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はじめに 

imc CANSAS をご購入いただき、誠にありがとうございます。 

本資料では imcCANSAS をこれからお使いになる方向けに初歩的な CANSAS の扱いとソフトウェアでの設定方法に関し

て説明しています。 

 

1.1.CAN/USB インターフェース（CANFT/USB-P 梱包物） 
本マニュアルでは初期導入セットの CAN/USB インターフェースセットの添付を前提としてご説明いたします。 

セットには下記のアイテムを含みます。 
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1.2.ソフトウェアのインストーラ 
ソフトウェアは前述の USB インターフェースに付属の CD に格納されています。または常に最新のソフトウェアを下記

URL からダウンロード可能です。インターネットにて「東陽 CANSAS」で検索してください。 

https://www.toyo.co.jp/mecha/contents/detail/imc_download_site.html 

 

 

 

1.3.ドライバのインストール 
事前に Kvaser 社の CAN/USB 変換器のドライバをインストールしてください。 

インストール方法は別途”imcCANSAS インストール手順書”をご参照ください。 

 

1.4.ピン配置 
まず、imc CANSAS fit の CAN&電源コネクタは LEMO 5Pin を採用しています。 

ピン配置は下記の通りなので、ご確認ください。なお CAN IN と CAN OUT は内部で電気的につながっています。 

 

コネクタ：LEMO.0B.305 シリーズ 

+POWER  ：1 Pin 

-POWER  ：2 Pin 

CAN_HI  ：3 Pin 

CAN_LOW ：4 Pin 

CAN_GND ：5 Pin 

 

 

 

https://www.toyo.co.jp/mecha/contents/detail/imc_download_site.html
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1.5.ターミネータ 
CAN バスの物理層は原則として 120Ωのターミネータ（終端抵抗）を 2 個バス上に設置する必要があります。このターミ

ネータはインピーダンスマッチングの役割を果たし、シリアル通信の物理層で起こる反射を防ぎます。 

なお、imcCANSAS fit 用の USB/CAN インターフェースセット（型番：CANFT/USB-P）に付属する CAN バスケーブ

ルは両端に終端抵抗が挿入されていません。その為、必要に応じてターミネータを接続してご使用ください。 

         

<LEMO.0B.305 タイプ>                               <DSUB 9Pin タイプ> 

 

1.6.クリック機構による接続 
imcCANSASfit を複数台接続される場合は上部と下部のカバーをドライバで外してください。接続コネクタが露出します。 

    

<上部>                                                 <下部> 

なお、取り外したカバーは下記の通り、モジュール側面に取り付けて管理していただく事が可能です。 
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1.7.複数台接続 
複数台連結を行う場合、まずはモジュール左手のツメを噛ませます。 

 

 

 

 

なお、複数台の imcCANSASfit を接続される場合には、”最も物理的に離れた最上部”のモジュールへターミネータを設置

するようにお願いします。 

 

 

 

 

最も物理的に離れた最上部のモジュールへターミネータを接続してください。 

ツメを噛ませる 

カチッと音がするまで押し込む 
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下記に imcCANSASfit の内部回路を示します。モジュール同士は CAN チップ同士が gateway で通信をしています。その

為、下記の 2 台ですと、右の 2 台はターミネータを必要としません。 

 

 

 

  

例として上記の図では、最も左側にあるモジュールへターミネータを接続してください、それ以外のモジュールの

CAN チップはパッシブ状態です。 
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1.8.ケーブルの接続 
下記の通り、PC と imc CANSAS を CAN/USB インターフェースを介して接続してください。 

AC アダプタとケーブルの接続は下記の通り、フェニックスを接続してください。 

 

Kvaser の CAN/USB インターフェースと CAN ケーブルの間には、DSUB ターミネータを挟んでください。 

 

なお、LEMO タイプのターミネータは最上部のモジュールへ接続してください。 

 

 

 

120Ω 



imc CANSAS 簡易手順書 (fit 版)  

 

 8 / 32 Rev.B - 2021/03/19 

 

 

 

最終的な接続は下記の通りです。 

 

 

1.9.リセットプラグ 
imc CANSAS fit シリーズには従来のリセットという概念がございません。 

その為、工場出荷時に戻すような動作はなく、CAN 2.A でモジュールを検索して設定を変更いただきます。 

  

PC 側 
AC アダプタ側 

CAN、電源ケーブル imcCANSASfit 

120Ω 

120Ω 
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ソフトウェアの操作手順 

2.1.ソフトウェアの起動 
CANSAS ソフトウェアを起動します。下記が CANSAS ソフトのメイン画面となります。 

 

 

2.2.インターフェースの選択 
メイン画面上部のメニューから[エクストラ] → [インターフェース]を選択します。すると[インターフェース]ウィンドウ

が開きます。[プラグイン]のドロップタブから[ Kvaser Leaf SemiPro HS]を選択し[ OK ]を選択して下さい。 
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2.3.試験設定の作成 
メイン画面上部のメニューから、[ファイル] → [新規]を選択します。または下記のアイコンを選択します。[新しい名前

