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ＬＯＮＷＯＲＫＳ・による案件対応の受託開発 

◎ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム） 
改正省エネ法によるビル省エネ管理システムの開発 

◎工場生産設備の省エネ管理システム 
環境と省エネ対策を含む生産効率管理システムの開発 

◎ビル統合遠隔管理システム 
ＬＯＮＷＯＲＫＳが導入されている複数ビルの遠隔管理システム開発（コスト削減） 

◎防犯システム機器開発 

◎ユビキタス（下記参考）対応機器開発 
 ユビキタス対応の伝送システム 
  ユビキタス対応のセンサー＆アクチュエーター 
◎その他ＬＯＮＷＯＲＫＳ利用の各種システム開発 

 
 
 
（参考） 
ユビキタスとは？ 
ユビキタスの語源はラテン語で、いたるところに存在する（遍在）という意味。インターネットなどの情報ネットワークに、いつでも、どこか

らでもアクセスできる環境を指し、ユビキタスが普及すると、場所にとらわれない働き方や娯楽が実現出来るようになる。「ユビキタス・コンピ

ューティング」、「ユビキタス・ネットワーク社会」のようにも使われ、「パーバシブ(pervasive)・コンピューティング」ということもある。 
ユビキタス・コンピューティングは、メインフレーム(複数で一台を使用)、PC(一人一台)、に続く、一人が複数のコンピュータを使う第 3 世代

を示したもので、マーク・ワイザー氏が提唱した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONWORKS・は、ECHELON社の登録商標です。 

LONビルダー、LON Makerは、ECHELON社の商品です。 



 

PRODUCTS 
（SOFT・ＨＡＲＤ） 

ＬＯＮ製品 
ｉＤＡｑＢｉｎｄｅｒ（ＬＡＮ間バインド等のサポートソフト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 
ｉＤＡｑＳｅｒｖｅｒ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）・・・・・・・・・・・・・・・・・3 
ｉＤＡｑＲｏｕｔｅｒ（ＬＡＮ―ＬＯＮ Ｇａｔｅｗａｙ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 
ＭＬｔｏｌｏｎ（ＭｉｃｒｏＬＡＮ―ＬＯＮ Ｇａｔｅｗａｙ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 
ＦＴＳＥＮＳ（人感・温度・調光・昼光センサー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 
ＦＴＬｉｇｈｔ（電灯制御器）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

ＭｉｃｒｏＬＡＮ製品 
ＭＬ-ＴＭＰ（Ⅱ）（温度計）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 
ＭＬ-Ｌｉｇｈｔ（電灯制御器）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 
ＭＬ-ＭＡＮ（人感センサー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 
ＭＬ-ＨＵＭＩＴＭＰ（温湿度計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 
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ＬＡＮ間バインドをサポート 

ｉＤＡｑＢｉｎｄｅｒVer2.0 

 
iDAqBinder は 、 MLtolon や iDAqRouter を 利 用 し

LONWORKSネットワーク上の各種 LON機器に対し下記に

示すような機能を実現するアプリケーションソフトウェア

です。 
 
（１）ノードの状態読み出し 
（２）ノードアドレスの設定および変更 
（３）各ノード内のネットワーク変数の読み書き 
（４）ネットワーク変数のバインド操作 
（５）ノード内情報の保存と読み込み 
 
・各 LON 機器に接続する際にノード側情報を書き換える 
 ことはありませんので、ネットワーク構築後のノード 
 に対するメンテナンスツールとしても利用できます。 
 

　 　 　 　 　 　 仕 　 　 様 　 　 　 　

 
動作ＯＳ 
 このソフトウェアはマイクロソフト社の下記のＯＳ上で動作

するソフトウェアです。 
 その他ＯＳ上での動作は保証されていません。 
     Microsoft Windows95 日本語版 
     Microsoft Windows98(SE) 日本語版 
     Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版 
     Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 
     Microsoft Windows Me 日本語版 
     Microsoft Windows 2000 日本語版 
動作機種 
    機種：       ＩＢＭ ＰＣ機／その互換機 
    ＣＰＵ       Ｐｅｎｔｉｕｍ以上 
    メモリー：     １２８ＭＢ以上 
    ハードディスク：  １ＧＢ以上の空き領域 
    画面：       1,０２４×７６８ 
    シリアルポート：  MLtolon 接続用の空き COM ポート 
                      １チャンネル 
    ＣＤ－ＲＯＭ：   インストール時に必要 
  ＮＩＣ       １０ＢＡＳＥ－Ｔ／ 
            １００ＢＡＳＥ－Ｔ 
＊ＰＣとＭＬｔｏｌｏn は、下記の通信条件によりシリアル接続

します。 
【通信条件】 
   PC COM ポート ：COM１ 
  通信速度      ：９６００ｂｐｓ 
 ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ      ：1 ビット 

   データ長     ：８ビット 
   ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ    ：1 ビット 
   通信方式     ：半２重方式 
＊ＰＣと iDAqRouter は、 10BASE-T/100BASE-T により接続し

ます。 

　 　 　 　 特 　 　 徴 　 　 　 　

簡易ネットワーク構築ツール 
・ＬｏｎＭａｋｅｒと同様な使い方として、ノードアドレスの設定（コミッション）、変数バインドを行いネットワークの構築

します。 
・ただし以下のような制限があります。 
   （１）ルーターノードの構築は出来ません。 
   （２）サブシステムを定義することが出来ません。 
 
ネットワーク保守ツール 
・ＬｏｎＭａｋｅｒにより構築済みのネットワークに接続し、ネットワーク内のノードに対し各種設定値（ＳＣＰＴ）の変更、

ノードプログラムの更新を行うために使用出来ます。 
・ＬｏｎＭａｋｅｒにより設定されたノードアドレスは一切変更しないので、ＬＮＳデータベースが無くても運用可能です。 

 
ネットワーク監視ツール 
・ＬｏｎＭａｋｅｒにより構築済みのネットワークに接続し、ネットワーク内のノードに対しネットワーク変数をバインドする

ことなく監視することが可能です。 
・ネットワーク変数値はＰＣに送信されるのでＰＣ上に独自の監視アプリケーションを実行させることが出来ます。 
 
アプリケーションノードとしての利用 
・iDAqRouter の SDK(ｉＤＡｑ-LIB)を使用しＰＣ上で独自のアプリケーションを構築することが可能です。 
・変数バインドを一切使用しないポーリング方式でのアプリケーションが作成できます。 
・変数バイントを iDAqRouter にバインドしてのイベント型のアプリケーションを作成することが可能です。 
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必 　 要 　 機 　 器

 

ＰＣ

ＭＬｔｏｌｏｎ

RS232C
ﾘﾊﾞｰｽｹｰﾌﾞﾙ

LONネット
ワーク

（FTT10A）

LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ（COM1を使用します）

ＰＣ

iDAQ
Router

iDAQ
Router

iDAQ
Router

LAN
LONネット

ワーク
（FTT10A）

LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ

LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ

LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ

当社製品

 

機 　　　能
プロジェクト機能 
・ｉＤＡｑBｉｎｄｅｒはノードをプロジェクト単位で管理する方法を採用しています。従ってノードに対し各種操作を行う

場合、始めにノードをプロジェクトに登録する必要があります。 
・プロジェクト内に登録可能なノード数は最大 128 台です。 
・プロジェクトは最大２５６プロジェクト作成可能です。 
 
ノード制御機能 
・登録済みノードに対し制御操作が可能です。 
 
ノード内データ読み込み・書き込み機能 
・登録済みノードに対しデータの読み込みまたは書き込みが可能です。 
 
ノードプログラム更新機能 
・3120 ｼﾘｰｽﾞのノードに対しプログラムのダウンロード機能を持ちます。 
・ノードのプログラムバージョンアップ時に使用します。 
・使用するプログラムファイルは拡張子ＮＸＥのファイルです。 
・バージョンアップとして行う場合にはあらかじめノード情報ファイルをファイルに保存しておき、プログラムダウンロード

