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安全上のご注意
一般的な安全上のご注意
輸送
危険！
システムを輸送するときは、重量に注意して、慎重に輸送してください。詳細は 3 章「輸送、取り扱
い、取り付け」を参照してください。

一般

危険 !

製品のすべての電源がオフになっていることを確認してください。
危険 !
認定されたトレーニングを受けた人だけが製品の使用を認められています。

危険 !
システムの筐体のねじを緩めないでください。電気ショックにより重傷または死亡する場合がありま
す。Asyril SA から権限を受けた人だけが、メンテナンスまたは修理のためにこの部分にアクセス
することが許されます。
危険 !
電源がオフでない限り、システムのケーブルを抜き差ししないでください。
危険 !
製品は決して改造しないでください。許可されていない改造は、製品の誤動作を起こし、その結果負
傷、感電、火災、その他につながる場合があります。
危険 !
製品は水滴や油滴がかかる可能性のある場所では使用しないでください。

廃棄
製品を使用しなくなったときは、産業廃棄物として適切に廃棄してください。
警告 !
環境を保護して適切に処分するために、法規制を守ってください。
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危険
オペレータ用の安全装備
-

安全上の理由から、オペレータはバックライトを使用する時には保護眼鏡の着用が必須です。
注:
Asycube の周囲で作業する人全員が、安全装備を着用する必要があることを知らせる警告表示を

設置することは、お客様の責任範囲になります。

特定の危険性
バックライト
Asycube は、LED（発光ダイオード）
を使った統合バックライトを備えてい
ます。この LED は、バックライトの色
に応じて可視又は非可視の放射線を
発します。LED 照明は、不快感や、
角膜、水晶体、網膜の損傷を起こす
おそれがあります。

図 1-1 :特定の警告

使用されている LED は EN62471 規格に従うクラス 0 です。ご自身のアプリケーションを文書化し、
従業員に、LED 放射への曝露を制限するための手順を指示することは、お客様の責任範囲になり
ます。以下の防止策をご提案できます。
A. 作業上で可能なときは、光源と従業員との間を、固定にまたは調整可能に接続して、色に応じ
てｘ nm（2.5.2参照）のハイパスフィルタを挟みます
B. 前項を実施できないときは、700nm以上の放射線の遮断に適したゴーグルまたはフェイスシー
ルドを従業員に提供します
C. 光源への直接アクセス（放射線軸内曝露）をできる限り禁止または制限すること。
D. メーカーが推奨する公称眼障害の危険のない距離以上の、オペレーターの光源への接近を防ぐ
セキュリティ境界を設置します
E. いずれの場合も、使用する手段が曝露変数を確実に軽減するようにします（オペレータが曝され
る波長に基づいて、スクリーンやゴーグルの特性を選択します）
騒音レベル
集中して使用する場合の Asycube の騒音レベルは、振動プラットフォーム上に部品を置かない場
合は 72dB（A）以下にとどまります。プラットホーム上に分散される部品によって、騒音レベルはこの
レベルを超えます。この場合は、機械オペレータの安全規則をいつでも満たす必要な手順と措置を
実施するのは、お客様 / システムインテグレータの責任になります。
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保証の内容
Asyril のすべての保証情報（期間、保証の範囲等）は、一般販売条件に記載されています。

CE 情報
部分的に完成した機械の適合性申請は、以下にあります。

注:
部分的に完成した機械（ Asycube）は、組み込まれる最終的な機械装置が適切な場所で本指令の
規定に準拠宣言されるまで、サービスには使用しないでください。

Asycube530 の CE 証明書の全体については、 P.40 「5.1 CE 認証」を参照してください。
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説明

2.

