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 integrated connectivity. connectivity.

一度据え付ければメンテナンスフリーの快適さ
ケーブルハンドリングの煩わしさから解消されます。

ケーブルを使わずに、且つあらゆる干渉から解放された状態でデー
タを通信する方法として光通信技術は極めて有効です。

世界でもLeuze独特のスマートプロダクトユーザビリティコンセプ
トにより、独特のWebサーバーを内蔵する通信機DDLS500シリー
ズは、リモート診断を可能にし、トランスミッタ自体を
PROFINET機器として検出することも可能になります。

S

世界最速:
Webを経由して
リモート診断にも対応
DDLS 500 は100 Mbit/sの光学データ通信に対応する高速トランスミッタです。
すべてのEthernetプロトコルのデータを通信することができます。



easy handling.

 

 

 

 

 

 DDLSが採用しているsingle-hand アジャスト
メントは特許をもっているアライメント技術
で、一人での正確なアライメント調整を可能に
しています。
レーザーアライメントを搭載しており、角度
調整を容易に行えます。
ブラケットは本体とあらかじめ一体型になっ
ており、据え付け及び、角度微調整を容易に行
えるように工夫されています。
受光レベルを明確にゲージで表示し、メンテナ
ンス、調整や診断情報取得に役立ちます。ス
テータスを表示するLED光源のインジケータは
大きく離れた位置からでも明確に視認すること
ができるため、距離が離れた状態での調整も容
易に行えます。

integrated connectivity.

 

 

 

本体に搭載されているWebサーバを経由して
診断データにアクセス出来ます。
診断データはコントロールに転送することが
出来ます。
診断データへのアクセスは遠隔地、例えば海
外からでも行えます。

think modular.

それぞれ必要は選択してベースの本体に組み込
むことができます。例えば以下のような機能が
オ

 

 

 

 

プションとして選択頂けます。:検出

距離
レーザーアライメント
リモートメンテナンス / 診断情
報ヒーティング機能

availability control.

 受光レベルをコンスタントに測定しており、例え
ば過度な汚れによる受光量の低下等、起こりうる
エラーを事前にアラートすることができます。予
防メッセージはスイッチングアウトプットとして
出力することも可能です。作業性を追求したデザ
インは200m距離でもはっきりと目視できるLED
インジケータを備え、離れた位置からでも各種ス
テータスやパラメータを確認することが出来ま
す。

ここで通信される情報はコントロール、または
Webサーバーを介して世界中のあらゆる場所で参
照することがで可能となります。

高速モジュラー

アプリケーションの要求に対してフレキシブルに応じることが出来るモジューラーユニットです。
データ通信に必要な要素を様々な角度から搭載している本機は、そのスペックでコスト軽減にも貢献します。

バンド幅100 Mbit/sの高速通信を可能にし、 産業で採用されている殆ど全てのEtherneプロトコル、例えばTCP/
IP, PROFINET, EThernet IP, EtherCAT, Ethernt UDPなどに対応しています。

A WORLD FIRST:
INTEGRA

リモートメンテナンス / 診断情報
ヒーティング機能

距離

それぞれオプションを選択してベースの本体に組
み込むことができます。例えば以下のような機能が



 

 

近い位置で据え付ける場合には直接フラットなハウジン
グの上に直定規を合わせて位置調整ができます。

 DDLS同士の距離を広く空けて据え付ける場合には、通
信光と並行する形でレーザースポットが下方に向かって
映し出されます。レーザーを水平方向の角度調整に用い
て、垂直方向調整には水平器が備わっています。レー
ザースポットを参照することで、対岸のデバイス設置位
置を明確に捉えることができます。

可視赤線による
位置決めサポート
革新的な内蔵レーザーサイトがアライメントの位置決めにかかる時間を最短
で可能にします。

史上最短時間での据え付けと角度調整、位置決め

一体型マウンティングプレートがアライメント調整にかかる時間を飛躍的に短縮します。

  離れた位置からでもはっきりと目
視ができるLEDインジケータを内
蔵しており、状態の確認が容易に
行えます。

  DDSL500はバネ式の留め具でブ
ラケットと一体型になっており、
角度の調整を簡単に行えるように
デザインされています。

  100mbpsデータ通信には赤外線を用
いています。

  水平器を標準搭載してお
り、角度調整が容易です。



A WORLD FIRST
INTEGRATED WEB SERVER FOR 
REMOTE DIAGNOSIS

次世代の原点
インダストリアルEthernetの技術により、DDLS508i,と548iは初のリ
モート診断を備えたデータトランスミッタとなりました。

データ通信の進化系、未来のニュースタンダード

これより以前、データトランスミッタは無線でケーブルの
代わりにデータを通信するモノ、という以上ではありませ
んでした。制御側からトランスミッタを検出したり、トラ
ンスミッタにアクセスするといったことはできませんでし
た。DDLS500iはインダストリアルEthernetにより、診断
データやプロセスデーター、デバイスのステータス情報を
同時に1本のケーブルにから得ることができるようになり
ました。