後、ノード情報ファイルを読み込み、ノードへ書き込む必要があります。 
 
ネットワーク変数アクセス機能 
・登録ノード内ネットワーク変数に対し、読み出しおよび変更が可能です。 
 
ネットワーク変数バインド機能 
・登録ノード同士でのネットワーク変数のバインドが可能です。 
・プロジェクト内で最大１２２８８組の接続が可能です。 
・バインド操作はノードの無い状態でも可能で、設定内容を一括しノードへ転送することにより実バインドを行います。（オー

トバインド） 
 
構成プロパティ情報管理機能 
・登録ノード内の構成プロパティ情報を抽出し読み書きが可能です。 
（ネットワーク変数の中の入力型でコンフィギュア設定の変数を対象にします。） 
 
ＬＡＮ間バインド機能 
・ｉＤＡｑＲｏｕｔｅｒ間でのＬＡＮ間バインド機能を有します。又、ｉＤＡｑＲｏｕｔｅｒに対してユニオン接続が可能な

為、他の管理パソコンで最新のネットワーク変数を監視できます。 
 
コミッション費用不要 
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Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 
ⅰＤＡｑＳｅｒｖｅｒ 

 
 
iDAqServer は、Lon Works ネットワーク上の各種LON 機器を集

中管理する装置です。 
一般的なポイント監視・制御・計量機能に加え、スケジュール運転、

連動制御、非接触カードによるセキュリティゲート監視機能を実装

しています。本機 1 台～複数台と iDAq シリーズ機器を組み合わせ

ることにより、小規模～大規模ビルのインテリジェント監視システ

ムを柔軟に構成することができます。 
 プロセッサには日立製 SuperH(SH3)、OS には Linux を採用し、

低消費電力／省スペースと高信頼性を実現しています。 
 

　　　　　　　特徴　　　　　
 

 
・１台あたり最大 8000 ポイントの監視・制御・計測が可能です。 
・各ポイントの正負論理設定やレンジ変換設定がソフト的に行えま

すので、LON 機器や配線の細かな調整を極力抑えられます。 
・任意の出力ポイントに対し、スケジュール出力が行えます。 
・任意のデジタル入力点の状態変化を、任意のデジタル出力に連動

させることができます。 
 
・１台あたり最大 128 個のゲートと256 個の非接触カードリーダ／

LCD 端末を管理可能です。非接触カードは最大 30000 枚まで登

録でき、カード１枚ごとに各ゲートの通過権限を設定することが

できます。 
 
・UDP/IP による独自の管理プロトコルを実装していますので、上

位系UI 機器が容易に構成可能です。 

 
 
 
 
 
 

　　　　　　　仕様　　　　　
 

動作電源電圧    ＡＣ１００Ｖ 
消費電力  １００W 
ＬＥＤ       動作LED 

LAN LINK  
LAN SPEED 

 
ＳＷ        電源SW 

リセットSW 
 
プロセッサ     HD6417709S(SH3) 
ＯＳ        SH-Linux 2.4 
ストレージデバイス CompactFlash 128MB 
 
LAN インターフェース 
          EtnerNet 100Base-Tx/10Base-T 自動切換え 
          ２ｃｈ 
 
シリアルインターフェース 

ＲＳ２３２Ｃ準拠 ２ＣＨ  
Ｄ―ＳＵＢ9 ピンコネクタ 
*UPS 接続／各種設定用 

 

　　　　外形寸法　　　　
 

 
本体部寸法       Ｗ２５５－Ｄ１４０－Ｈ３５ 
 

　　　　コネクター表　　　
 

 
JEY-9P-1A2B 日本圧着端子社 
 SIO0,1 信号名    説明 
 １Ｐ  ＮＣ    未接続 
 ２Ｐ  ＲＸＤ   受信信号 
 ３Ｐ  ＴＸＤ   送信信号 
 ４Ｐ  ＤＴＲ   ＤＳＲ信号の折り返し 
 ５Ｐ  ＧＮＤ   グランド 
 ６Ｐ  ＤＳＲ   ＤＴＲ信号の折り返し 
 ７Ｐ  ＲＴＳ   制御信号 
 ８Ｐ  ＣＴＳ   制御信号 
 ９Ｐ  ＮＣ    未接続 
TM11R-5C-88 ヒロセ電機社 
 ＲＪ―４５に準拠 
  LAN0,1 
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　　　　　　　　　　　内部ブロック図　　　　　　　　　　
 

A
C
1
0
0
V

電 源 部

上 位
U I

機 器 S H 3

C o m p a c t
F la s h

E t h e rN e t
イ ン タ ー フ ェ イ ス

iD A q
ル ー タ

Ｒ Ｓ ２ ３ ２ Ｃ
イ ン タ ー フ ェ イ ス U P S

E th e rN e t
イ ン タ ー フ ェ イ ス

R T C

iD A q
ル ー タ

 

機 　　　能
ポイント監視制御機能 
・管理ポイント数      ８０００ポイント(８０００ノード変数) 
・管理ポイント種別     DI ,DO, AI, AO, PI(パルス計測) 
 
セキュリティ機能 
・登録カード数       ３００００枚 
・管理ゲート数       １２８個    ※１ゲートあたり１０管理ポイントを消費します 
・管理リーダ／ＬＣＤ数   合計２５６個 
・ゲート開閉モード     ４モード (１.カード、２.スケジュール、３.カード＆LCD 操作、４.カード＆時間帯予約(外部

システム)) 
・カードチェック内容    カード登録照合(ID、有効期限、無効チェック)→ゲート通過権限照合→時間帯予約照合 
 
スケジュール機能 
 運用パターン       １０種の day パターン(月～日、祝日、特日１，２)を季節ごと(年８パターン)に２年分登録 

可能 
 day パターン内登録数   ８１９２件のスケジュール制御を１分単位で任意の出力ポイントへ設定可能 
     
連動機能          任意のデジタル入力の状態変化を、任意のデジタル出力(ON/OFF)に自由に連動紐付け可能。 
              入出力ポイント合計して１６３８４件の登録可能。 
 
上位系通信         ＵＤＰ／ＩＰによる独自プロトコル。状態／計測値取得、制御出力、各種設定コマンドを搭載。 
 
 

シ  ス  テ  ム  構  成  例

UI Host
(Option)

iDAQ
Router

iDAQ
Router

LAN

LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ当社製品

LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ LONﾉｰﾄﾞ

iDAQ
Server
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ＬＡＮ－ＬＯＮ Ｇａｔｅｗａｙ 
ⅰＤＡｑＲｏｕｔｅｒ 

 
 
 
iDAqRouterはLon Worksネットワークとイーサーネットネットワ

ーク(LAN)を接続する装置です。 
iDAqRouter を使用することによりLAN 上からLon Worksネット

ワーク上の各種 LON 機器の制御、監視が容易に実現できます。

　　　　　　　特徴　　　　　
 

 
 
・専用ソフト(iDAqBinder)を使用することにより以下のような操作

がLAN 上から可能です。 
 ・ﾉｰﾄﾞｽﾃｰﾀｽの読み込み 
 ・ノード内情報の読み込み、更新 
 ・ノード内ネットワーク変数値の読み込み、更新 
 ・ノード間での変数バインド（LON 間バインド） 
 ・iDAqRouter 間での変数バインド（LAN 間バインド） 
・専用ソフト(iDAqDdeServer)を使用すれば各種DDE ｸﾗｲｱﾝﾄｿﾌﾄと