製品を初めて見る
Asycube は小型パーツのフィーディングの新たな基準になります。その 3D 振動プラットフ
ォームは、ビジョンシステムを装備したロボットへ、小型パーツ（30 mm～150mm）を素早く
柔軟に提示することが可能です。

Asycube の中核となっているのは、 3 直交方向に振動可能なプラットフォームです。適切な
振動信号を選択することにより、プラットフォーム上でパーツ位置を柔軟に移動し（前方、後
方、側方）、反転が可能になります。

構成要素
(A)

3D 振動プラットフォーム

(B)

電気的インタフェース (通信、電源、 I/O他)

(A)

Asycubeの電気的インタフェースについて

の詳細は、P.13 「2.3 電気的インタフェー
ス」を参照してください

(C)

統合バックライト (C) (オプション ) により、

(B)

上方に配置したカメラからパーツを容易に
(C)

認識可能

図 2-1 : Asucube の外観

プラットフォームの取り外しと交換方法に関する詳細は、P.28 「4.2.2. プラットフォームの取り外し /
交換」を参照してください。

プラットフォーム振動の制御方法についての詳細は、ユーザーガイドを参照してください。
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バックライトの色に関する詳細は、P.22 「2.5.2 バックライト」を参照してください。

一般的な特性
警告 !
製品の仕様範囲外では使用しないでください。これに従わないときは、製品の保証は無効となりま
す。

技術的特性

Asycube 530
典型的な部品サイズ

統合ハイパワー LED バックライト

交換可能なバックライトの色

辺の長さ 30mm～150mm

オプション

（緑、赤、青、白、赤外線） 詳細は P.22
「2.5.2 バックライト」.を参照してください

3 直交方向に独立した振動

詳細は、P. 20 「2.5.1 追加プラットフォーム
交換可能な振動面

」を参照してください
設定可能な振動周波数と振幅
プラットフォーム上の最大重量

2 kg

ホッパー用のデジタル出力

2

デジタル入力

2

アナログ出力

2
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全体の寸法

特性
フットプリント

Asycube 530
C

372 mm

D

600 mm

G

100 mm

振動プラットフォー

A

371 mm

ムのサイズ

B

427 mm

E ± ストローク
(最大 ±6mm)

320 ± 8 mm

F (静止位置)

255 mm

プラットフォームとバックライトを含む重量

31 kg
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プラットフォームの取り外し方の詳細は、 P. 28 「4.2.2 プラットフォームの取り外し / 交換」を参照し
てください。

ビジュアル信号

LED は Asycube の状態に関する重要
な情報を示します。

LＥＤ

状態

意味

点滅
オン時間:

システム待機中

100ms

1

点滅
オン時間

システムサービス中

900ms

2

オン

バックライト同期入力 24V

3

オン

入力 1 24V

4

オン

入力 2 24V

5

オン

出力 1 24V

6

オン

出力 2 24V

7

オン

プラットフォーム振動

8

オン

Power 入力 24V

(8)

(9)

(1)

(2)

(10) (11)

(3)

(4)

(5)

(6)

図 2-2 : Asycube 動作インジケータ LED
9

オン

S-Power 入力 24V (詳細は
2.3.2 参照)

10

オン

システムサービス中

11

オン

通信中
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プラットホーム上の最大許容外力
プラットホームの 1 点（例. マニピュレー
z

タグリッパ）に加えられる最大許容外力
y

x

Fx = 10N
Fz

Fy = 10N
Fz = 30N
Fx

Fy

マニピュレータの衝撃/ショックは、プラッ
トフォーム表面を損傷する可能性がある
ことに注意してください。

ピッキング面
ピッキング面の最大寸法は、 Asycube
照射プラットフォームのサイズに対応し
ます。
A

403 mm

B

347 mm

C

530 mm

C
B

A

図 2-3 : ピッキング面
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電気的インタフェース
概要
Asycube は、それ自体にコントローラを
もつスタンドアロンモジュールです。
Asycube への電気的インタフェースは、
製品の背面に配置されています。
(A)

バックライト同期

(B)

デジタル入力 1

(C)

デジタル入力 2

(D)

ホッパー用デジタルとアナログ出力 1

(E)

ホッパー用デジタルとアナログ出力 2

(F)

電源接続

(G)

ヒューズ

(H)

イーサネット接続 (RJ45)

注:

(A)

(B)

(C)

(E)

(D)

(G)
(F)

(H)

図 2-4 : Asycube の電気インタフェース

ケーブルはフィーダには含まれていな
いので、個別にご注文ください。
「2.5.3 ケーブル」を参照してください)
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電源接続
警告 !
-