DDLS508iは例えばエラー診断データを外部から取得でき
るなど、世界のどこであってもEthernet経由でリモート診
断データにアクセスすることができる最初のデバイスで
す。新時代を先駆ける、ニュースタンダードとがここにあ
ります。

 

 

 

 リモート診断機能により、デバイスの近くにいなくても
情報を取得することが出来ます。
診断情報はネットワークを介して世界中のどこからでも
取得することができます。
DDLS 548iはPROFINET IOをサポートしているデバイス
で、設定や診断をGSDMLモジュールから行うことが出来
ます。

リモートアクセスにより、例えば以下のような
情報を遠隔地から取得することが出来ます。

 

 

 

 

 

 

 

LLC (Link Lost Counter)
光軸がさえぎられている頻度をカウントする機能です。

 OLK 
オプティカルリンクの確立を表示します。

 LINK
光学データ通信の上流のデータライン・ステータスを表
示します。

 ERL
I対面に設置されているペアデバイスの接続ステータスを
表示します。

 LSR
レーザーパワーの減少を早期にアラートします。

 TEMP
温度が適正に対して高すぎる場合や低すぎる場合にア
ラートします。

 PWR
電源等の周辺環境情報を表示します。

   Received signal level 
シグナルの受信レベルを表示します。



 easy handling. handling

フィールドバス通信の
スペシャリスト

DDLS 200は赤外線通信によりコンタクトフリーの
データ通信を可能にします。

簡単に使えて、実線のケーブルと同じ信頼性を約
束

DDLS 200シリーズは2Mbit/S の通信速度を十分とするアプ
リケーションに最適となるように長い年月と十分なテストを
経て完成されたデータ通信システムです。

光学データトランスミッタはフィールドバスに関与せず、実
線の銅ケーブルと同じように100%のデータを安定して通信
することができます。

簡単に使えて、実線のケーブルと同じ信頼性を約束



THE SPECIALIST FOR 
THE TRANSMISSION 
OF FIELDBUSES

 

 

 

easy handling

 特許取得済み機能シングルハンド・アライメント　　　　　　　　
により一人でもアライメント調整を行うことができ
ます。
 角度調整ネジつき、マウンティングプレートは本体
と一体型になっています。別途マウンティングブラ
ケットを購入する必要がないだけでなく、据え付
け、角度調整を簡単に行うことができます。
 各種ステータスをわかりやすく表示するインジケ
ータを備え、メンテナンスと診断をシンプルかつ簡
単に行えます。

   

 

 

 

 

 

thinkmodular

例えば以下のような必要な機能があらかじめデバイスに
備わるよう、機種選定ができるようになっています。

 フィールドバス・プロトコル
 最大500mまでの通信距離
 コネクションテクノロジー M12またはターミナル
付属
 寒冷施設用ヒーティング機能
 オープニングアングル

availabilitycontrol

継続的な受光レベルモニタリングにより、例えば、
受光窓の経年による汚れの蓄積等に対して早い段階
でメンテナンスの必要性をアラートします。またス
イッチングアウトプット信号としてアラートメッセ
ージを発信することも可能です。関連する情報はコ
ントロールパネルに精彩に描写されます。

モダンなシステム設計のコア要素

光データ通信機は例えば、ハイベイ倉庫、ガントリークレーン、シャトル等の搬送車両などに代表されるフィールドバスシステム
(PROFIBUS, DeviceNetまたはEthernetなど)に組み込まれる設備システム設計の稼働システム部品間のコミュニケーションを支
える重要な要素です。DDLS200は世界中の主要な産業用プロトコルをサポートし、環境から干渉を受けにくい赤外線通信機能を備
えた高速通信を500mという長距離間で可能にしています。



テクニカルデータ
アクセサリ

2タイプのトップパフォーマンス・データ通信機

アクセサリとマウンティングシステム

シンプル、簡単、確実にデバイスを使えるように、様々なア
クセサリをご用意しています。

アダプタプレート –
DDLS 200 から DDLS
500に交換する際に使用
できます。

コネクタプラグ
M12タイプ

アダプタ–  M12 to RJ45 殆ど全てのインターフェース
に対応するケーブル

ターミネイトレジスタ
M12コネクタタイプ

DDLS 500DDLS 200

供給電源 18 …30 V DC18 …30 V DC

消費電力（ヒーターなし）200 mA (at 24 V)Approx. 200 mA at 24 V DC 

消費電力（ヒーター付き）800 mA (at 24 V)Approx. 800 mA at 24 V DC

ビーム拡散(トランスミッタ)光軸から±0.5°± 0.5° 120 m … 500 m 対応機種の場合
± 1.0°  80 m対応機種の場合
± 1.5°  30 m対応機種の場合