接続可能 
・10Base/100BaseT 自動切換え可能 

　　　　　　　仕様　　　　　
 

動作電源電圧    ＤＣ１２Ｖ～２４Ｖ±１０％ 
消費電力  ５W 
ＬＥＤ       モニターＬＥＤ 

LON 動作LED 
LAN LINK 
LAN SPEED 

 
ＳＷ        リセットＳＷ 

動作モードＳＷ 
      サービスＳＷ 
シリアルインターフェース 

ＲＳ２３２Ｃ準拠 1ＣＨ  
Ｄ―ＳＵＢ9 ピンコネクタ 
９６００ｂｐｓ 8 ビットノーパリティ 
*各種設定用 

 
LAN インターフェース 

イーサーネット１０Ｂａｓｅ／１００ＢａｓｅＴ 
自動切換え 
１ポート 

サポートプロトコル 
ＵＤＰ，ＩＣＭＰ，ＤＨＣＰ，ＳＹＳＬＯＧ，ＡＲＰ 
ＲＪ―４５コネクタ 

 
バッテリコネクタ 

別途ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸを接続することによりﾊﾞｯﾃﾘ動作可能 
 
ＬＯＮネットワーク仕様 
ネットワーク     ＬＯＮＷｏｒｋｓ準拠 
最大接続台数     ６２台（１サブネット内） 
最大延長距離     フリートポロジ接続時６００ｍ 
           バス接続時２７００ｍ （＊１） 
トランシーバー    ＦＴＴ―１０Ａ 
転送ボーレート    ７８ｋｂｐｓ 
バインド       iDAqBinder により可能 

（ＬＯＮＭａｋｅｒによりバインドも可）。 
            
終端設定       スライドＳＷによる終端の設定有り。 
           ５０Ω，１００Ω、解放の設定可能 
 
＊１ ＦＴＴ―１０Ａ用の専用ケーブルを使用した時で、 
   敷設時に動力電源等のクロストークを受けない事。 
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　　　　　　　　　　　内部ブロック図　　　　　　　　　　
 

Ｄ
Ｃ
１
２
Ｖ 電源部

ＬＯＮ
ＦＴＴ１０Ａ

ＴＭＰＮ
３１５０

ＲＡＭ
16Kﾊﾞｲﾄ

終端

サービスＳＷ

ＲＳ２３２Ｃ
インターフェイ

ス

ＨＯＳＴ
（PC)

ＵＰＳ用
バッテリー

ｻｰﾋﾞｽＬＥＤ

共有 H8/3068

DATA
F-ROM

512Kﾊﾞｲﾄ

RAM
512Kﾊﾞｲﾄ

ｵﾌﾟｼｮﾝ
RS232C 2CH
PCMCIA Ｉ/Ｆ

ﾘｾｯﾄSW
動作ﾓｰﾄﾞSW

NIC MAC LAN

SPEED

Link

 
 

　　ターミネーター設定　
 

 
ＬＯＮＷｏｒｋｓネットワークのフリートポロジートランシーバーのタ

ーミネーター設定を行います。バス型接続時は終端同士の設定となりま

すので、スライドスイッチを１００Ω側に設定して下さい。 
フリートポロジ接続の場合はネットワーク中の任意の場所にて１カ所終

端をＯＮします。 
本器にて終端する場合は、スライドスイッチを５０Ω側に設定してくだ

さい。 
 

　　サービスピン動作　　
 

 
サービススイッチには、２種類の機能があります 
１）デバイスＩＤ出力機能 
  サービススイッチ ＯＮで、デバイスＩＤをネットワークに出力し

ます。 
 

　　　　外形寸法　　　　
 

 
本体部寸法       Ｗ１１８－Ｄ４５－Ｈ１２７ 
ＤＩＮレールを含む寸法 Ｗ１１６－Ｄ４５－Ｈ１３７ 

　　　　コネクター表　　　
 

MC1.5/3-G-3.5 フェニックスコンタクト社 
 ＣＮ１ 信号名    説明 
 １Ｐ  ＋１２Ｖ  電源入力 
 ２Ｐ  ＧＮＤ   電源入力グランド 
 ３Ｐ  ＦＧ    フレームグランド 
MC1.5/2-G-3.5 フェニックスコンタクト社 
 ＣＮ２ 信号名    説明 
 １Ｐ  ＋１２Ｖ  バッテリー電源入力 
 ２Ｐ  ＧＮＤ   バッテリー電源入力グランド

MC1.5/2-G-3.5 フェニックスコンタクト社  
 ＣＮ４ 信号名    説明 
 １Ｐ  Ａ＋   ＦＴＴ１０Ａ信号 
 ２Ｐ  Ａ－   ＦＴＴ１０Ａ信号 
 ＣＮ５ 信号名    説明 
 １Ｐ  Ａ＋   ＦＴＴ１０Ａ信号 
 ２Ｐ  Ａ－   ＦＴＴ１０Ａ信号 
JEY-9P-1A2B 日本圧着端子社 
 ＣＮ７ 信号名    説明 
 １Ｐ  ＮＣ    未接続 
 ２Ｐ  ＲＸＤ   受信信号 
 ３Ｐ  ＴＸＤ   送信信号 
 ４Ｐ  ＤＴＲ   ＤＳＲ信号の折り返し 
 ５Ｐ  ＧＮＤ   グランド 
 ６Ｐ  ＤＳＲ   ＤＴＲ信号の折り返し 
 ７Ｐ  ＲＴＳ   制御信号 
 ８Ｐ  ＣＴＳ   制御信号 
 ９Ｐ  ＮＣ    未接続 
TM11R-5C-88 ヒロセ電機社 
 ＲＪ―４５に準拠 
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ＭｉｃｒｏＬＡＮ－ＬＯＮ Ｇａｔｅｗａｙ 

ＭＬｔｏｌｏｎ 

 
この製品は、ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク上に接続されたセンサ

ーを、読みとることができる装置です。 
本機はＬＯＮＷｏｒｋｓネットワークからのコントロールでＭｉｃ

ｒｏＬＡＮネットワークに接続されたデバイスをコントロールもし

くは情報を読みとることが出来ます。 
本器には２種類の動作モードが有り、小規模なシステムでは本器１

台とパソコン（ＤＯＳＶ）が有れば、別売りのＭＬＴｏｏｌｓソフ

トを使用することで、温度監視が行えます。大規模なシステムの場

合には、１台をゲートウェイモード、他のＭＬｔｏｌｏｎを測定モ

ードとする事で、ＭＬＴｏｏｌｓソフトで、パソコンからゲートウ

ェイモードのＭＬｔｏｌｏｎを経由して、測定モードのＭＬｔｏｌ

ｏｎに接続されている温度計のデータを監視することができます。 
 

　　　　　　　特徴　　　　　
 

 
 
・ＬＯＮＷｏｒｋｓネットワークに接続して、集中監視を行う事が

できます。 
・ＬＯＮＭａｋｅｒなどで、バインドを行うことが出来ます。 
・本器のみのシステムではＬＯＮＭａｋｅｒをお持ちでないお客様

でも、ＭＬＴｏｏｌｓで監視システムを作成する事ができます。 
・ＬＯＮＷｏｒｋｓネットワークにおけるサブネット番号、グルー

プ番号、ノードＩＤの設定が、ＬＯＮＭａｋｅｒを使用しなくて

も、ＭＬＴｏｏｌｓにて設定することができます。 
・ＭＬＴｏｏｌｓソフトを使用することで、Ｍｉｃｒｏ 
 ＬＡＮネットワーク上のセンサーを追加削除更新が簡単に行うこ

とができます。 
・ＭＬＴｏｏｌｓソフトを使用することで、システムの詳細設定を

行うことができます。 
 

　　　　　　　仕様　　　　　
 

動作電源電圧  ＤＣ１２Ｖ～２４Ｖ±１０％ 
消費電力    ５Ｗ 
ＬＥＤ     電源ＬＥＤ／インジケーター 
        サービスＬＥＤ 
ＳＷ      サービスＳＷ 
        アンコンヒギャードをサポート 
ホストＩ／Ｆ  ＲＳ２３２Ｃ ４８００ｂｐｓ 
        ２線式半２重通信 
 
      ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク仕様 
ネットワーク  ＭｉｃｒｏＬＡＮ準拠 
最大延長距離  ３０ｍ （＊１） 
転送ボーレート ４８００ｂｐｓ 
バインド    LONＭａｋｅｒによる自動バインドとマニュアル 

バインド 
        MLTools による自動バインドとマニュアルバインド   

        ロータリーＳＷによる自動バインド 
電源モード   高電流モードをサポート 
        パラサイト接続モードをサポート。（＊２ ＊３） 
ネットワーク ID    バインド済みネットワークＩＤを記憶する