Asycubeに電源を供給する前に、配電電圧が公称電圧と同じであることを確認してください。

-

PELV（保護特別低電圧）公称電圧を使用してください。

-

電源ケーブルを使用して、必ずアースピンを電源に接続してください

ピン

信号の説明

(1)

24VDC PELV

(14)

(13)

(2)

(5)
(4)

S-Power
(3)
(2)

0V GND S-Power

(3)

アース

(11)

24VDC 電源

(12)

0V GND 電源

(13)

配線されていない

(14)

配線されていない

(1)

(11)

(12)

コネクタの種類 (Asycube側) :
Harting 09 14 007 3001

特性

値

電圧

+24VDC + 5%

Power の信号電流

6A

S-Power の信号電流

14A

図 2-5 : 電源接続

注:
出力電流が 20A でピーク負荷能力が 3 秒間 150％の電源を使用してください。
以下の 2 つの電源は、Asyril で検証済みです。
PULS QS20.244
SIEMENS 6EP1336-3BA10
注:
S-Power はアクチュエータとバックライト用の安全電源です。この S-Power を切断すると、
アクチュエータとバックライトを確実にオフのままにします（例： IR(赤外線)バックライトの危
険を安全にする）。
いずれの場合も、バックライトを使用するには「 Power」と「S-Power」の両方を供給する必
要があります。
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コントローラ

バックライト

バックライト

アクチュエータ

アクチュエータ

ASYCUBE

ASYCUBE

図 2-6

図 2-7

安全リレーを使わない電源接続

安全リレーを使う電源接続

注:
Power と S-Power は、両方を 1 つの電源に接続することも、 2 つの異なる電源に接続する
こともできます。
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ヒューズ

危険 !
-

ヒューズボックスを開く前に、システムの電源を切り、電源からプラグを抜いてください。

ヒューズタイプ:
タイムラグ T – 16A

図 2-8 : ヒューズ

通信

Asycube との通信は、 RJ45 ポート (A)で標準
イーサネット通信により確立されます。
特性
デフォルトIP アド
レス
デフォルト サブネ
ットマスク

値
192.168.127.254
255.255.255.0

ポート

4001

MAC アドレス

ARP要求で読み取り
可能

(A)

デフォルト IP アドレスを復元する手順の詳細
(A) については 4.3.2.節を参照してください。

図 2-9 : イーサネット接続 RJ45
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バックライトの同期

標準 M8 の 3 ピンメスケーブルによって、カメ

(3)

(1)

ラの画像取得と Asycube のバックライト照明
を同期することができ、接続は以下のように

(4)

する必要があります。
ピン

信号

(1)

配線されていない

(3)

0V GND

(4)

+24 V パルス
(照明の同期）

コネクタの種類（ Asycube側） :
M8、3P、オス

図 2-10 : バックライトの同期

注:
Asycube のバックライトの照射時間は、パルス信号の長さに対応します。

デジタル入力 1 とデジタル入力 2

標準 M8 3 ピンのオスのケーブルコネクタ

(1)

(3)

は、2 つの異なる信号を読み取り可能で (す
なわち、振動を開始するため*), 以下のように

(4)

接続する必要があります。 :

ピン

信号

(1)

+24VDC 出力 (センサ電源）

(3)

0V GND

(4)

入力 (+24VDC)

コネクタの種類（ Asycube側）：
M8、3P、メス

図 2-11 : デジタル入力
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ホッパー 1 とホッパー 2 用のデジタル出力

標準 M8 ４ピンのオスケーブルは、デジタル
出力信号とアナログ出力信号をホッパーに

(1)
(2)

(3)
(4)

送信できます。接続は以下のようにする必要
があります。

ピン

信号

(1)

0V GND

(2)

0～10VDC

(3)

0V GND

(4)

+24VDC

ホッパー

アナログ出力 1

デジタル出力 1

500 mA

コンクタの種類 (Asycube 側) :

図 2-12 : ホッパー用のデジタル出力

M8、4P、メス
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機械的インタフェース
Asycube の取り付け
Asycube の適切な動作を確実にするには、（4 本の M8 ネジで）、頑丈な台にしっかりと留
められたが必要です。架台上に固定されたスチール板で作られているものであれば理想的
です。プレートと架台の総重量は、振動の一部を減衰させるために、地面に固定されていな
い場合は少なくとも 250kg が必要です。