でデータベースを保存]ウィンドウが現れますので、[ファイル名(N)]の欄に試験設定名を入力後、[保存]をクリックして

設定ファイルを保存して下さい。 

 

 

 

 

2.4.モジュールの検索 
メイン画面上部のメニューから[モジュール] → [組み込みアシスタント]を選択して下さい。すると[組み込みアシスタン

ト]ウィンドウが出現します。[次へ]をクリックして下さい。 
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シングルインテグレーション、マルチプルインテグレーション、どちらかを選択し、[次へ]をクリックして下さい。 

シングルインテグレーションでは、モジュールを 1 台だけ検索します。対してマルチプルを選んだ場合は、複数台の 

モジュールを検索します。最後にオフラインインテグレーションでは、実機と接続せずに設定を構築することができます。 
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[次へ]をクリックして下さい。すると PC に接続されている CANSAS の読み込みが行われます。 
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※CANSAS の読み込みが正常に行えない場合、下図のような警告画面が表示されます。警告画面が表示される場合、画

面内の”OK”を押して画面を閉じ機器の接続状況を確認して下さい。 

 

 

 

モジュールの検索が正常に行われた場合、下図画面が出現します。シリアル#には接続しているモジュールの S/N が記載

されます。[次へ]をクリックして下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CANSAS 本体の接続、 

電源不良などによる警告 

CAN/USB インターフェースの接続、 

認識不良などによる警告 
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[完了]をクリックして下さい。 

 

 

以上でモジュールの検索・登録は完了です。 

 

注意事項： 

もしも複数台のモジュールを検索したいが、一部のモジュールしか検索できなかった場合、CAN のボーレー

トが不一致の可能性が高いです。その場合は 1 台ごとにモジュールを検索し、CAN のボーレートを一致させ

た状態で複数台を検索してください。 
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2.5.ボーレートの設定方法 
メイン画面にて「CAN バスインターフェース」をクリックして選択します。次に画面右側の「ボーレート」のプルダウン

メニューから、設定したいボーレートを選択します。 

 

 

注意事項： 

もしも複数台の CANSAS モジュールを接続している場合、CANのボーレートを同時に変更する必要があり

ます。複数台のモジュールへの設定ダウンロード、測定、DBC ファイルの出力については、後述致します。 
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2.6.CAN バージョンの設定 
メイン画面にて「CAN バスインターフェース」をクリックして選択します。デフォルトは 125kbps ですが、最もご相談

いただくのは 500kbps での通信です。ボーレートの変更は下記の画面で行ってください。 

なお、「全ての ID は拡張 ID」をチェックした場合、CAN バージョンは拡張(2.0B)となります。チェックしていない状態

では標準(2.0A)です。 

 
 

※注意事項 

基本的には 2.0Aの使用を推奨します。 

理由：設定ソフトウェアにて CANSAS のオートスキャンを行う際にオートで対応しているのは 2.0A のみと

なります。2.0B の場合はオートスキャンに対応していませんので、必ず通信の設定をメモしてお使いいただ

くようにお願いします。万が一通信の設定が不明となり、モジュールの検索が出来なくなった場合には、リセ

ットを行った後に、再度モジュールを検索してください。 

 

※注意事項 

複数台のモジュールが接続されている場合、すべてのモジュールのボーレートは一度にまとめて変更してくだ

さい。一度にまとめて設定を変更するためには、2.10 章をご確認ください。 
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2.7.メッセージ ID の変更 
「メッセージ ID」に任意のメッセージ ID 番号を入力します。標準では 10 進数です。 

 

 

末尾に「h」を入力した場合、入力した値は 16 進数のものとして扱われます。 

 

  

メッセージ ID：10 進数 

メッセージ ID：16 進数 
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2.8.チャンネル設定 
メイン画面にて、設定を行うチャンネルをクリックして選択した状態にします。 

*PC キーボードの CTRL ボタンを押しながらクリックを行うことで、複数のチャンネルを選択可能です。 

使用するセンサのタイプ、計測レンジ、サンプリング間隔等の設定を行ってください。 

 

また、必要であれば[スケーリング]タブで校正値の設定を行ってください。 
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温度の設定画面： 
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2.9.設定書き込み時の注意事項 
複数台のモジュールを接続される場合、後述の章「設定確認」～「DBC ファイルの出力」までの機能をお使いいただく場

合、マウスカーソルを最上部の.mdb をマウスで選択した状態にて、「設定確認」、「設定のダウンロード」、「測定」、「DBC

ファイルの出力」をお願い致します。 

 

 

※注意事項 

モジュール単体を選択した場合、単体でのソフトウェア動作となります。 

複数台のモジュールを接続した状態で、1台だけ CANのボーレートを変更すると、CAN の通信バスの衝突が

発生し、以後、モジュールとの通信が切断されます。 

 

 
 

  

必ず、ツリーの最上の.mdb を選択してから、設定の確認、ダウンロード、

測定を行ってください。設定確認」、「設定のダウンロード」、「測定」、「DBC

ファイルの出力」について複数台のモジュールに対して一度に動作させるこ

とができます。 

モジュール単体を選択した場合、単体でのソフトウェア動作となります。そ

の為、「設定確認」、「設定のダウンロード」、「測定」、「DBC ファイルの出力」

もモジュール１台分しか動作しません。 
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2.10.設定確認 
CANSAS の設定にエラーや矛盾がないか確認する為には、[モジュール] [設定確認]を選択してください。 

