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はじめに	
本マニュアルは、IS8000 統合計測ソフトウェアプラットフォーム ( 以降、IS8000 ソフトウェアと
略します ) の ECUモニター同期機能 (/EM1 オプションまたは -EM1 オプション ) について説明した
ものです。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。本オプショ
ンを使用するには、パーソナルコンピュータ ( 以降、PC と略します ) にインストールされている
IS8000 ソフトウェアで、次の手続きが必要です。
・	 仕様コード /EM1 の場合、IS8001 または IS8002 のアクティベーションが必要です。
・	 仕様コード -EM1 の場合、IS8001EX または IS8002EX のアクティベーションが必要です。
*	 アクティベーションの方法については、インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) をご覧ください。

お読みになったあとは大切に保存してください。ご使用中に操作がわからなくなったときなどに
きっとお役に立ちます。なお、本ソフトウェアにはユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の「マ
ニュアルの構成」に示す各種マニュアルがあります。あわせてお読みください。
本ソフトウェアのランチャーと Help[ ヘルプ ]メニューから、上記マニュアルにアクセスできます。
操作の詳細については、ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の 9.3 節をご覧ください。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、次のシートに記載されています。
ドキュメント No. 内容
PIM	113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

ご注意
・	 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、予告なしに変更することがあります。最新のマニュ
アルは、当社Webサイトでご確認ください。

・	 本書に記載の画面表示内容は実際のものと多少異なることがあります。
・	 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがあ
りましたら、お手数ですが、お買い求め先か、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
・	 このライセンシーアプリケーションのライセンス管理部分は、次の 1	つ又はそれ以上の著作権
に基づいています。
Sentinel®	RMS	©	2005	SafeNet,	Inc.	All	rights	reserved.
Sentinel®	EMS	©	2009	SafeNet,	Inc.	All	rights	reserved.

商標
・	 Microsoft、Windows､ および、Windows	10 は、米国Microsoft	Corporation の、米国およびそ
の他の国における登録商標または商標です。

・	 Adobe と Acrobat は、Adobe	Systems	 Incorporated( アドビシステムズ社 ) の登録商標または商
標です。

・	 Sentinel	は SafeNet,	Inc.	の登録商標です。
・	 RAMScope は株式会社DTS インサイトの登録商標です。
・	 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TMマークは表示していません。
・	 その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

 

9th Edition: October 2022 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2021 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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このマニュアルで使用している記号と表記法

接頭語のｋと K について
本書では、単位の前に使用される接頭語のｋとＫを、次のように区別して使用しています。
k‥‥‥1000 の意味です。	 使用例：100	kS/s( サンプルレート )
K‥‥‥1024 の意味です。	 使用例：720	K バイト ( ファイルの容量 )

表示文字
操作説明のところで、太字の英数字は、操作対象の画面上のメニューに表示される文字を示します。

注記
本書では、注記を次のシンボルで示します。

Note 	 本ソフトウェアを取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
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ご使用前に確認してください

購入されたときの仕様形態に応じて、本オプションが提供されます。

IS8001 または IS8002 の付加仕様 ( コード /EM1) として購入された場合
IS8001 または IS8002 のソフトウェアにすでに組み込まれています。本オプションの製品情報シー
トやお問い合わせ先の文書は提供されません。

IS8001EX または IS8002EX のオプション機能追加 ( コード -EM1) とし
て購入された場合
本追加機能用の製品情報シートやお問い合わせ先の文書が提供されます。以下の内容を確認して
ください。万一、お届けした品の間違いや品不足が認められる場合は、お買い求め先にご連絡く
ださい。

	 	 お問い合わせ先
(PIM 113-01Z2) 1 枚

製品情報シート
(PI IS8000-01)  1 枚

製品情報シート
以下の項目が記載されています。このシートを大切に保管してください。
・	 本オプションのModel	(IS8001EX または IS8002EX) と Suffix	( 仕様コード -EM1）
・	 ライセンスコード
本オプションを追加するには、このライセンスコードを入力する必要があります。入力す
る方法については、インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) をご覧ください。

・	 ダウンロードページのURL
この URL から、ソフトウェアのインストーラをダウンロードできます。

製品のModel( 形名 )、Suffix( 仕様コード )、ライセンスモデル、マニュアルの詳細については、
インストールマニュアルをご覧ください。
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ご使用にあたっての注意