重要な注意
Asycube が固定されているシステムの重量によっては、Asycube の振動が周囲にある感
度の高いプロセスを妨害する可能性があります。このような干渉は、重い台を使うか床に固
定することによって低減することができます。

図 2-13 : Asycube の取り付け
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アクセサリとオプションモジュール
追加プラットフォーム
フィーダ表面上の特定のコンポーネントの利用性を改善するために、プレート表面を構造化
することができます。 Asyril は、ご希望に応じて様々なタイプのプレートをご提供できます。
以下の構造は、 Asycube 530 で使われる頻度の高い構造です。

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰ
ﾑの種類

外観例

図面例

利点

フラット
このタイプのプレートは、表面が平らで静
止位置が安定するコンポーネントを中心
に、多種多様なコンポーネントに利用でき
ます。
例. ボルト
溝
(深い)
深い溝の構造プレートは、ネジ型コンポ
ーネントを垂直位置に供給できます。.

例. ネジ、リベット
溝
(広い)

幅広の溝は、円筒形コンポーネントを供
給するときに有効です。プレート表面でコ
ンポーネントを移動した後の、安定時間
を大幅に短縮します（コンポーネントの表
面での転がりを止める）。
例. 円筒形、針

溝
狭い溝は、特に、平らで軽いコンポーネン

(狭い)

トの接触面を減らすのに必要です。接着
力を下げ、フィーダ表面の部品の移動を
改善します。ロボットのピック性能も向上
します。
例. 薄いワッシャ－
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穴

穴は、円筒形のコンポーネントを、直立さ
せて供給するために有効です。

例. ピン

注:
これらの特注プラットフォームの詳細は、お買い求めの販売代理店または Asyril のカスタマーサービス
にお問い合わせください。
お客様も以下の寸法を参照して自社用プラットフォームを作成できます。
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バックライト
以下のバックライトがあります。
Asycube 530 のバックライト
色

波長

青

465 nm

緑

550 nm

赤外線

850 nm

赤

645 nm

白

6500 K

このオプションが Asycube と同時に注文されると、フィーダに取り付けて出荷します。
危険 :
(A)

赤外線は人間の目には見えません。
プラットフォームをつけないで赤外線ライトを使
用しないでください (A)。 プラットフォーム（A）が
Asycube に搭載されている場合、システムはオ
ペレータにとって安全です。

ケーブル
以下のケーブルがあります。
製品
電源ケーブル
イーサネット RJ45 ケーブル
同期バックライトケーブル
入力ケーブル
出力ケーブル
注:
これらのケーブルの詳細は、価格表を参照するか、Asyril カスタマーサポートにお問合せください。
警告 :
すべてのこれらのケーブルは、動的ケーブルキャリー（柔軟性の高い特殊ケーブルが必要）には適
合していません。
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輸送、取り扱い、取り付け
製品の包装、輸送、取り扱い
製品の輸送は、包装箱に記載されている特定の条件（上、下、壊れもの指定など）に従って
行わなければなりません。さらに、以下の点に特に注意してください。:

警告 !
-

システムを輸送するときは、重量に注意して、慎重に輸送してください。

-

オペレーターが自分自身で重い梱包箱を運ぶことは推奨しません。

-

梱包箱を立てたままにする場合は、水平にしてください。

-

梱包箱の上に乗ったり、上に重い物を置かないでください。

Asycube は、以下の大きさのパレットで出荷されます。
寸法

800x500xh550 mm

総重量

≈ 50 kg

開梱の前に
本書の原文である英語版バージョン A では、本節に包装箱に貼付される ShockWatch (シ
ョックウォッチ)ラベルに関する記載があります。
今度、Asyril SA から出荷の際に、ショックウォッチラベルは貼付されないことに変更されま
したので、本書では説明を省きます。

注:
受け取った商品がご注文品と異なる場合または破損している場合は、領収書にサインせず、でき
るだけ早く販売代理店にご連絡ください。

開梱の手順
注：
Asycube を設置する準備が整うまで、 Asycube を箱から取り出さないでください
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警告 !
返品の場合に備えて、梱包材と輸送箱を保管しておいてください

