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AnyWireASLINK Application

After

省配線・少点数多分散 オープンネットワークとの共存

Case.5 Industry /半導体関連業界

半導体製造装置 / 高速搬送・精密多点制御

課　題

決め手

使用機器

少点数多分散省配線
省スペース実現！

高速大容量データ制御と
少点数多分散I/O省配線の両立
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高速大容量通信
（モーション、I/O、安全）

センサレベル省配線
（小型、少点数多分散）
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階層イメージ

高速大容量データ

コンパクト省配線！コンパクト省配線！
AnyWireASLINK
小型ターミナル
AnyWireASLINK
小型ターミナル

・装置の新規開発で、従来機種からの機能向上と小型化を両立したい
・I/O系とモーション系を同系統で制御し、構成をシンプルにしたい

・高速大容量のデータ通信、モーション系と I/O系を両立できるCC-Link IE Field との親和性
・省工数、省スペース化を実現するための少点数多分散に対応した各種ターミナル
・シーケンサ、フィールドバス、センサネットワークのシームレスな情報統合

・マスタユニット
・小型８点ターミナル
・一体型小型８点ターミナル

NZ2AW1GFAL（CC-Link IE Field-AnyWireASLINKブリッジ）
BL296SB-08F-20（入力）、BL296PB-08F-20（出力）
BL296SB-08F-4-20（入力）、BL296PB-08F-4-20（出力）



AnyWireASLINK Application

Case.6 Industry /半導体関連業界

省配線・省スペース・小型化 誤配線の防止

半導体製造工場 / エジェクタ接続のハーネス化

課　題

決め手

使用機器

・省配線化を図り、装置の小型化をしたい
・組立て時の誤配線を防ぎたい

・省配線化による制御ケーブル束の解消、配線工数の大幅な削減
・小型ターミナル採用により中継BOXが不要になり、装置が小型化
・小型ターミナルからの配線をハーネス化することにより誤配線を完全に排除

・マスタユニット
・小型８点ターミナル

QJ51AW12AL（三菱電機Qシリーズ用）
BL296SB-08F-20（入力）、BL296PB-08F-20（出力）

After

ハーネスの作成※で
簡単、確実結線！

電磁弁用
小型８点ターミナル
（出力）

エジェクタ
マニホールド

圧力センサ用
小型８点ターミナル
（入力）

小型サイズターミナル
で中継BOX不要！伝送ラインの分岐制限が

殆んど無いので電装設計が簡単！

省配線で
配線の束解消！

※ハーネスについては
　ご相談ください。
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After

ツールチェンジャ 省配線でコンパクトなハンド

Case.7 Industry /ロボット省配線

医薬品製造装置 / ローダ用のワーク別ハンド

課　題

決め手

使用機器

ローダ

コンベアA

コンベアB

ロボット増加、遊び時間発生！

省配線化でツールチェンジャ導入
ハンド交換でロボットの汎用化、稼働効率アップ！

ワーク別にロボットを
割り当て

コンベアBのワークを
ロード中、コンベアA
のロボットは休止状態

････

AnyWireASLINK伝送ライン

専用フラットケーブル

LPコネクタ

ASLINKTERMINAL
小型端子台ターミナル

ツールチェンジャ

汎用センサ
スイッチ等

汎用ランプ
エアバルブ等

ハンド部

フォアアーム

ローダ
コンベアA

コンベアB

Before

◇極数抑制
◇多点化

1台 2役

・ワーク別に用意していたロボットを削減し、一台で複数のワークに対応したい
・省配線化、小型ターミナルの採用でハンドを小型軽量化したい

・ハンド部の少ない接点でも多点制御が可能な省配線システム
・小型の入力、出力ターミナルの採用でハンド部を小型化、軽量化
・省配線化により、機内配線のみでの配線が可能になり断線リスクを低減