E2PROM を搭載         
＊１ カテゴリー５ケーブル使用時で、ケーブル敷設時に動力電源 
   等のクロストークを受けない事。 
＊２ パラサイト接続モードとはＭｉｃｒｏＬＡＮデバイスの電源を 
   本器よりの通信線より確保して、動作するモードです。 
   温度計等のアプリケーションなどでは、ＭｉｃｒｏＬＡＮデバイス

以外に素子が接続されませんので、電源は極僅かで済みます。この

ような場合には、わざわざ外部電源を用意するのではなく、パラサ

イト接続モードにて動作します。 
＊３ 仕様するセンサーによっては、サポートしない場合があります。 
  
      ＬＯＮネットワーク仕様 
ネットワーク     ＬＯＮＷｏｒｋｓ準拠 
最大接続台数     ６３台（１サブネット内） 
最大延長距離     フリートポロジ接続時６００ｍ 
           バス接続時２７００ｍ （＊４） 
トランシーバー    ＦＴＴ１０Ａ 
転送ボーレート    ７８ｋｂｐｓ 
バインド       ＬＯＮＭａｋｅｒによりバインド可能。 
           ＭＬｔｏｌｏｎをゲートウェィモードとして使用

した場合はＭＬＴｏｏｌｓを使用する事でバイン

ドの必要はありません。 
終端設定       スライドＳＷによる終端の設定有り。 
           ５０Ω，１００Ω、解放の設定可能 
＊４ ＦＴＴ１０Ａ用の専用ケーブルを使用した時で、 
   敷設時に動力電源等のクロストークを受けない事。 
 
       ホストインターフェイス仕様 
ボーレート ４８００ｂｐｓ 
通信方式  半２重非同期 
使用方法  ロータリーＳＷにて設定 
使用モード ＭｉｃｒｏＬＡＮの強制バインドモード 
      ＬＯＮＷｏｒｋｓとＭｉｃｒｏＬＡＮゲートウェイモード   

      ＲＳ２３２Ｃ機器とＬＯＮＷｏｒｋｓのゲートウェイモード  

　　ネットワーク変数　　
 

ネットワーク変数の詳細は別途ご用意していますのでご指定ください。基

本的にはネットワーク変数１つに、アドレステーブルを１つ割り振ること

が出来ますので、完全分散型ネットワークにも対応する事が出来ます。  
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　　　　　　　　　　　内部ブロック図　　　　　　　　　　
 

Ｄ
Ｃ
１
２
Ｖ 電源部

ＬＯＮ
ＦＴＴ１０Ａ

ＴＭＰＮ
３１５０

ＲＯＭ

Ｅ２
ＰＲＯＭ

ＭｉｃｒｏＬＡＮ
インターフェイス

Micro
LAN

ターミネーター

サービスＳＷ

ＲＳ２３２Ｃ
インターフェイス

ＨＯＳＴ
（PC)

ロータリーＳ
Ｗ

 

　　ターミネーター設定　
 

 
ＬＯＮＷｏｒｋｓネットワークのフリートポロジートランシーバーのタ

ーミネーター設定を行います。バス型接続時は終端同士の設定となりま

すので、スライドスイッチを１００Ω側に設定して下さい。 
フリートポロジ接続の場合はネットワーク中の任意の場所にて１カ所終

端をＯＮします。 
本器にて終端する場合は、スライドスイッチを５０Ω側に設定してくだ

さい。 
 

　　サービスピン動作　　
 

 
 
サービススイッチには、２種類の機能があります 
１）デバイスＩＤ出力機能 
  サービススイッチ ＯＮで、デバイスＩＤをネットワークに出力し

ます。 
２）アンコンフィギャード設定機能 
  一度バインド設定が行われた事のある本器をネットワークに接続

し、電源を投入した時点で、本器はネットワー  クに対して通信

を始めます。 
  この機能は機器設置等の場合には既存のネットワークに影響を及ぼ

しますので、バインド情報を破棄して、バインド待ちのアンコンフ

ィギヤード状態にする必要が有ります。 
  アンコンフィギヤードにするには、サービススイッチを５秒間押し

続けて下さい。サービスＬＥＤが０．５秒点  灯０．５秒消灯を

繰り返します。 
 

　　　　外形寸法　　　　
 

 
本体部寸法       Ｗ１１８－Ｄ４５－Ｈ１２７ 
ＤＩＮレールを含む寸法 Ｗ１１６－Ｄ４５－Ｈ１３７ 

　　　　コネクター表　　　
 

 MC1.5/2-G-3.5 フェニックスコンタクト社  
 ＣＮ１ 信号名    説明 
 １Ｐ  Ａ＋   ＦＴＴ１０Ａ信号 
 ２Ｐ  Ａ－   ＦＴＴ１０Ａ信号 
 ＣＮ２ 信号名    説明 
 １Ｐ  Ａ＋   ＦＴＴ１０Ａ信号 
 ２Ｐ  Ａ－   ＦＴＴ１０Ａ信号 
  
 MC1.5/4-G-3.5 フェニックスコンタクト社 
 ＣＮ４ 信号名    説明 
 １Ｐ  ＤＱ＋   ＭｉｃｒｏＬＡＮデータ信号 
 ２Ｐ  ＧＮＤ   ＭｉｃｒｏＬＡＮＧＮＤ 
 ３Ｐ  ＧＮＤ   ＭｉｃｒｏＬＡＮＧＮＤ 
 ４Ｐ  ＤＱ－   予備信号  
 
 MC1.5/3-G-3.5 フェニックスコンタクト社 
 ＣＮ３ 信号名    説明 
 １Ｐ  ＋１２Ｖ  電源入力 
 ２Ｐ  ＧＮＤ   電源入力グランド 
 ３Ｐ  ＦＧ    フレームグランド 
  
 JEY-9P-1A2B 日本圧着端子社 
 ＣＮ５ 信号名    説明 
 １Ｐ  ＮＣ    未接続 
 ２Ｐ  ＲＸＤ   受信信号 
 ３Ｐ  ＴＸＤ   送信信号 
 ４Ｐ  ＤＴＲ   ＤＳＲ信号の折り返し 
 ５Ｐ  ＧＮＤ   グランド 
 ６Ｐ  ＤＳＲ   ＤＴＲ信号の折り返し 
 ７Ｐ  ＲＴＳ   制御信号 
 ８Ｐ  ＣＴＳ   制御信号 
 ９Ｐ  ＮＣ    未接続 
 
 
 
 

 



FTSENS 
 

 

 9

ＬＯＮ人感、温度、調光、昼光センサー 
ＦＴＳＥＮＳ 

 
 

　　　　特徴　　　　
 

・ＬＯＮＷＯＲＫＳネットワークに接続して、照明器具（Hf インバータ調

光型）の調光制御（１６段階）を行なうことが出来ます。 
・LON 対応の入出力ユニットを使用することによって、エアコン等の空

調設備の運転、停止が行なえます。 
・内部リレーを利用して、一般照明器具のON、OFF を行なうことが可能

です。 
・iDAqBinder によりバインドを行うことが出来ます。（ＬＯＮＭａｋｅｒ

によるバインドも可能。） 
・LONWORKS ネットワークに接続して集中制御を行なうことが出来 
ます。 

・照度センサーを内蔵しており、単独で調光制御を行なうことが可能です。 
 
 

リレー仕様
 

接点タイプ   １ａ 
 
定格負荷    ＡＣ１００Ｖ   ６Ａ （抵抗負荷） 
        ＡＣ１００Ｖ   ３Ａ （誘導負荷） 

ＤＣ２４Ｖ    ６Ａ （抵抗負荷） 
        ＤＣ２４Ｖ    ３Ａ （誘導負荷） 
 
耐久性     機械的  ５００万回以上 
        電気的  ２０万回以上 

（定格負荷、開閉頻度１，８００／ｈ） 
 

耐電圧     コイル接点間  ＡＣ４，０００Ｖ 50/60Ｈｚ 1min 
        同極接点間   ＡＣ  ７５０Ｖ 50/60Ｈｚ 1min 
         
耐衝撃電圧   コイル―接点間  １０ｋＶ 

　　　　　　仕様　　　　

動作電源電圧           ＤＣ２４Ｖ±２０％ 
                 ＡＣ２４Ｖ±１０％ 
消費電流スタンバイ時       ４０ｍＡ 
消費電流ＭＡＸ          ６０ｍＡ 
 
