
このたびは、CAN  /  Wireless  LAN  Bridge  CDS-2150（以降本製品）
をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 
本紙は、本製品をCANデータのモニタリングでお使いいただくための設定手
順を説明しています。 

□ M以下のものが同梱されていることを確認してくだ

さい。CDS-2150本体 □ 保証書 

□ 設置ガイド（本紙） □ GPL問い合わせシート 

本製品のマニュアルは、弊社の Web サイトにて公開しています。 

3. 本製品のカテゴリと製品名をプルダウンメニューから選択して、［表示］ を
クリックします。 

4. 本製品のマニュアルを任意の場所にダウンロードします。 

【正面】 

④ ⑤ 

【底面】 

■CAN Connecter PIN Allocation

本製品は、下記の機能を搭載しており、ご利用環境やシステムに柔軟に対応すること
ができます。 

■Converter Server Mode 

TCP/IP、UDP/IP通信上でCANデータを透過的に送受信することができ、Socket

③ APIを使用したアプリケーションプログラムとの通信を行うことができます。 

■Ecable Mode 
本製品を2台使用することで、別々のCANバスに接続されたCANデバイスを無
線で接続してCAN通信を行うことができます。 

■無線LAN規格としてIEEE802.11b / g / nに対応 
本製品はIEEE802.11b/g/nに準拠していますので、さまざまなCANデバ イ
スをワイヤレス環境で共有することができます。
無線設定で「WPA(PSK)」「WPA2（PSK)」を選ぶことができ、暗号化規格
はWPAがTKIP / AES / AUTO、WPA2がAES / AUTO にそれぞれ対応
します。 

■無線Access Point、DHCPサーバ機能に対応
Access Pointとして動作時は、DHCPサーバ機能をご使用いただけます。
Access PointでDHCPサーバが有効になっている場合は、ご使用のパソコン
や端末と簡単に接続することができます。 

本製品は以下のような使い方ができます。本紙では、「CANバス上のデータをモ
ニタリングする」場合の設定方法を説明します。「2つのCANバスを無線で 接続す
る」場合の設定方法は、本製品のマニュアルを参照してください。 

本製品をCANバスに接続して、CANバス上のCANのデータをパソコンやタブレット な

どでモニタリングすることができます。CANバス上のCANのデータをモニタリン グす

るときは、CANブリッジ機能のConverter Server Modeを使用します。 

CAN Bus CAN Data 

 

  PC 

          Tablet 

- CAN Data Monitoring -

 
CANバス上のCANデータをパソコンやタブレットなどでモニタリングできるよう
に本製品を設定します。 

CAN Bus CAN Data 

 PC 

          Tablet 

Prepare the following item on your own to set up CDS-2150 

■PC for Set Up 
本製品は、Webブラウザを利用して詳細な設定および設定内容の変更を行
うことができます。無線LANとWebブラウザが利用できる設定用パソコン
を準備してください。 

Wireless Standard IEEE802.11b/g/n 

Authentication Method  WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO) 

WPA2-PSK(AES/AUTO) 

Web Browser Internet Explorer 10 or later 

本製品を設置して、本製品の CAN コネクタにCAN バスを接続します。
CAN バス側から給電されると、本製品は起動します。 

本製品を2台使用して、本製品に接続したCANバスを無線で接続できます。2つの

CANバスを無線で接続するときは、CANブリッジ機能のEcable Modeを使用します。 

CDS-2150 CAN Bus

*1 Termination processing is done by connecting to TRXD_R and TRXD_L  

*2 本製品の筐体は、防火エンクロージャの設計とはなっていないため、安全規格

の要求ではありませんが、電源ラインに 2 ～ 3A 定格のヒューズを挿入する

ことを推奨します。 

*3 オープンとしてください。

・Microsoft    Windowsなどは米国マイクロソフトコーポレーションの米国、お
よびその他の国における登録商標です。 

・その他記載されている社名、および製品名は各社の商標または登録商標です。 

CDS-2150 

(Access Point)  

CAN Bus  

CDS-2150 

(Station) 

CAN Bus 
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CDS-2150 
Installation Guide 

Names and Functions Features 

Specifications 
Connecting Two CAN Buses Wirelessly 

CDS-2150 and Accessory 

CDS-2150 Manual 

Example of Use 

Monitoring Data on CAN Bus 

Set up Preparation 

CDS-2150 Installation 

Trademark 
Go to Step3 (back side) 

Step2 

Step1 

① 

② 

(1) CAN1 LED

CAN2 LED 

Green: CAN communication is operating properly.  