・マスタユニット
・小型端子台ターミナル

QJ51AW12AL（三菱電機Qシリーズ用）
BL296SB-08F-V50（入力8点）



AnyWireASLINK Application

After

Case.8 Industry /生産設備関連

省配線・省スペース・省工数 屋台組み換え時の誤配線防止

セル生産ライン / ガス機器組み立て工程

課　題

決め手

使用機器

・セル生産屋台組換え時の立ち上げ時間短縮を図りたい
・接続箇所の削減により誤配線を防ぎたい

・セル単位（屋台単位）での接続箇所が減り、切り離しや結合が短時間で可能
・省配線化により、センサ、スイッチ、ランプなどの追加や削除、交換が簡単
・屋台組み換え時の立ち上げ時間の大幅な短縮により、生産性が向上

・マスタユニット
・小型端子台ターミナル

QJ51AW12AL（三菱電機Qシリーズ用）
BL296SB-08F（入力８点）、BL296PB-08F（出力８点）

レイアウト変更の度
結線をやり直す

工数増、誤配線誘因！

制御盤

Before

レイアウト変更の結線
コネクタをつなぐだけ

工数、誤配線大幅減！

AnyWireASLINK伝送ライン

ASLINKTERMINAL
小型端子台ターミナル

制御盤

専用フラットケーブル LPコネクタ
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価格・仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

ISO9001/14001
認 証 取 得

□ メールでのお問い合わせ info@anywire.jp
□ ウェブからのお問い合わせ http://www.anywire.jp

お問い合わせ窓口
□ テクニカル サポートダイヤル
 受付時間   9:00～18:00（土日祝除く）

075-952-8077

ISO9001適用範囲：本社・東日本営業所・京都工場 ISO14001適用範囲：本社・京都工場

◇保証期間 納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後１箇年とします。
◇保証範囲 上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が
 生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。
 ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
 　(1)需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。 
 　(2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
 　(3)納入者以外の改造、または修理による場合。
 　(4)その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
 ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損
 害はご容赦いただきます。
◇有償修理 保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。また保証期間中においても、上記保証範
 囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

●システム安全性の考慮　　　　・本システムは、一般産業用であり安全確保を目的とする機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な
 　　　　     　機能を持つものではありません。
 　　　　     ・設置や交換作業の前には必ずシステムの電源を切ってください。

○システム電源　　　　　　　　DC24V安定化電源を使ってください。安定電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。
○高圧線、動力線との分離　　　 AnyWireASLINKシステムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ラインや入出力ケーブルと高圧線や動力線とは離してください。
○コネクタ接続、端子接続　　     ・コネクタ、接続ケーブルに負荷が掛かったり外れたりしないよう、ケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。
 　　　　      ・コネクタ内部、また端子台には金属くずなどが混入しないよう注意してください。
 　　　　　　・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます。
○機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。故障の原因となります。
○伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとスレーブユニットの接続を切断したり再接続したりしないでください。誤作動の原因となります。
○AnyWireASLINKシステムは各マニュアルに定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

<保証について> <安全上のご注意> ●：警告　○：注意

株式会社 エニイワイヤ

http://www.anywire.jp

tel 075-956-1611　fax 075-956-1613
□ 本　　　　社 〒617-8550 京 都 府 長 岡 京 市 馬 場 図 所 1

tel 075-956-4911　fax 075-956-1613
□ 西日本営業所 〒617-8550 京 都 府 長 岡 京 市 馬 場 図 所 1

tel 052-723-4611　fax 052-723-4683
□ 中 部 営 業 所 〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14

tel 03-5209-5711　fax 03-5209-5713
□ 東日本営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4KYYビル9F

tel 092-724-3711　fax 092-724-3713
□ 九 州 営 業 所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2第6明星ビル7F

AnyWireASLINK system 
カタログ

三菱電機製品カタログ

センサソリューション
 iQ Sensor Solution
L(名)08253

MITSUBISHI & Anywire
Ｌ(名)08198