温度センサー 
測定範囲             －５５℃～１２５℃ 
温度誤差（－１０℃～８５℃の間） ±０．５℃ 
温度誤差（－５５℃～１２５℃の間）±２℃  
分解能              ０．０６２５℃ 
オフセット可変範囲        ＋１０．００～ 
                 －１０．００℃ 
人感センサー 
検出範囲 水平方向        １００度 
     垂直方向         ８２度 
     最大距離          ５Ｍ 
 
照度センサー 
感度波長範囲           ３２０～７３０ｎｍ 
最大感度波長           ５６０ｎｍ 
赤外感度比            １０％ 
 
     ＬＯＮネットワーク仕様 
ネットワーク     ＬＯＮＷｏｒｋｓ準拠 
トランシーバー    ＦＴＴ１０Ａ 
最大延長距離     フリートポロジ接続時６００ｍ 
           バス接続時２７００ｍ （＊１） 
転送ボーレート    ７８.2ｋｂｐｓ 
バインド       iDAqBinder によりバインド 

（ＬＯＮＭａｋｅｒに対応） 
            
＊１ ＬＯＮＷＯＲＫＳネットワークケーブルは、ＬＯＮＷＯＲＫＳ

準拠のケーブルをご使用ください。 

　　　　コネクター　　　
 

 ML-1900V-9P  サトーパーツ社 
 ＣＮ1 
 １Ｐ ＤＣ２４Ｖ     
 ２Ｐ ＤＣ２４Ｖ ＧＮＤ  
 ３Ｐ 調光出力 
 ４Ｐ 調光出力ＧＮＤ 
 ５P 人感センサー用リレー接点 A 
 ６P 人感センサー用リレー接点 B 
７Ｐ ＦＧ 

 ８Ｐ ＬＯＮ ＦＴＴ―１０Ａ Ａ 
 ９Ｐ ＬＯＮ ＦＴＴ―１０Ａ Ｂ 
 
 適合ケーブル 
 定格適合電線 単線：Φ１．０（AWG12） 

撚線０.７５ｍ㎡ 
        素線径Φ０.１８以上 
 使用可能電線範囲 単線：Φ０.４（AWG26）～Φ１.２（AWG16） 
          撚線：０.３ｍ㎡（AWG22）～０.７５ｍ㎡

（AWG20） 
          素線径Φ０.１８以上 
標準剥き線長 １０mm 
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　　　　　　　　　　　接続例　　　　　　　　　　　
 

ＬＯＮネットワーク

Ｈ
ｆ
イ
ン
バ
ー
タ

調
光
型

照
明
器
具

空
調
設
備

温度センサーを利用して、
空調設備のＯＮ、ＯＦＦ

人感センサーを利用して
照明器具のＯＮ、ＯＦＦ

照
明
器
具

調光センサーを
利用して調光コ
ントロール

ＦＴＬｉｇｈｔ

入出力
ユニット

照
明
器
具

 

　　　　　　　　　　　外形寸法　　　　　　　　　　　
 

1P

7.5
11.12

92.75

取り付け穴径 φ100

2.54

4
9

20
.6

7.5115

 
 
 
 
（注）型名は、センサーの有無により区別します。（有＝１、無＝０） 

人感センサーは標準 
       ＦＴSENS－（温度）（調光）（昼光） 

（例） ＦＴSENS－１０１（人感、温度、昼光） 
ＦＴSENS－１１１（人感、温度、調光、昼光） 
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ＬＯＮ電灯制御器 
ＦＴＬｉｇｈｔ 

 
 

　　　　特徴　　　　
 

・ＬＯＮＷＯＲＫＳネットワークに接続して、電灯制御を行うことが出

来ます。 
・iDAqBinder によりバインドを行うことが出来ます。（ＬＯＮＭａｋｅ

ｒによるバインドも可能。） 
・蛍光灯電源のON、OFF 制御をネットワークから行うことが出来ます。 
・LONWORKS ネットワークに接続して集中制御を行うことが出来 
ます。 

・インバーター付きの蛍光灯を使用している場合、調光制御（１６段階）

を行うことが出来ます。 
・ＡＣ１００Ｖ、ＡＣ２００Ｖに対応しています。 
 

リレー仕様
 

接点タイプ   ２ａ 
 
定格負荷    ＡＣ２００Ｖ   ８Ａ （抵抗負荷） 
        ＡＣ２００Ｖ   ４Ａ （誘導負荷） 

ＡＣ１００Ｖ   ８Ａ （抵抗負荷） 
        ＡＣ１００Ｖ   ４Ａ （誘導負荷） 

ＤＣ２４Ｖ    ８Ａ （抵抗負荷） 
        ＤＣ２４Ｖ    ４Ａ （誘導負荷） 
 
耐久性     機械的  ５００万回以上（開閉頻度１，８００／ｈ） 
        電気的  １０万回以上 

（定格負荷、開閉頻度１，８００／ｈ） 
耐電圧     コイル接点間  ＡＣ４，０００Ｖ 50/60Ｈｚ 1min 
        同極接点間   ＡＣ１，５００Ｖ 50/60Ｈｚ 1min 
        異極接点間   ＡＣ２，０００Ｖ 50/60Ｈｚ 1min 
耐衝撃電圧   コイル―接点間  １０，０００Ｖ 

　　　　　　仕様　　　　

動作電源電圧           ＤＣ２４Ｖ±２０％ 
                 ＡＣ２４Ｖ±１０％ 
消費電流スタンバイ時       ８０ｍＡ 
消費電流ＭＡＸ          １４０ｍＡ 
リレー接点電流          ４Ａ 
調光出力             １６段階 
 
     ＬＯＮネットワーク仕様 
ネットワーク     ＬＯＮＷｏｒｋｓ準拠 
トランシーバー    ＦＴＴ１０Ａ 
最大延長距離     フリートポロジ接続時６００ｍ 
           バス接続時２７００ｍ （＊１） 
転送ボーレート    ７８.2ｋｂｐｓ 
バインド       iDAqBinder によりバインド 

（ＬＯＮＭａｋｅｒに対応） 
            
＊１ ＬＯＮＷＯＲＫＳネットワークケーブルは、ＬＯＮＷＯＲＫＳ準

拠のケーブルをご使用ください。 
 

　　　　コネクター　　　
 

ＭＣ１.５／７―G―３.５ フェニックスコンタクト社 
 ＣＮ１ 
 １Ｐ ＤＣ２４Ｖ     
 ２Ｐ ＤＣ２４Ｖ ＧＮＤ  
 ３Ｐ 調光出力 
 ４Ｐ 調光出力ＧＮＤ 
 ５Ｐ ＦＧ 
 ６Ｐ ＬＯＮ ＦＴＴ―１０Ａ Ａ 
 ７Ｐ ＬＯＮ ＦＴＴ―１０Ａ Ｂ 
  
適合コネクタ 
ＭＣ１,５／７―ＳＴ―３,５ フェニックスコンタクト社 

 
 適合線 
 単線：０.１４―１.５ 撚線：０.１４―１.５ 
 ＡＷＧ：２８―１６ 
 標準剥き線長 ７ｍｍ 
 
ＭＬ－８５０－VＢＹ  サトーパーツ社 
 ＣＮ２             ＣＮ３ 
 １Ｐ 最大ＡＣ２００Ｖ 入力  １Ｐ 最大ＡＣ２００Ｖ 出力 
 ２Ｐ 最大ＡＣ２００Ｖ 入力  ２Ｐ 最大ＡＣ２００Ｖ 出力 
 
 適合ケーブル 
 定格適合電線 単線：Φ２．０（AWG12） 
 使用可能電線範囲 単線：Φ１．２（AWG16）～Φ２．０（AWG12） 
 標準剥き線長 １４mm 
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　　　　　　　　　　　接続例　　　　　　　　　　　
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インバータ付き蛍光灯の場合、調光制御可能（１６段階）100Ｗ蛍光灯の場合、
４本まで制御可能