 

緑点滅（1秒間 5回）：CAN通信エラーが発生しました。 

消灯：CANデバイスエラーが発生しました。 

(2) WLAN LED 緑点灯：Access Pointモード（子機と接続状態です。） 
緑点滅：Access Pointモード（子機と未接続状態です。） 
橙点灯：Stationモード（アクセスポイントと接続状態です。）  橙
点滅：Stationモード（アクセスポイントと未接続状態です。） 赤点
灯：起動中です。 

シャットダウン中です。
Wireless異常状態です。 

消灯 ：無線停止状態です。 

(3) USB LED 緑点灯：USBメモリを接続しています。 
緑点滅（1秒間 2回）：USBメモリにデータを転送中です。
赤点灯：USB 過電流を検出しました。 
橙点灯：USB Function（RNDIS)接続をしています。消
灯 ：未接続状態です。 

(4) USB Connector Micro-B USB

Some connected devices automatically identify the Function mode and the Host 

mode under USB OTG.  

・パソコン（USBホスト）を接続したとき 

Functionモードで動作します。microUSB    変換ケーブルでパソコンと接続します。USB 

Remote NDISによりパソコンから本製品にアクセスできます。 

・USBメモリを接続したとき 

Hostモードで動作します。microUSB 変換ケーブルでUSBメモリ（FAT32) を接続して

使用できます。 

※ USBコネクタ使用時は、防水防塵性能はありません。 

(5) CAN Connector 18-pin waterproof c18極防水コネクタ
（電源/CAN/IO） CANケーブルを接
続します。 

Pin Name Pin Name 

1 CAN1_H 10 CAN2_H 

2 CAN1_L 11 CAN2_L 

3 SIO_GND 12 TRXD_R *1
 

4 BATT *2 13 TRXD_L *1
 

5 KEY *2
 14 TRXD_H 

6 DIN1 15 TXD_L 

7 DIN2 16 TXD_H 

8 RESERVED *3
 17 GND 

9 DOUT 18 GND 

Waterproof  JIS D 0203 D2 

Dustproof JIS D 0207 F2  

Rated voltage 10VDC to 32VDC  

Rated electricity 0.7A (max) 

CAN spec  CAN 2.0B Active（× 2ch） ISO11898 High 

Speed (max. 1Mbit/s) 

Baud rate 125,000 / 250,000 / 500,000 / 1,000,000 

USB sec USB OTG 2.0  

Host  mode：Access USB memory  (          FAT32) 

Function mode: Connect PC with USB Remote NDIS  

Serial spec RS-422A / 485  

LED 4 LEDs on the front of CDS-2150：CAN1LED (Green)  

CAN 2 LED (Green) 

WLAN LED (Green/Red) 

USB LED (Green/Red) 

Operating 

environmental 

condition 

Temperature :-30℃ to  +65℃ 

Humidity: 20% to 95%RH   (No condensation) 

Storage 

environmental 

condition 

Temperature: -40℃ to +85℃ 

(Do not exceed 1000 hours at +65℃ or more or 500 hours at +75℃ or more) 

 Humidity: 20% to 95%RH   (No condensation) 

silex technology, Inc. 

Thank you for purchasing CAN/Wireless LAN Bridge CDS-2150 (hereafter CDS-

2150). This Installation Guide shows the setup procedure of CDS-2150 to monitor 

CAN data.   

Make sure that the following items are included.  

□ CDS-2150                   □ Warranty

□ Installation guide (this guide)   □ GPL inquiry sheet 

CDS-2150 Manual is released on silex website. 