本オプション使用上の注意事項
・	 本オプションは、1ライセンスにつき 2台の PC でご利用いただけます。同時に 2台の PC でご
利用可能です。

・	 DL950( 以降、測定器とします ) に搭載されている USB	インタフェースを介して、測定器と PC	
間で通信をする場合は、専用のUSB	ドライバを PC	にインストールする必要があります。詳細
については、インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) をご覧ください。
USB	ドライバは、次のWeb	ページからダウンロードできます。
	　https://tmi.yokogawa.com/jp/library/

・	 本オプションでコントロールできるのは、ECU1 台と測定器 1台です。
・	 複数の PCから同じ測定器に対して、同時接続することはできません。
・	 測定器本体と PCを接続して本オプションで測定器をコントロールするとき、複数の種類の通信
インタフェースを同時に使用できません。

・	 データを記録中に、測定器本体の操作はしないでください。
・	 PC に装備されているスタンバイモードやスリープモードなどに入ると、本オプションの動作を
継続できなくなるものがあります。スタンバイモードやスリープモードなどをオフにしてご使
用ください。

・	 測定器に接続中に接続エラーが出て接続できないときは、測定器本体の電源スイッチをOFF/ON
してください。

機能の使用制限
各ライセンスの機能制限については、インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) をご覧ください。
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第 1 章 

機能説明

1.1 システム構成

	

PC
測定入力端子

波形 ( 信号 ) 測定器 *2

ECU モニター*1

測定入力端子

波形測定 測定対象

サンプルクロック
( 同期信号 )

設定変更・測定操作

波形データ *3

データファイル (.mf4)

設定操作

RAMデータ

RAMデータ

ECU モニター同期オプションは、波形測定器で測定した波形と ECUモニターで取得した RAMデー
タをサンプルクロックを基準にして同期表示し、解析を可能にするソフトウェアです。
測定器から出力されるサンプルクロックを ECUモニターに入力します。
測定された波形のデータと、ECUモニターの RAMデータを PCに読み込むことで、PCのディスプ
レイ上に波形と RAMデータを同期表示します。
ECUモニターが RAMScope の場合は、IS8000 を接続する前に、RAMScope	V/VP で RAM値測定
にかかわる全設定を行い、同ソフトウェアで RAM値の取得が可能なことを確認してください。
RAMScope	V/VP を終了した後、IS8000 を接続して操作してください。
*1	対応する ECUモニターについては、本書の 4.1 節をご覧ください。
*2	対応する当社の波形測定器については、本書の 4.3 節をご覧ください。
*3	DL950 と RAMScope を接続し、外部クロックに同期して測定・記録する場合は、1チャネル以上の
DL950 の波形取得が必要です。
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1.2 RAM データと波形の同期と保存範囲

RAM データと波形 ( 測定信号 ) の同期

サンプルクロック
( 同期信号 )

Start
( 測定開始 ) ( 記録 ) ( 記録停止 ) ( 測定停止 )

Start
 クリックすると測定を開始します。モニタリングはできますが、記録はされません。
Rec
 クリックすると記録を開始します。Start をクリックしていなくても、測定と記録を同

時に開始します。
Rec Stop
 クリックすると記録を停止します。測定は Stop をクリックするまで継続します。
Stop
 クリックすると測定を停止します。Rec Stop をクリックしていなくても、測定と記録

を同時に停止します。

Rec Rec Stop Stop

測定波形

RAM データ

保存範囲

測定器からの出力

ECU モニターからの出力

測定器からのサンプルクロックに同期して、ECUモニターのデータが測定されます。

保存範囲
Rec をクリックしてから Rec	Stop( または Stop) をクリックするまでの測定範囲が保存されます。
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第 2 章 

測定チャネルと同期の設定

2.1 ECU モニターと DL950 を接続する

ECUモニターとDL950を次の図のように接続します。DL950の同期信号は、ECUモニターに応じて、
適切な入力端子またはコネクタに接続してください。

DL950 の
左サイドパネル

ECUモニターサンプルクロック
出力端子 CLKO
( スクリューレス
形式の端子台 )

同期信号として入力
可能な端子へ

USB で PC に接続Ethernet または USB
で PC に接続

ECU モニターが RAMScope の場合は、IS8000 を接続する前に、RAMScope	V/VP で RAM値測定
にかかわる全設定を行い、同ソフトウェアで RAM値の取得が可能なことを確認してください。
RAMScope	V/VP を終了した後、IS8000 を接続して操作してください。
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2.2 ECU モニターと DL950 を IS8000 で検索する

IS8000 ソフトウェアで ECUモニターとDL950 を検索します。検索したあと、コントロールする機
器を選択し、機器を設定する画面に進みます。

1. 	 IS8000のアイコンをクリックします。ランチャーが表示されます。
2. 	 DAQをクリックします。

	 	