電源ＯＮ、ＯＦＦ制御を行う場合 電源ＯＮ、ＯＦＦ制御を行わない場合
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明
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照
明
器
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照
明
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照
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　　　　　　　　　　　外形寸法　　　　　　　　　　　
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ＭｉｃｒｏＬＡＮ－温度計 
ＭＬ－ＴＭP  ＭＬ－ＴＭＰⅡ 

 
この製品は、ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワークに接続して、 
使用する温度計です。 
本機はＭＬｔｏｌｏｎと組み合わすことで、ＬＯＮＷｏｒｋｓネット

ワークより温度を読みとることができます。 
ＭＬｔｏｌｏｎのＭｉｃｒｏＬＡＮネットワークには最大１５ＣＨ

のデバイスが接続できますので、ＭＬ－ＴＭＰを １５台接続するこ

とが可能です。 
１台のＭＬｔｏｌｏｎで１５台の温度測定が可能となりますので、非

常に安価なシステムを構築することができます。 
 
 

　　　　特徴　　　　
 

 
・ネットワークに接続して、集中監視を行う事ができます。 
・ＬＯＮＭａｋｅｒなどで、バインドを行うことが出来ます。 
・ＭＬｔｏｌｏｎと組み合わせる事で、１台で１５ＣＨの

温度測定を行うことができます。 
・ＭＬｔｏｌｏｎはパラサイト接続モードを使用していますので、わ

ざわざ温度センサーの為の電源を用意する必要は有りません、ネッ

トワークより電源を確保します。 
・温度計の微調整用のオフセット設定が行えます。 
・オフセット設定は電源が断しても、温度センサーに保持しています。 
・本基板には、６バイトのネットワーク用のデバイスＩＤがトリミン

グされています。 
・ＭＬＴｏｏｌｓを使用することで、温度監視ロギングデーターを

ＣＳＶファイル形式で、ハードディスクに記録します。エクセル等

の他のソフトで集計等を処理することができます。 

　　　　　　仕様　　　　

動作電源電圧           ＤＣ５Ｖ±２０％ 
消費電流スタンバイ時       １μＡ 
消費電流ＭＡＸ          １ｍＡ 
測定範囲             －５５℃～１２５℃ 
温度誤差（－１０℃～８５℃の間） ±０．５℃ 
温度誤差（－５５℃～１２５℃の間）±２℃  
分解能              ０．０６２５℃ 
オフセット可変範囲        ＋１０．００～ 
                 －１０．００℃ 
 
     ＭｉｃｒｏＬＡＮ仕様 
ネットワーク        1 wire bus protcol 準拠 
最大接続台数        １５台 
最大延長距離        ３０ｍ （＊１） 
最大接続ＣＨ数       １５ＣＨ 
電源モード         パラサイト接続モードをサポート。 

（＊２） 
ネットワークＩＤ      ６バイトのデバイスＩＤ 
 
＊１ カテゴリー５ケーブル使用時で、ケーブル敷設時に動力電源等の

クロストークを受けない事。 
＊２ パラサイト接続モードとはＭｉｃｒｏＬＡＮデバイスの電源を本

器よりの通信線より確保して、動作するモードです。 
   温度計等のアプリケーションなどでは、ＭｉｃｒｏＬＡＮ

バイス以外に素子が接続されませんので、電源は極僅かで済みま

す。 
   このような場合には、わざわざ外部電源を用意するのではなく、

パラサイト接続モードにて動作します。 
  

　　　　コネクター　　　
 

ＭＬ-ＴＭＰ 
 ＳＭＫＤＳ１／４－３．５  フェニックスコンタクト社 
 １Ｐ ＤＱ＋信号 
 ２Ｐ ＧＮＤ 
 ３Ｐ ＧＮＤ 
 ４Ｐ ＤＱ－信号 
 
ＭＬ-ＴＭＰⅡ 
ハーネス ＡＷＧ２２ １０ｃｍ 
 １Ｐ ＤＱ＋信号 
 ２Ｐ ＧＮＤ 
 ３Ｐ ＧＮＤ 
 ４Ｐ ＤＱ－信号 
 
ケーブル 
シールド付きより線ツイストケーブル 
推奨 
三陽工業㈱製 SK-UTP 100M 2P IV  
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　　　　　　　　　　　接続例　　　　　　　　　　　
 

Ｌｏｎｗｏｒｋｓ　ＦＴＴ１０Ａ

最大１５台の温度センサー

ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク

ML
TMP

ML
TMP

ML
TMP

ML
TMP

ML
TMP

ＭＬｔｏｌｏｎ

 
 

　　　　　　　　　　　外形寸法　　　　　　　　　　　
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ＭｉｃｒｏＬＡＮ電灯制御器 
ＭＬ－Ｌｉｇｈｔ 

 
この製品は、ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワークに接続して、使用する電灯

制御器です。 
本機はＭＬｔｏｌｏｎと組み合わすことで、ＬＯＮＷｏｒｋｓネットワ

ークより電灯制御を行うことができます。 
ＭＬｔｏｌｏｎのＭｉｃｒｏＬＡＮネットワークには最大１５ＣＨのデ

バイスが接続できますので、ＭＬ－Ｌｉｇｈｔを１５台接続することが

可能です。 
１台のＭＬ－Ｌｉｇｈｔで５Ａまでの電灯を接続する事ができます。1 台

のＭＬｔｏｌｏｎで１５台の電灯制御が可能となりますので、非常に安

価なシステムを構築することができます。 
 

　　　　特徴　　　　
 

・ネットワークに接続して、集中制御を行う事ができます。 
・ＬＯＮＭａｋｅｒなどで、バインドを行うことが出来ます。 
・ＭＬｔｏｌｏｎと組み合わせる事で、１台で１５ＣＨの

電灯制御を行うことができます。 
・ＭＬ-ＬｉｇｈｔはＡＣ２００Ｖ入力より電源を入力するモードが有り

外部にＤＣ２４Ｖを接続する必要が有りません。 
・本基板には、６バイトのネットワーク用のデバイスＩＤがトリミング

されています。 
 

リレー仕様
 

接点タイプ   ２ａ 
定格負荷    ＡＣ２００Ｖ  １０Ａ （抵抗負荷） 
        ＡＣ２００Ｖ   ５Ａ （誘導負荷） 
定格通電電流  １０Ａ 
入力電源    ＡＣ２００Ｖ 
        （別途ＡＣ１００Ｖ仕様有り） 
         

　　　　　　仕様　　　　

動作電源電圧           ＤＣ２４Ｖ±２０％ 
消費電流スタンバイ時       ０．５ｍＡ 
消費電流ＭＡＸ          １．５ｍＡ 
電灯側最大電流          ５Ａ 
 
     ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク仕様 
ネットワーク        1 wire bus protcol 準拠 
最大接続台数        １５台 
最大延長距離        ３０ｍ （＊１） 
転送ボーレート       ４８００ｂｐｓ 
バインド          ＬＯＮＭａｋｅｒによる 
              自動バインドと 
              マニュアルバインド 
電源モード         外部ＤＣ２４Ｖ入力もしくは 

蛍光灯用ＡＣ２００Ｖ（＊２ ＊３）  

ネットワークＩＤ      ６バイトのデバイスＩＤ 
 
＊１ カテゴリー５ケーブル使用時で、ケーブル敷設時に動力電源等の

クロストークを受けない事。 
＊２ 蛍光灯用の本基板入力ＡＣ２００Ｖより内部電源を作成するモ

ードと外部ＤＣ２４Ｖ入力により動作するモードが有ります。 
＊３ リレー入力端子にＤＣ２４Ｖを入力した場合には、リレー入力端

子より内部電源にするモードは使用出来ません。 
   この場合は、ＤＣ２４ＶをＣＮ１若しくはＣＮ４に供給して下さ

い。 
 

　　　　コネクター　　　
 

ＴＭ１１Ｒ－５Ｃ－８８ ヒロセ電機社 
 ＣＮ１ 
 １Ｐ ＤＣ２４Ｖ     外部入力 
 ２Ｐ ＤＣ２４Ｖ ＧＮＤ 外部入力 
 ３Ｐ ＤＱ＋信号 
 ４Ｐ ＧＮＤ 
 ５Ｐ ＧＮＤ（シールド） 
 ６Ｐ ＤＱ－信号 
 ７Ｐ ＤＣ２４Ｖ     外部入力 
 ８Ｐ ＤＣ２４Ｖ ＧＮＤ 外部入力 
 