1. Start a web browser and open silex website.  

URL: https://www.silextechnology.com/resources
2. Select the product name of CDS-2150 from the pull-down

3. Download the CDS-2150 manual. 

[Front] 

[Bottom] 

Green: CAN communication is operating properly.  

Flashing green: (two times per sec): Sending/Receiving CAN data.  

Flashing green: (five times per sec): CAN communication error occurred.  

Off: CAN device error occurred. 

Green: Access Point mode (Connecting with a station device) 

Flashing green: Access Point mode (Not connected with a station device) 

Orange: Station mode (Connecting with an access point) 

Flashing orange: Station mode (Not connected with an access point) 

Red: CDS-2150 is booting up/shutting down/facing the abnormal state of 

wireless connection.  

Off: The wireless connection stops.  

Green: Connecting USB memory. 

Flashing green (two times per sec): Data is transferring to USB memory.  

Red: Detected USB overcurrent.  

Orange: Connecting USB function (RNDIS).   

Off: Not connected.  

Micro-B USB 

Automatically recognizes the function mode or the host mode for connected 

devices under USB OTG.  

- When a PC (USB host) is connected 

CDS-2150 runs in the function mode. CDS-2150 connects to the PC 

through a micro USB converted cable.  The PC can access CDS-2150 

under USB Remote NDIS. 

- When a USB memory is connected 

CDS-2150 runs in the host mode.  USB memory (FAT32) can be 

connected with the micro USB converted cable. 

* There are no waterproof and dustproof features when the USB connector is used.

18-pin waterproof connecter (Power/CAN/IO). 

CAN cable is connected.  

*1 Termination processing is done when TRXD_R and TRXD_L connection are 
made. 

*2 The enclosure is not a fireproofing enclosure. We recommend 2A to 3A rated 
fuse to be inserted to the power line although the safety standard does not 
require it. *3 Needs to be open. 

 

- Microsoft and Windows are the registered trademarks of US Microsoft Corporation 
in US and other countries.  

- Other company names and product names are the trademarks or the registered 
marks of each company. 

CDS-2150 has the following features to meet users’ environments and systems in a 
flexible manner. 
 
■ Converter Server Mode
      CAN data can be sent/received transparently over TCP/IP or UDP/IP

communication.  CDS-2150 can establish communication with an application
program using Socket API.
 

■ Ecable Mode
   Two CDS-2150s make it possible to establish CAN communication by wirelessly 

connecting CAN devices which are connected to a different CAN bus.  

■ IEEE802.11b/g/n (wireless LAN standard)
      As CDS-2150 conforms to IEEE802. 11b/g/n, various CAN devices can be shared

under the wireless environment. Either WPA (PSK) or WPA2 (PSK) can be selected 
in the wireless setting. WPA supports TKIP/AES/AUTO, while WPA2 supports 
AES/AUTO as the encryption standard.  

■ Wireless Access Point and DHCP Server Function  
  When CDS-2150 works as an access point, DHCP server function is available. 
When the DHCP server is enabled in the access point mode, CDS-2150 can easily 
be connected to PC or devices in use.  

CDS-2150 can be used as stated below.  This installation guide shows how to set up 
CDS-2150 to monitor data on the CAN bus. See the CDS-2150 Manual how to connect 
two CAN busses wirelessly   

 

CDS-2150 can connect to CAN bus to monitor CAN data on the CAN bus using a PC 
or a tablet. Use Converter Server Mode of CAN Bridge function to monitor CAN data 
on the CAN bus.  

Two CDS-2150s make it possible to connect CAN buses wirelessly. The CAN bus is 
connected to each CDS-2150. Use the Ecable Mode of CAN Bridge function to 
connect two CAN buses wirelessly.   

Set up CDS-2150 to monitor CAN data on the CAN bus with PC or a tablet. 

A user can use a web browser to configure or update CDS-2150 settings. Prepare a 
PC which can connect to a wireless LAN to use a web browser.  
 