最大通信速度/ 帯域幅100 Mbit/s2 Mbit/s

通信距離40 / 120 / 200 m40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m

光源:トランスミッタ / アライメ
ントレーザーInfrared / redInfrared

 保護クラスIP 65 IP 65

寸法 (H × W × D
40 / 120 mタイプ
200 mタイプ

156 × 100 × 99.6 mm
156 × 100 × 122 mm

190 × 89.25 × 120 mm

動作適正気温:
ヒーターなし
ヒーター付き

-5 ... 50 °C
-35 ... 50 °C

-5 ... +50 °C
-30 ... +50 °C (  結露無き事 )

対応インターフェースe.g. Ethernet TCI/IP and UDP,
PROFINET RT, EtherCAT,
Ethernet IP, webcams …

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, 
CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422

テクニカルデータ
アクセサリ

2タイプのトップパフォーマンス・データ通信機

アクセサリとマウンティングシステム

シンプル、簡単、確実にデバイスを使えるように、様々なア
クセサリをご用意しています。

アダプタプレート –
DDLS 200 から DDLS
500に交換する際に使用
できます。

コネクタプラグ
M12タイプ

アダプタ–  M12 to RJ45 殆ど全てのインターフェース
に対応するケーブル

ターミネイトレジスタ
M12コネクタタイプ

DDLS 500DDLS 200

供給電源 18 …30 V DC18 …30 V DC

消費電力（ヒーターなし）200 mA (at 24 V)Approx. 200 mA at 24 V DC 

消費電力（ヒーター付き）800 mA (at 24 V)Approx. 800 mA at 24 V DC

ビーム拡散(トランスミッタ)光軸から±0.5°± 0.5° 120 m … 500 m 対応機種の場合
± 1.0°  80 m対応機種の場合
± 1.5°  30 m対応機種の場合

最大通信速度/ 帯域幅100 Mbit/s2 Mbit/s

通信距離40 / 120 / 200 m40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m

光源:トランスミッタ / アライメ
ントレーザーInfrared / redInfrared

 保護クラスIP 65 IP 65

寸法 (H × W × D
40 / 120 mタイプ
200 mタイプ

156 × 100 × 99.6 mm
156 × 100 × 122 mm

190 × 89.25 × 120 mm

動作適正気温:
ヒーターなし
ヒーター付き

-5 ... 50 °C
-35 ... 50 °C

-5 ... +50 °C
-30 ... +50 °C (  結露無き事 )

対応インターフェースe.g. Ethernet TCI/IP and UDP,
PROFINET RT, EtherCAT,
Ethernet IP, webcams …

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, 
CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422

テクニカルデータ
アクセサリ

2タイプのトップパフォーマンス・データ通信機

アクセサリとマウンティングシステム

シンプル、簡単、確実にデバイスを使えるように、様々なア
クセサリをご用意しています。

アダプタプレート –
DDLS 200 から DDLS
500に交換する際に使用
できます。

コネクタプラグ
M12タイプ

アダプタ–  M12 to RJ45殆ど全てのインターフェース
に対応するケーブル

ターミネイトレジスタ
M12コネクタタイプ

DDLS 500 DDLS 200

供給電源 18 …30 V DC 18 …30 V DC

消費電力（ヒーターなし） 200 mA (at 24 V) Approx. 200 mA at 24 V DC 

消費電力（ヒーター付き） 800 mA (at 24 V) Approx. 800 mA at 24 V DC

ビーム拡散(トランスミッタ) 光軸から±0.5° ± 0.5° 120 m … 500 m 対応機種の場合
± 1.0°  80 m対応機種の場合
± 1.5°  30 m対応機種の場合

最大通信速度/ 帯域幅 100 Mbit/s 2 Mbit/s

通信距離 40 / 120 / 200 m 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m

光源:トランスミッタ / アライメ
ントレーザー Infrared / red Infrared

 保護クラス IP 65  IP 65

寸法 (H × W × D
40 / 120 mタイプ
200 mタイプ

156 × 100 × 99.6 mm
156 × 100 × 122 mm

190 × 89.25 × 120 mm

動作適正気温:
ヒーターなし
ヒーター付き

-5 ... 50 °C
-35 ... 50 °C

-5 ... +50 °C
-30 ... +50 °C (  結露無き事 )

対応インターフェース e.g. Ethernet TCI/IP and UDP,
PROFINET RT, EtherCAT,
Ethernet IP, webcams …

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, 
CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422
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