DAQ

	 Device	Search[ デバイス検索 ] 画面が表示されます。

3. 	 Auto[ 自動 ]のWIRE[ 回線 ]は、機器の接続に合わせて Ethernet[ イーサネット ]	または USB	
をチェックします。

4. 	 Search[ 検索 ]をクリックします。検索された機器の中からDL950 と ECU モニターをチェッ
クし、Next[ 次へ ]をクリックします。

	 Nextをクリックすると、Channel	Setting[ チャネル設定 ] 画面が表示されます。チャネル設定画面の操
作については、2.3 節をご覧ください。

 デバイス検索画面
	 下の画像の例では、ECUモニターはUSB 接続されています。

	 	
Search

NextDL950 と ECU モニター* をチェック
* この例では RAMScope をチェック
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2.3 RAM データの測定チャネルを設定する

ECU モニターで測定する RAMデータの測定チャネルを設定するには、シンボル定義を読み込む必
要があります。チャネル設定画面で設定します。

2.2 節で、デバイス検索画面で機器を選択したあと、Next をクリックして、チャネル設定画面を表
示した状態から説明します。

1. 	 Add Channel[ チャネル追加 ]をクリックします。チャネル追加ダイアログボックスが表示さ
れます。

	 	

Add Channel

チャネル設定画面

DL950 のチャネル設定
機器を検索した時点で、DL950 のチャネル設定の情報が読み込まれます。
各項目の詳細については、ユーザーズマニュアル IM IS8000-01JA をご覧ください。

シンボル定義ファイルを読み込む
2. 	 Edit[ 編集 ]をクリックします。シンボル定義設定ダイアログボックスが表示されます。
3. 	 Import File[ ファイルインポート ]をクリックします。シンボル定義ファイル読込ダイアログ

ボックスが表示されます。
	 シンボル定義ファイル ( 拡張子 .a2l)* を読み込まなくても、Symbol、対応する Address、DataType の直
接入力も可能です。
*	 シンボル定義ファイルは、アプリケーションソフトウェア RAMScope	VP で作成したファイルです。

	 	

Edit

Import File
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4. 	 シンボル定義ファイルを選択して、開くをクリックします。
	 測定する RAMデータの Symbol、対応する Address、DataType が読み込まれます。

	 	
開く

シンボル定義ファイル ( 拡張子 .a2l) を選択

5. 	 OKをクリックします。チャネル追加ダイアログボックスに RAMデータのチャネルが追加さ
れます。

	 	

OK

Save Fileをクリックして、シンボル定義を xml ファイルに
保存することもできます。

6. 	 Add[ 追加 ]をクリックします。チャネル設定画面に RAMデータのチャネルが追加されます。

	 	

Add

2.3　RAM データの測定チャネルを設定する
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7. 	 Next[ 次へ ]をクリックします。DAQ	Setting[DAQ設定 ] 画面が表示されます。
	 DAQ設定画面の操作については、2.4 節をご覧ください。

	 	

Next

Note
DL950 と RAMScope を接続し、外部クロックに同期して測定・記録する場合は、1チャネル以上のDL950
の波形取得が必要です。

2.3　RAM データの測定チャネルを設定する
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2.4 タイムベースを設定する

ECUモニターとDL950を同期するための、タイムベースを設定します。DAQ設定画面で設定します。

2.3 節で、チャネル設定画面でチャネルを設定したあと、Next をクリックして、DAQ設定画面を
表示した状態から説明します。

1. 	 Time	Base[ 時間基準 ] の Relative time[ 先頭合わせ ]をチェックします。
	 Relative	time にして、ECUモニターとDL950 を同期します。
	 Monitor	Setting[モニタ設定]、Record	Setting[レコード設定]など、必要に応じて設定(ユーザーズマニュ
アル IM	IS8000-01JA		第 3 章参照 ) します。

2. 	 Open[ 開く ]をクリックします。
	 測定条件の設定、測定の実行、データの保存などをする DAQのタブウィンドウとMonitor	

[ モニタ ] タブのリボンが表示されます。操作については、第 3章をご覧ください。

	 	

Relative time

Open
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第 3 章 

測定と保存

3.1 DL950 と ECU モニターの測定条件を設定する

DL950 と ECU モニターの測定条件を設定する操作について、説明します。
DL950 の下図以外の設定操作については、ユーザーズマニュアル IM	IS8000-01JA をご覧ください。