ＭＬ－８５０－ＨＢＹ  サトーパーツ社 
 ＣＮ２           ＣＮ３ 
 １Ｐ ＡＣ２００Ｖ 入力  １Ｐ ＡＣ２００Ｖ 出力 
 ２Ｐ ＡＣ２００Ｖ 入力  ２Ｐ ＡＣ２００Ｖ 出力 
 
 適合ケーブル 
 直径１．２～２．０ｍｍ 
 
ＴＭ１１Ｒ－５Ｃ－８８ ヒロセ電機社 
 ＣＮ１ 
 １Ｐ ＤＣ２４Ｖ     外部入力 
 ２Ｐ ＤＣ２４Ｖ ＧＮＤ 外部入力 
 ３Ｐ ＤＱ＋信号 
 ４Ｐ ＧＮＤ 
 ５Ｐ ＧＮＤ（シールド） 
 ６Ｐ ＤＱ－信号 
 ７Ｐ ＥＸＴ ＣＮＴ－ 
 ８Ｐ ＥＸＴ ＣＮＴ＋ ｝外部制御信号 
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　　　　　　　　　　　接続例　　　　　　　　　　　
 

Ｌｏｎｗｏｒｋｓ　ＦＴＴ１０Ａ

ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク
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　　　　　　　　　　　外形寸法　　　　　　　　　　　
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ＭｉｃｒｏＬＡＮ人感センサー 
ＭＬ－ＭＡＮ 

 
 
この製品は、ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワークに接続して、使用する人

感センサーです。 
本機はＭＬｔｏｌｏｎと組み合わすことで、ＬＯＮＷｏｒｋｓネット

ワークより人感センサーとして利用することが出来ます。 
ＭＬｔｏｌｏｎのＭｉｃｒｏＬＡＮネットワークにはＭＬ－ＭＡＮ

を ６台接続することが可能です。 
１台のＭＬｔｏｌｏｎで６点の監視が可能となりますので、非常に安

価なシステムを構築することができます。 
 
 

　　　　特徴　　　　
 

 
・ネットワークに接続して、集中監視を行う事ができます。 
・ＬＯＮＭａｋｅｒなどで、バインドを行うことが出来ます。 
・ＭＬｔｏｌｏｎはパラサイト接続モードを使用していますので、 
わざわざセンサーの為の電源を用意する必要は有りません、ネット

ワークより電源を確保します。 
・本基板には、６バイトのネットワーク用のデバイスＩＤがトリミン

グされています。 

　　　　　　仕様　　　　
 

動作電源電圧           ＤＣ５Ｖ±２０％ 
消費電流 スタンバイ時      １７５μＡ 
消費電流 検出時         １０５ｕＡ 
検出範囲 水平方向        １００度 
     垂直方向         ８２度 
     最大距離          ５Ｍ 
 
 
     ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク仕様 
ネットワーク        1 wire bus protcol 準拠 
最大接続台数        ６台 
最大延長距離        ３０ｍ （＊１） 
最大接続ＣＨ数       １５ＣＨ 
電源モード         パラサイト接続モードをサポート。 

 （＊２）               
ネットワークＩＤ      ６バイトのデバイスＩＤ 
 
＊１ カテゴリー５ケーブル使用時で、ケーブル敷設時に動力電源等の

クロストークを受けない事。 
＊２ パラサイト接続モードとはＭｉｃｒｏＬＡＮデバイスの電源を本

器よりの通信線より確保して、動作するモードです。 
    
 

　　　　コネクター　　　
 

 
 ＳＭＫＤＳ１／４－３．５  フェニックスコンタクト社 
 １Ｐ ＤＱ＋信号 
 ２Ｐ ＧＮＤ 
 ３Ｐ ＧＮＤ 
 ４Ｐ ＤＱ－信号 
 
ケーブル 
シールド付きより線ツイストケーブル 
推奨 
三陽工業㈱製 SK-UTP 100M 2P IV  
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　　　　　　　　　　　接続例　　　　　　　　　　　
 

Ｌｏｎｗｏｒｋｓ　ＦＴＴ１０Ａ

最大６台の人感センサー

ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク

ML
MAN

ML
MAN

ML
MAN

ML
MAN

ML
MAN

ＭＬｔｏｌｏｎ

 

　　　　　　　　　　　外形寸法　　　　　　　　　　　
 

25.7

21.5

21
.2

17

31
.5

25

90

 



ML－HUMITMP 
 

 

 19

ＭｉｃｒｏＬＡＮ温度計 
ＭＬ－ＨＵＭＩＴＭＰ 

 
この製品は、ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワークに接続して、使用する温

湿度計です。 
本機はＭＬｔｏｌｏｎと組み合わすことで、ＬＯＮＷｏｒｋｓネット

ワークより温度と湿度を読みとることができます。 
ＭＬｔｏｌｏｎのＭｉｃｒｏＬＡＮネットワークには最大１５ＣＨの

デバイスが接続できますので、ＨＵＭＩＴＭＰを １５台接続すること

が可能です。（ＭＬ－ＴＭＰを混在させることも可能） 
１台のＭＬｔｏｌｏｎで１５台の温湿度測定が可能となりますので、

非常に安価なシステムを構築することができます。 
 

　　　　特徴　　　　
 

・ネットワークに接続して、集中監視を行う事ができます。 
・ＬＯＮＭａｋｅｒなどで、バインドを行うことが出来ます。 
・ＭＬｔｏｌｏｎと組み合わせる事で、１台で１５ＣＨの温湿度測定

を行うことができます。             
・ＭＬｔｏｌｏｎはパラサイト接続モードを使用していますので、わ

ざわざセンサーの為の電源を用意する必要は有りません、ネットワ

ークより電源を確保します。 
・温湿度計の微調整用のオフセット設定が行えます。 
・オフセット設定は電源が断しても、センサーに保持しています。 
・本基板には、６バイトのネットワーク用のデバイスＩＤがトリミン

グされています。 
・ＭＬＴｏｏｌｓを使用することで、温湿度監視ロギングデーターを

ＣＳＶファイル形式で、ハードディスクに記録します。エクセル等

の他のソフトで集計等を処理することができます。 

　　　　　　仕様　　　　
 

動作電源電圧           ＤＣ５Ｖ±２０％ 
消費電流スタンバイ時       ２２５μＡ 
消費電流ＭＡＸ          ３００ｕＡ 
測定範囲             －５５℃～１２５℃ 
温度誤差（－５５℃～１２５℃の間）±２℃  
湿度誤差（０～６０％）      ±７％ 
    （６０％～）       ±８％ 
分解能              ０．０３１２５℃ 
オフセット可変範囲        ＋１０．００～ 
                 －１０．００℃ 
 
     ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク仕様 
ネットワーク        1 wire bus protcol 準拠 
最大接続台数        １５台 
最大延長距離        ３０ｍ （＊１） 
最大接続ＣＨ数       １５ＣＨ 
電源モード         パラサイト接続モードをサポート。 