Install CDS-2150 and plug CAN bus to the CAN connector. CDS-2150 starts after the 
power is supplied from the CAN bus.  

www.silextechnology.com

http://www.silex.jp/
http://www.silextechnology.com


設定用パソコンから本製品に無線で接続して、無線LAN環境とCANブリッジ機能のConverter Server Modeを設定します。 

4.「DHCPサーバの設定をします。」の左端にある「＋」をクリックして、 

DHCPサーバの設定をします。 

本製品を接続したCANバス上のCANデータをパソコンやタブレットなどでモ
ニタリングします。CANデータをモニタリングするには、Socket APIを使
用したクライアントアプリケーションが必要です。 

本製品の SSID と共有キー、無線 LAN の IP アドレスの初期値は以
下のとおりです。 

SSID ： CDS + Ethernet アドレスの下 6 桁
共有キー ： PreSharedKey  

IP アドレス   ： 192.168.3.10  

下記はWindows10を使った接続例です。 

の他のOSに関しては、OSのヘルプなどを参照してください。 

1. 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコン

をクリックします。 

2. ネットワークの一覧から本製品のSSIDを選択して、[接続 ]をクリッ
クします。 

Webブラウザを起動して、本製品のIPアドレスをWebブラウザのアドレス バーに 
http://xxx.xxx.xxx.xxx/ と入力します。 

1. 本製品のWebページが表示されます。 

5. 「CANブリッジの基本設定をします。」の「動作モード」を「Converter 

Server Mode」に設定します。

使用するチャネル（CAN1/CAN2）を「Enable」に設定します。本製品に 

接続したCANバスの通信設定に合わせて、ボーレートを設定します。

1. CANバスに接続した本製品を起動して、待ち受け状態にします。本
製品は、CANバスから給電されると起動します。 

2. パソコンやタブレットなどのクライアント側でクライアントアプリケーションを
起動します。 

3. アプリケーションからの接続が確立すると、CANバスとの双方向通信が可
能になります。 

CAN Bus CAN Data 

PC 

Tablet 

3. 以下の画面が表示されたら、ネットワークセキュリティキーの入力欄
に本製品の共有キーを入力して、[次へ]をクリックします。 

1. 本製品のWebページで、左側にあるページ切替メニューから「機器設定」をク
リックします。 6. 設定した内容を確認して、[保存］をクリックします。

4. 以下の画面が表示されたら、［いいえ］をクリックします。 

2. パスワード入力画面が表示されます。 

本製品のユーザ名とパスワードを入力して、[OK]をクリックします。 

［本製品のユーザー名とパスワード］ 
ユーザ名 ：root

パスワード：工場出荷時設定では設定 

されていません。 

3. 機器設定のページが表示されます。 

「無線LAN環境を設定します。」の左端にある「＋」をクリックして、無線
LANの環境を設定します。 

「無線モード」を「Access Point」に設定します。 

7. 

8. 再起動の確認画面が表示されますので、[OK］をクリックします。 

9. 再起動を実行します。 

再起動が完了すると設定が有効になります。 

CDS-2150 

USB Cable 

(micro-B)

CDS-2150 Set Up Actual Monitoring 

Default Value of Wireless LAN Environment 

Wireless Connection 

【参考】 
・上記 ”xxx.xxx.xxx.xxx”は、本製品のIPアドレスです。 

Enter the following address in a web browser to access the inquiry 

page.  

https://www.silextechnology.com/support

When CDS-2150 Cannot be Connected Wirelessly Note 

Step4 Step3 

Connect the setting PC to CDS-2150 wirelessly, and then set the wireless LAN environment and the Converter Server Mode of CAN Bridge function.  

CDS-2150’s SSID, the pre-shared key, and the default value of IP address 
are stated below.  
 
SSID: CDS + the last six digits of Ethernet address 
Pre-shared key: PreSharedKey 
IP address: 192.168.3.10 

For Windows 10 (How to connect CDS-2150) 
 
See OS Help for other OS.  

1. Click the network icon    on the task tray. 

2. Select SSID of CDS-2150 from the network list and click [Connect].  

Connect 

With security protection 

Auto connection 

3. When the following window appears, enter the pre-shared key of CDS-
2150 in the network security field, and click [Next].   