製品の背面にある識別シールを見つ
け、シリアル番号が配送伝票に対応す
ることを確認します。

Asyril との連絡にはシリアル番号が必
要です。

図 3-1 : 製品ステッカー
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設置環境とストレージ環境
警告 !
Asycube は滑らかで平らな硬い面に取り付けなければなりません。

設置環境
Asycube は以下の条件下で使用できます。
-

保護クラス： IP50

-

動作温度: +5°C ～ +40°C

-

湿度: 30％～最大80％、非結露
警告 !
湿度や温度が変化する場合は、 Asycube の全体的な性能に影響を与えるおそれがあること
に注意してください。

-

Asycubeを水や液体にさらさないでください。
警告 !
腐食性雰囲気の環境下では製品を使用しないでください。錆が発生して製品寿命を低下させ
るおそれがあります。

保管環境
保管環境は、動作環境と類似している必要があります。さらに、 Asycube はほこりから保
護する必要があります。
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メンテナンスと修理
安全上のご注意
一般的な安全上のご注意
警告 !
製品の内部には、お客様が保守できる部品はありません。メンテナンスを実施するには、販売
代理店または Asyril にお問い合わせください。これを守っていただけないときは、製品の保証
は無効になります。
危険 !
システムが破損したときは、システムを操作しないでください。
危険 !
メンテナンスの種類に関わらず、その前にシステムの電源を切り、主電源からプラグを抜いて
ください。

危険 !
製品に水をかけないでください。製品に水を噴霧したり、水洗いしたり、水中で使用すると、誤
動作の原因となります。
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メンテナンス
警告 !
メンテナンスの種類に関わらず、常に Asyril 製品を使用してください。

定期メンテナンススケジュール
Asycube は大部分はメンテナンスフリーですが、製品の最適な性能と安全な運転を確保す
るために、定期的に単純な点検を行う必要があります。

項目

期間

参照

装置の掃除

週１回

プレートの目視検査と掃除

週１回

フレキシブルジョイントの交換

2 年に 1 回 または 4000h
振動

4.2.4 節

4.2.5 節

表 4-1 : 定期メンテナンススケジュール例

注:
「表 4-1 : : 定期メンテナンススケジュール例」の情報は、あくまでもご参考です。メンテナンスと
回数は、お客様のシステム、使用環境、使用量に応じてオペレータが変更する必要がありま
す。メンテナンスと回数は、お客様のシステム、使用環境、使用量に応じてオペレータが変更
する必要があります。
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プラットフォームの取り外し / 交換
危険 !

(A)

プラットフォームモジュールを取り外す
前に、バックライトが消えていることを確
認してください。

クラッシュの危険性があります。 プラット
フォームモジュールを取り外す前に
Asycube がオフになっていることを確
認してください
Steps

ステップ 1

8 個の M4 Allen ネジを緩めます (A)

Steps

ステップ 2

Asycube からプラットフォームフレー
ム全体を取り外します

Steps

ステップ 3

フレームをプラットフォームから取り
外します

Steps

ステップ 4

取り付け
プラットフォームをフレーム内に置き
ます。フィーダにフレームを置き、ネ

図 4-1 : プラットフォームの取り外し

ジ（2.2Nm）を締めます。
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パージ(排出)構成のプラットフォーム

Steps

ステップ 1

スクリュードライバ torx 8 で 4 本の
M2.5 ネジ（A）を緩め、その側面の壁

(A)

（B）を取り外します。

(B)

(A)

Steps

ステップ 2

側面カバー部品（C）を取り付け、2 本
のネジ（0.6Nm）で固定します。

側面カバー部品 (C) はオプション品
です。

(C)

図 4-2 : パージ(排出)構成のプラットフォーム
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プラットフォームの制御と掃除
プラットフォームを次の方法でクリーニングします
-

糸くずの出ない布

-

イソプロパノールアルコール

警告 :
表面が損傷または汚れている場合
は、ビジョンを妨げたり、部品の動作
に影響を与えるおそれがあります
図 4-3 : プラットフォーム

その場合は交換の必要があります

フレキシブルジョイントを交換する

ステップ 1 プラットフォームを取り外しま

(A)
(B)