 

 

または下記のアイコンを選択してください。 

 

 

下記のポップアップウィンドウにて設定の確認ができます。 
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2.11.バス負荷の確認 
CAN バスの設定を確認する場合は、メニューの[モジュール][Calculate Bus Load]を選択してください。 

 

 

下記の通り、CAN バスのバス負荷を計算して確認することができます。 
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2.12.測定 
メイン画面上部のメニューから[ モジュール ] → [ 測定 ]を選択します。 

計測が実行され、下図のように”測定”ウィンドウに計測値が出力されます。 

 

以上で試験設定及び計測開始までの手順は完了です。 

 

2.13.DBC ファイルの出力方法 
メニューから[ファイル] → [エクスポート]を選択します。 

(イ) [ファイルの種類]として[CAN データプロトコル(*.dbc)]を選択し、任意の名前をつけて保存します。 
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以上で DBC ファイルの出力は完了です。  
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その他 

3.1.ファームウェアアップデート 
imc CANSAS モジュールへ設定を書き込む際に、ファームウェアアップデートが発生することがございます。その際は、

注意してファームウェアのアップデートを行ってください。 

 

 

注意事項： 

必ず複数台ではなく 1台ごとに Firmwareのアップデートをお願いします。 

 

3.2.データフォーマット 
imc CANSASfit シリーズでは 16bit インテジャと 32bit フロートのデータ型を選択することができます。 

デフォルトは 16bit インテジャです。32bit フロートのデータ型を選択する場合は通常よりも、倍のデータ容量を必要と

しますので、ご注意ください。また、CAN メッセージの追加と手動での割り振りをお願いします。 
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3.3.スペシャルファンクション 
モジュールのツリー最下部のスペシャルファンクションを選択すると、「ハードビートメッセージ」「同期計測」の設定画

面が現れます。ハードビートメッセージはモジュールの状態を CAN バス上に送信する機能です。同期計測は CANSAS の

CH クロックを同期させる設定です。本マニュアルでの設定は割愛いたしますので、詳しくはサポートまでお問合せくだ

さい。 

 

ハートビート設定画面： 

 

 

  



imc CANSAS 簡易手順書 (fit 版)  

 

 27 / 32 Rev.B - 2021/03/19 

 

 

 

同期計測画面： 
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3.4.バランスの設定 
ひずみ計測、またはゼロバランスが実行可能なモジュールについては、[バランス]タブでバランス動作についての各種設

定が可能です。例えばひずみゲージ式の圧力センサや加速度センサ、ロードセルなど、各種センサのゼロバランスを取り

たい時にお使いいただける機能です。 

チェンネルの設定： 

 

モジュールの設定： 

 

 

注意事項： 

バランスが可能なモジュールと不可能なモジュールがございます。imcCANSASfit シリーズでは UTI-6 にてバランス

が可能です。 
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3.5.チャンネルのパッシブ 
使用しないチャンネルがある場合には、「CAN バスメッセージ以外」へドラッグアンドドロップしてください。 

これで使用しない計測 CH をパッシブ（無効化）することができます。 

 

3.6.設定のコピー＆ペースト 
今回例として、SC16-123456 から SC16-999999（架空の SN）へ設定をコピーします。 

SC16-123456 をマウスカーソルを当メニューから[ 編集 ＞ コピ ]ーを選択します。 
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つぎに設定を移し替える対象の CANSAS にマウスカーソルをあて、右クリック＞貼り付けを選択します。 

 

モジュールの設定のコピーは以上です。 

3.7.モジュールの削除 
モジュールを削除する場合は下記のメニューから [ 編集 > 削除 ]から選択してください。 
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3.8.モジュールツリー表示 
モジュールのツリー形式は２つのタイプから選択することができます。 

 

メッセージ毎に CH を表示： 

 

 

チャンネル毎に表示： 
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使用許諾条件 

第 1 条 著作権の帰属 

本計測器、及び、ソフトウェアに付属する取扱説明書、書類等の著作権、その他の知的財産権は、弊社に帰属します。 

 

第２条 免責 

万一、本計測器、及びソフトウェアにより損害が生じたとしても、弊社はその賠償責任を免れるものとします。 

 

特記事項 

計測器のモジュール校正は年に１回度の定期的なメンテナンスをお勧めいたします。 

当社東陽テクニカでは、ドイツと同様の校正器を国内に所有しており、通常のモジュールであれば、国内校正が可能でご

ざいます。 

 

サポート 

また、弊社スタッフまで直接ご質問・ご相談がある場合は下記連絡先までご連絡下さい。 

株式会社 東陽テクニカ 

機械技術部    imc サポート 

機械制御計測部 imc 担当 

TEL：  03-3279-0771(代表) 

FAX：  03-3246-0645 

E-mail： imc@toyo.co.jp 

 

mailto:imc@toyo.co.jp
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