1. 	 2.4 節の操作で、Open[ 開く ]をクリックします。DAQ	-	(DL950,	ECU モニター名 ) のタブウィ
ンドウが開き、オーバービューパネル、測定器制御パネルなどが表示されます。

	 2.2 節の操作 4のとき、OpenをクリックしてもDAQのタブウィンドウは表示されますが、RAMデータ
のチャネル設定が必要です。

2. 	 測定器制御パネルで、Devices[ 測定器 ]をDL950 に設定します。
3. 	 表示されたDL950 の各設定項目をクリックして、設定値を選択または設定します。
4. 	 測定器制御パネルで、Devices[ 測定器 ]を ECUモニター ( 下図では RAMScope) に設定します。
5. 	 表示された ECUモニターの各設定項目をクリックして、設定値を選択または設定します。

測定器制御パネルの表示 / 非表示オーバービューパネルの表示/非表示Monitor[モニタ]タブ

オーバービューパネル

測定器制御
パネル

Device として
DL950 を選択

DL950 と RAMScope
が同期しています。

FreeRun に設定

周期を 1 ms に設定
DL950 の Pulse Rate を 1 kHz に
したので、周期を 1 kHz の逆数の
1 ms に設定した。

Acquisition に設定

例として 1 kHz に設定
この設定を ECU モニター
の設定に反映します。

External Clock を ON に設定
DL950 からのサンプルクロック
信号に同期させるため、ON を選
択します。

同期していない場合
DL950 と ECU モニター ( この例では RAMScope) を個別に接続した
場合は同期していないため、同期する必要があります。DL950 の
オーバービューパネルを表示した状態で、次の操作をします。
1. デバイス一覧に表示される ECU モニターにカーソルを当てる

と、右端に […] が表示されます。
2. [ … ] をクリックして開いたメニューから、Start Coaxial[ 同軸ス

タート ] を選択します。

Device として RAMScope
を選択
( 例として RAMScope を選択し
ています。)

デバイス
一覧
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3.2 波形と RAM データを測定 / 記録する、保存する

DL950 の波形と ECUモニターの RAMデータを測定 /記録する操作について説明します。

1. 	 3.1 節のMonitor のリボンで、Controlタブをクリックします。測定 /記録するコマンドが表
示されます。

測定を開始する、記録を開始する
2. 	 Start[ 測定開始 ]をクリックします。測定を開始します。
	 モニタリングはできますが、記録はされません。

3. 	 Rec[ 記録開始 ]をクリックします。記録を開始します。
	 操作 2の Start をクリックしていなくても、測定と記録を同時に開始します。

記録を停止する、測定を停止する
4. 	 Rec Stop[ 記録停止 ]をクリックします。記録を停止します。
	 Stop をクリックするまで測定を継続し、モニタリングはできます

5. 	 Stop[ 測定停止 ]をクリックします。測定を停止します。
	 操作 4の Rec	Stop をクリックしていなくても、測定と記録を同時に停止します。

	 	

Rec Rec StopStopStart

Control タブ

DAQ Setting

 DAQ Setting[DAQ 設定 ]をクリックすると、DAQ	設定画面が表示されます。ここで、操作 4または操
作 5で保存されるデータの保存先やファイル名などを設定できます。

	 デフォルトでは C:¥Users¥ ユーザー名 ¥Documents¥YOKOGAWA¥IS8000 に設定されています。

上記以外の操作については、ユーザーズマニュアル IM	IS8000-01JA をご覧ください。

保存する
操作 4または操作 5で、記録を停止すると、記録したデータは自動的に保存されます。

記録停止 ( 終了 ) 後に保存したファイルを自動で開く
DAQ	List のプロパティ表示エリアの「Automatically	open	the	last	saved	file[ 最後に保存した
ファイルを自動的に開く ]」をチェックしておくと、記録を停止したあとに、保存されたファ
イルが自動的に表示されます。デフォルトでチェックされています。
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3.3 保存した測定データを読み込む

保存した測定データを読み込む ( 開く ) 操作については、ユーザーズマニュアル IM	IS8000-01JA を
ご覧ください。
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第 4 章 

仕様

4.1 機能

項目 仕様
RAMデータと波形の同期表示 ECUモニターの RAMデータと波形測定器で測定した波形データの同期表示
測定 /記録のコントロール 測定開始 /停止、記録開始 /停止
測定データの保存 RAMデータと波形データを同一のファイル ( 拡張子 .mf4) に保存

( 本ソフトウェアが自動的に保存するため、操作は不要 )
xml ファイルへの保存 シンボル定義を xml ファイルに保存
対応する ECUモニター RAMScope	GT122、GT150EX、GT170EXG の RAMモニターモジュールに対応