す。エクステンション（B）を掴み
ながら 4 本のボルト（A）を外し
ます

フラットレンチのサイズは 13 と
17 を使用してください

ステップ ２ 上部アセンブリを取り外します

(B)

(B)
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ステップ 3 フレキシブルジョイント(D)を緩

めながら、フラットレンチサイズ
10 で軸（C）を維持します

(D)
(C)

ステップ４ 新しいフレキシブルジョイントの

オスネジに糊 1 滴（タイプ：
Loctite 243 など）をつけます
軸（C）をフラットレンチのサイズ

(D)

10 で維持しながら、新しいフレ
キシブルジョイントアセンブリ（D）

(C)

（サイレントブロック+延長部）を
手でしっかりねじ込みます（工具
を使わないでください）
ステップ 5 上部アセンブリ（B）を 4 つのフ

レキシブルジョイントの上に置
き、スレッドの正面の穴を注意
深く整列させます

(B)

31/41

Asycube 530
取扱説明書
000.101.151

© Copyright Asyril S.A.
Version : A (暫定版)

ステップ 6 ボルトに 1 滴の糊（タイプ：

Loctite 243 など）をつけます
フラットレンチサイズ 17 で六角
形の延長部（H）を維持しなが

(H)

ら、4 つのボルトを締めます
(4.4Nm)

修理
この節では、お客様による Asycube の一部のコンポーネントを取り換え方を説明します。
その他の修理については、当社のカスタマーサポートまでご連絡ください。
警告 !
修理の種類に関わらず、常に Asyril 製品を使用してください。

パーツ名
バックライトアセンブリ
プラットフォームとプラットフォームフレーム (4.2.2 参
照)
プラットフォームフレキシブルジョイント (4.2.5 参照)
表 4-2 : 交換可能なパーツ
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バックライトの交換 / 取り付け
危険 !
ユニットへの全ての電源とその他のケーブルは、バックライトを交換する前に接続が切られているこ
とを確認してください。

必要なモノ
-

Asyrilから納品された新しいバックライトアセンブリ

-

フラットレンチサイズ5.5

-

トルクスキーサイズ10

ステップ 1 両側の 11 本のネジ（A）を外

し、2 つのサイドカバーを取り外
します
サイズ 10 のトルクスキーを使
ってください

(A)

ステップ 2 両側で、4 本のボルト (B)を緩

めます

サイズ 5.5 のフラットレンチを
使ってください

(B)
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ステップ 3

４本のバックライトコネクタ（C）
のプラグを注意して抜きます

(C)

バックライトアセンブリ（ D）を取
り外します

(D)
ステップ 4 8 本のネジ（E）を緩めて、バッ

クライトアセンブリ全体または
バックライトプリント板を 1 つだ
け交換します

サイズ 10 のトルクスキーを使
ってください

(E)

34/41

Asycube 530
取扱説明書
000.101.151

© Copyright Asyril S.A.
Version : A (暫定版)

ステップ 5 コネクタの位置（F）に合わせて

(F)

バックライトプリントを交換し、8
本のネジを締めます（0.7Nm）

サイズ 10 のトルクスキーを使
ってください

バックライトアセンブリ（G）を挿
ステップ 6

入し、サポートと一直線に並べ
ます

(G)

4 本のボルト（H）を締めます
ステップ 7

サイズ 5.5 のフラットレンチを
使ってください

(H)
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ステップ 8 4 本のバックライトコネクタ(I)を

差し込みます

(I)

ステップ 9 両方のカバー(J) を再度取り付

け、両側の 11 本のネジを締め
ます（1.3Nm）

サイズ 10(0.8Nm)のトルクスキ
ーを使ってください

(J)

Asycube で新しいバックライト色を設定する
Asycube のバックライトの色を設定できます。例えば、バックライトの色に合わせたり、バッ
クライトがないときなど、インタフェースを適応できることは有用です。

•

HMIを使う
パラメータを変更するには、以下の手順を実行します。
No
(B)
(A)
(C)

図 4-4 : HMI でバックライトの色を変更
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参照 名称

説明

(A)