（＊２） 
ネットワークＩＤ      ６バイトのデバイスＩＤ 
 
＊１ カテゴリー５ケーブル使用時で、ケーブル敷設時に動力電源等の

クロストークを受けない事。 
＊２ パラサイト接続モードとはＭｉｃｒｏＬＡＮデバイスの電源を

本器よりの通信線より確保して、動作するモードです。 
   温度計等のアプリケーションなどでは、ＭｉｃｌｏＬＡＮデバイ

ス以外に素子が接続されませんので、電源は極僅かで済みます。 
   このような場合には、わざわざ外部電源を用意するのではなく、

パラサイト接続モードにて動作します。 
  

　　　　コネクター　　　
 

 
 ＳＭＫＤＳ１／４－３．５  フェニックスコンタクト社 
 １Ｐ ＤＱ＋信号 
 ２Ｐ ＧＮＤ 
 ３Ｐ ＧＮＤ 
 ４Ｐ ＤＱ－信号 
 
ケーブル 
シールド付きより線ツイストケーブル 
推奨 
三陽工業㈱製 SK-UTP 100M 2P IV  



ＭＬ－ＨＵＭＩＴＭＰ 
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　　　　　　　　　　　接続例　　　　　　　　　　　
 

Ｌｏｎｗｏｒｋｓ　ＦＴＴ１０Ａ

最大１５台の温湿度センサー

ＭｉｃｒｏＬＡＮネットワーク

HUMI
TMP

HUMI
TMP

HUMI
TMP

HUMI
TMP

HUMI
TMP

ＭＬｔｏｌｏｎ

 

　　　　　　　　　　　外形寸法　　　　　　　　　　　
 

17

21.550

90
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価格一覧表 
商 品 名 価 格 （ 定 価 ）  

ｉＤＡｑＢｉｎｄｅｒ ￥１４８，０００ ＬＡＮ間バインドをサポート 

ｉＤＡｑＳｅｒｖｅｒ ￥２００，０００ Building Management 

ｉＤＡｑＲｏｕｔｅｒ ￥１２８，０００ LAN―LON Ｇａｔｅｗａｙ 

ｉＤＡｑＲｏｕｔｅｒ用ＵＰＳ ￥１５,０００  

ｉＤＡｑＲｏｕｔｅｒ用電源 ￥１２,０００  

ＭＬｔｏｌｏｎ ￥５０，０００ Micro LAN―LON Ｇａｔｅｗａｙ 

ＦＴＳＥＮＳ-１１１ ￥４０，０００ LON 人感・温度・調光・昼光センサー 

ＦＴＳＥＮＳ-１１０ ￥３６，０００ LON 人感・温度・調光 

ＦＴＬｉｇｈｔ ￥３１，０００ LON 照明管理 

ＭＬ－ＴＭＰ ￥１２，０００ Micro LAN温度計 

ＭＬ－ＴＭＰⅡ ￥５，０００ Micro LAN温度計 

ＭＬ－Ｌｉｇｈｔ ￥９，８００ Micro LAN照明管理 

ＭＬ-ＭＡＮ ￥１５，０００ Micro LAN人感センサー 

ＭＬ-ＨＵＭＩＴＭＰ ￥２０，０００ Micro LAN温湿度計 

ＭＬＧＬＩＢ ￥８５０，０００  

ご購入の際には１度ご相談ください。正式に見積りをさせていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

会社概要 
商   号 コミュニケーションネットワーク株式会社 

 

所 在 地  〒550-0004 大阪市西区靱本町１丁目５－６ 本町辰巳ビル６階 

電 話 06-6444-0088(代)  ＦＡＸ 06-6444-0090 

 

U  R  L http://www.com-network.co.jp 

 

設   立 株式会社 テク  昭和６３年６月１０日 

紀北電子株式会社 平成 元年１月２１日 

 

合   併 平成1５年６月２１日 

 

役   員 代表取締役  西  晃司 

専務取締役 播摩  晃 

 

 

資  本  金 1,470万円 

 

決 算 時 期 年１回 １月 

取 引 金 融 機 関 大阪厚生信用金庫   本店営業部 

りそな銀行      大阪恵美須支店 

 
経営理念 

     企業はひとなり 
 

経営方針 
     総合技術をみにつける 
     お客様と共に成長する 
     社会人としての社員育成 
 
会社の沿革 

平成15 年 6 月 合併 
代表取締役に西晃司就任 
代表取締役に山本東平就任 

平成15 年 12 月 山本東平代表取締役退任 
平成16 年 3 月 本社及び梅田開発室を 

現所在地に移転統合 
資本金を1,470 万円に増資 

 
会社の沿革（旧 紀北電子株式会社） 

昭和60 年  6 月 創業（個人） 
昭和62 年 11 月 浪速区日本橋に移転 
平成 元年  １月 法人設立（資本金 600 万円） 
平成  8 年  3 月 資本金1,000 万円に増資 
平成14 年  3 月 代表取締役に山本東平就任 

         
 
 
 
会社の沿革（旧 株式会社 テク） 

昭和63 年  6 月 法人設立（資本金 400 万円） 
平成 8 年 8 月 資本金1,000 万円に増資 
平成10 年  6 月 豊中分室開設 
平成14 年  8 月 現所在地（梅田開発室）に移転 
  



 

 

ＩＴ時代を支えるハード・ソフトを開発する「 」 
◎画像処理 
 ・フルカラープリンター   ・放送用テロップコントローラー  
 ・スキャンコンバーター   ・グラフィックアクセラレーター 

◎防犯システム 
 ・防犯管理システム 

・防犯用各種センサー及びアクチュエーター 

◎ＬＯＮＷＯＲＫＳ・＆ＭｉｃｒｏＬＡＮ 
 ・イーサーネット・ＬＯＮＷＯＲＫＳ・間ゲートウェイ 
 ・MicroＬＡＮ・ＬＯＮＷＯＲＫＳ・間ゲートウェイ 
 ・システム構築用バインダー 
 ・ＬＯＮＷＯＲＫＳ・対応センサー、アクチュエーター 
 ・MicroＬＡＮ対応センサー、アクチュエーター 
 ・ビル管理システム＆その状態監視システム 

◎ユビキタス 
 ・ユビキタス対応の伝送システム 
 ・ユビキタス対応のセンサー＆アクチュエーター 

◎省エネルギー管理システム 
 ・電力監視システム 
 ・原単位管理システム 

◎表示装置 
 ・屋内外大画面表示装置のソフト 
 ・大規模公共設備の照明管理システム 

◎ＦＡ 
 ・ロボットコントローラー 
 ・サーボコントローラー 

・運用システム 

◎ＰＣ/ＡＴ互換機 

◎ その他 （IT・FA・BA 関連新規開発にご協力致します） 
 
 
 
 
主要納入先」 
・大阪ガス株式会社       ・カネボウ株式会社（自衛隊）   ・リコーエンジニアリング株式会社 
・株式会社 熊平製作所     ・栗原工業株式会社        ・株式会社ローム 
・ゴールドパック株式会社    ・三愛ビル   ・株式会社メイクソフトウェア 
・サンケン電気株式会社     ・綜合警備保障株式会社  ・矢崎総業株式会社 
・タケモト電気株式会社     ・東光電気株式会社  ・松下電器産業株式会社 
・東京インキ株式会社      ・株式会社日刊オフセット  ・松下電工株式会社 
・名古屋大学          ・パナック株式会社  ・富士写真フイルム株式会社 
・株式会社日比谷総合設備    ・株式会社フォトロン  ・富士機工株式会社 
・松下冷機株式会社       他 
 
主要取引先  
 松下電工株式会社   大洋電子株式会社   ㈱近計システム 

松下電工ソフトウェア株式会社   メトロ電気株式会社   株式会社システムワークス 
コックス株式会社         メメック・ジャパン株式会社  和田電機株式会社 
株式会社理研計器奈良製作所    富士エレクトロニクス株式会社  竹菱電機株式会社 
緑屋電気株式会社         共立電子産業株式会社  日本リバテック株式会社 
株式会社熊平製作所        株式会社マイニクス   フェニックスコンタクト株式会社 
桜井株式会社           有限会社インカーネット  綜合警備保障株式会社 
株式会社フォトロン   他 



 

 

組 織 図 

代表取締役 取　締　役　会

監　査　役

管　理　部

システム技術部

ネットワーク開発部

営　業　部

株 主 総 会

 
 
周辺地図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

製造元　
　　

コミュニケーションネットワーク株式会社
〒550-0004　大阪市西区靱本町１丁目５－６　本町辰巳ビル６階
　　　　　　　　　　TEL.06-6444-0088 FAX.06-6444-0090

U   R   L : http://www.com-network.co.jp
E－ｍａｉｌ ：info@com-network.co.jp

販売元　

販売元　