With security protection 

Enter the network security key 

Next Cancel 

4.  4. When the following window appears, click [No].  

Do you want to allow other PC and devices 

under this network to detect this PC?   

 You are recommended to make this function 

enable for a home network and an in-house 

network and disable for the public network.  

With security protection 

Yes No 

Connecting 

Verifying and connecting 

Cancel 

5. When the following window appears, CDS-2150 starts connecting to
devices.

1. Start a web browser and enter the IP address of CDS-2150. Enter
http://xxx.xxx.xxx.xxx/ in the web browser’s address bar.  

 

[Note] 
- The above “xxx.xxx.xxx.xxx” is the IP address of CDS-2150.

2. The CDS-2150 page will be displayed.  

1. Click [Device Setting] from the page switching menu on the left of the 
CDS-2150 web page.  

Status 

2. The password input window will be displayed.
Enter the user name and password of CDS-2150 and click [OK].

[CDS-2150’s User Name and Password] 

User name: root 
Password: Not specified at the default 
setting. 

3. The device setting page will be displayed. 
Click [+] of [Set up a wireless LAN environment] to configure the 
wireless LAN environment. Choose [Access Point] for [Wireless mode]. 

4. Click [+] of [Set up DHCP server] to configure the DHCP server.  

5. Choose [Converter Server Mode] for the [Operation mode] of [Set up the
CAN Bridge basic setting.] Choose [Enable] for CAN1/CAN2 (channels to
be used). Choose a baud rate to align with the CAN bus communication
setting.

6. Click [Save] after checking the input.

7. The message of restarting CDS-2150 will be displayed. Click
[OK].

8. Execute restart. 
When CDS-2150 restarted completely, the change becomes effective. 

Monitor CAN data on CAN bus connected to CDS-2150 by using a PC or 
a tablet. A client application using Socket API is needed to monitor CAN 
data. 

1. Start CDS-2150 connected to CAN bus and display a standby screen.
CDS-2150 starts when the power is supplied from CAN bus.  

2. Start a client application on a client side such as PCs and tablets.
 

3. When the connection is established from the application, it makes
possible to establish the connection with CAN bus.

When you cannot connect CDS-2150 over the wireless LAN, because 
you don’t know primarily how to set the pre-shared key, connect CDS-
2150 to a PC with a USB cable to update/initialize the setting. See [5-3. 
Use RNDIS Environment] in the CDS-2150 Manual.   

The setting of CDS-2150 is now completed. 

Inquiries about CDS-2150 

Status 

Device setting 

Admin. 

Status 

CAN Bridge 

Device 

Restart 

Save syslog 

Status 

Device setting 

Admin. 

Status 

Status 

Security 

Server 192.168.3.10 is requesting the user’s name and password. 

According to the server, this is a request from CDS-2150 

Warning: The user name and password are not protected with 

security in connection and are sent using a basic authentication.  

Password  

Cancel 

Device Setting 

Set up the network environment. 

Host name 

Set up the wireless LAN 
environment 
Wireless mode 

IP address (DHCP server) 

Subnet mask 

Default gateway 

Device Setting 

Set up CAN Bridge basic settings 

Set FTP 

The setting is updated and CDS-
2150 will restart. 
Are you sure? 

Cancel 

A message from the web page. 

Devise Setting 

Operation mode 

Baud rate Ch1 

Baud rate Ch 2 

Device Setting 

Set FTP 

Save 

Device Setting 

Device Setting 

Operation mode 

Baud rate Ch1 

Baud rate Ch 2 

Set up CAN Bridge basic settings 

Save 

Device Setting 

Device Setting 

Network authentication 

Encryption method 

Pre-shared key 

Set the DHCP server 

DHCP server function 

Start IP address 

End IP address 

Lease period (date) 

Lease period (Hour) 

Lease period (Minute) 

Subnet mask 

Devise Setting 

Device Setting 

CDS-2150 is restarting. Please wait for a while. 

http://xxx.xxx.xxx.xxx/
http://www.silex.jp/contact/
http://xxx.xxx.xxx.xxx/
https://www.silextechnology.com/support