「Asycube」ボタン

このボタンを押すと、 Asycube 画面が表示されます。

(B)

「Asycube

このボタンを押すと、Asycube configuration (設定) タブが表示されま
す。

configuration 設定」

ボタン
「Color 色」選択ボッ
クス

(C)

この選択ボックスで、バックライトの色を選択できます。
「None なし」を選択すると、バックライトタブとバックライトスイッチが消
えます。

HMI の詳細は、ユーザインタフェースの資料を参照してください。
•

dllを使う
plugin.Net でパラメータを変更するには、次の関数を使用します。
SetBacklightColor(BacklightColor color, string password)
パスワードは重要です。このパラメータを変更するには、インテグレーターとしてファームウ
ェアにログインする必要があります。パスワードは 1234 です。

DLL の詳細は、統合ガイドの資料を参照してください。
•

TCP コマンドを使用する
TCP コマンドでパラメータを変更するには、以下のコマンドシーケンスを使います。

1

コマンド

関数

{wp7=1234}

インテグレータモードでログイン

詳細

“x”:
0: 緑
1: 赤
2: 青
2

{wp97=”x”}

バックライトの色を記入

3: IR(赤外線 )
4: UV (紫外線)
5: 白
99: なし

3

{df}

設定をフラッシュメモリに保存

4

{wp7=1}

ログアウト
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デフォルト IP アドレスを使って IP アドレスを復元
以下の手順は、 IP アドレスや、サブネットマスク、 TCP ポート番号が不明なときに変更でき
るように、デフォルトの IP アドレス、サブネットマスク、 TCP ポート番号で Asycube を再起
動する 方法 を説 明し て い ます。 以 下の 手順 を実 行 すると、 デフォ ルト の パラ メータで
Asycube に接続し、不明のパラメータを変更できます。

ステップ 1 電源ケーブルを外します (A)

（又は Asycube の電源をオフ
にします）

(A)

ステップ 2 電源ケーブルを接続していると

き、または Asycube の電源を
入れているときに、「Reset IP」
ボタン（B）を押したままにしま
す

(B)
Asycube は起動時にデフォル
トのパラメータを取得します
IP: 192.168.127.254
SubnetMask: 255.255.255.0
TCP Port: 4001
ステップ 3

メモリ内のパラメータを変更できるようになりました（コマンドで Asycube へ直接アクセス、 dll の
関数で、または HMI の Asycube 設定ページから）(詳細は関連ドキュメントを参照してください）
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技術サポート
より良いサービスのために
関連マニュアルを読んでも、ご質問の答えが見つかりませんでしたか ?
サポートサービスに連絡する前に、お使いのシステムの以下の情報をメモしてください。
-

お使いの商品のシリアル番号とプロダクトキー

-

ソフトウェアのバージョン

-

画面に表示されるアラームまたはエラーメッセージ

連絡先
当社ウェブサイトで多くの情報を得ることができます www.asyril.com
メールまたは当社の Web サイトの問い合わせフォームからも、お問い合わせいただけます
support@asyril.com
+41 26 653 7190
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付録
CE 認証
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改訂履歴
Rev.

Date

Author

A

04.08.2017

BeJ

Comments
Initial Version

本書のすべての権利は Asyril SA が有しています。無断で複製または配布することはできません。本
書に掲載された内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

本書は、Asyril SA が発行する英語版の Asycube 530 Operating Manual (Asyril_ASYCUBE530_Operating_Manual_EN 000.101.151 Version A Date 04.08.2017) を、アジリル日本代理事
務所として営業するユーロ・ファーイースト株式会社が日本語に翻訳したものです。日本語版と英語
版の間に相違があるときは，日本語版に特に記載がない限り英語版を正とします。

Asyril SA (アジリルエスエー)
Ｚ.Ｉ. le Ｖivier 22
CH-1690 Villaz-St-Pierre
Switzerland
Ｔel. +41 26 653 71 90
info@asyril.com
www.asyril.com

(アジリル日本代理事務所 )
ユーロ・ファーイースト株式会社
横浜市港北区新横浜 3-17-15-8F
Ｔｅｌ. 045-620-2013
info@asyril.jp www.asyril.jp
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