( 対応機種の最新情報については、当社Webページをご覧ください。)

4.2 動作に必要なシステム環境

本オプションの機能に必要なシステム環境について記載します。
項目 仕様
PC 本体 10	Gb	Ethernet 通信利用時 :

CPU デスクトップ PC
Intel	Core	i7-1165G7 以上 /4 コア (8 スレッド ) 以上 /4.7	GHz 以上

メモリー 16	GB 以上
SSD 512	GB 以上 (M.2 スロット SSD推奨、読み書き性能 3	GB/s 以上 )

1	Gb	Ethernet/USB 通信利用時、オフライン解析時：
CPU Intel	Core	i5-10210U 以上 /4 コア (8 スレッド ) 以上 /4.2	GHz 以上
メモリー 8	GB 以上
SSD 256	GB 以上 ( 読み書き性能	400	MB/s 以上 )

OS(	オペレーティングシステム ) 日本語版のWindows	10　64 ビット
通信インタフェース USB(USBTMC、VISA)、Ethernet	(VXI-11、HiSLIP、Photron)
ディスプレイ、プリンタ、マウス 画像解像度

1366 × 768 ドット以上、拡大率 100	%
対応 OS
上記のOSに対応したもの

4.3 本オプションに対応可能な当社測定器

MODEL 仕様 
DL950 測定対象に適した入力モジュールを装着している必要があります。
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付録

付録 1 オフラインでの同期方法とデータの取得

オフラインで波形データと RAMデータを同期して測定してから、IS8000 で 2 つのデータを表示す
る方法について、説明します。

ECU モニターと DL950 の接続
1. 	 ECU モニターとDL950 の電源がOFF になっていることを確認します。
2. 	 ECU モニターとDL950 を次の図のように接続します。DL950 の同期信号は、ECUモニターに

応じて、適切な入力端子またはコネクタに接続します。

	

DL950 の
左サイドパネル

ECUモニターサンプルクロック
出力端子 CLKO
( スクリューレス
形式の端子台 )

同期信号として入力
可能な端子へ

USB で PC に接続Ethernet または USB
で PC に接続

3. 	 DL950 と ECU モニターの各測定端子に測定対象を接続します。
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付録 1　オフラインでの同期方法とデータの取得

各機器の設定
4. 	 DL950 と ECU モニターの電源をONにします。
DL950 の設定
5. 	 DL950を次のように設定します。設定方法の詳細については、DL950スコープコーダ	ユーザー

ズマニュアルをご覧ください。
・ 外部入出力端子の設定
External	Sample	Clock：	Acquisition
Pulse	Rate：	測定条件に合わせて設定

・ トリガモード (Trigger Mode) の設定
On	Start

・ 時間軸 (T/div) とレコード長の設定
T/div とレコード長を設定して、DL950 の観測時間 (T/div	×	10div) を設定します。
* DL950 の観測時間のほうが、「ECUモニターの観測時間」より短く設定します。
(ECU モニターの観測時間 : 上記の Pulse	Rate	×	ECU モニターの使用メモリー長 )

ECU モニターの設定
6. 	 ECU モニターを次のように設定します。設定方法の詳細については、ECUモニター ( たとえ

ば RAMScope) のユーザーズマニュアルをご覧ください。
・ 外部サンプルクロックに同期して測定する設定にする。
・ ECUモニターの観測時間のほうがDL950 の観測時間より長い設定にする。

測定開始
以降の操作については、それぞれのマニュアルをご覧ください。

7. 	 ECU モニターの測定を開始します。外部サンプルクロック信号待ちになります。
8. 	 DL950 の START キーを押して、測定を開始します。
	 サンプルクロックがDL950 から ECUモニターに出力されます。
	 サンプルクロックに同期して、ECUモニターが RAMデータの取得を開始します。

測定停止
9. 	 DL950 の STOP キーを押して、測定を停止します。
	 サンプルクロックの出力が停止し、ECUモニターの RAMデータ取得が停止します。
10. 	 ECU モニターの測定停止ボタンを押します。

データの保存
11. 	 DL950 の波形データをwdf 形式で保存します。
12. 	 ECU モニターの RAMデータをmdf 形式で保存します。

IS8000 での保存データの表示
13. 	 IS8000 で、操作 11 と操作 12 で保存したファイルを開きます。
	 モニター画面に波形データと RAMデータが表示されます。
	 2 つのデータの FirstData 合わせで時間軸を合わせます。
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