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オシロスコープ ssrOs1、データロガーssrDlog1、計装差動アンプ ssrAmp1 について 

 

 

（株）島津総合科学研究所（現 島津総合サービス）は２０１１年８月にPCを利用したオシロスコープ ssrOs1

を発売しました。 その後２０１２年１０月に、このハードウエアである ADunit を共通として PC のソフト

であるデータロガーssrDlog1 と ADunit に付加するアンプの ssrAmp1 を開発いたしました。 この３つのコ

ンポーネントの関係と構成を以下解説いたします。 
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１．はじめに、教材として 

このオシロスコープとデータロガーは、これを使ってテストしたり、データを取ったりする目的と同様、それ

以上に電子回路の設計、組み立て、プログラミングに興味を持って、何か作りたいと思っておられる方の教材

を意識したものです。 そこで A/D 変換部分を組み立てキットとし、その中で使われる基礎的な要素である

抵抗、コンデンサ、OP アンプ の詳細な解説からノイズやグランドのことまで、また PIC のプログラム、PC

側のプログラム など 電子回路設計のノウハウを全て公開しています。  これはこのオシロスコープとデー

タロガーを使う上でも役立てていただけると考えています。 また作ったら終わりのおもちゃ的なキットでは

なく、完成品として購入いただいても長く使っていただける測定器として、精度や信頼性に配慮しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．オシロスコープとデータロガーについて 

一般論では、オシロスコープとは、時間の経過と共に電気信号（電圧）が変化していく様子をリアルタイムで

波形としてグラフィックに描かせ、目では見えない電気信号の変化していく様子を観測できるようにした測定

器です。 一方データロガーとは、センサから計測を行ってその計測結果を保存する電子計測器です。一般的

な計測アプリケーションには、温度、圧力、電流、速度、歪み、変位測定などの物理現象の計測があります。  

センサの計測と言っても、電圧の測定には違いはなく、明確な区別はありません。 敢えて区別すれば、オシ

ロスコープはリアルタイムに瞬間の変化を目で見る機能を重視し、データロガーは長い時間変化をもれなくデ

ータ上に保存し、後で解析する機能を重視しています。 当社のオシロスコープ ssrOs1、データロガー

ssrDlog1 は PC 上のソフトウエアで PC の画面上に電圧信号の時間変化を表示するシステムで、ハードウエア

の A/D 変換部は共通です。 なおこの両ソフトウエアは無料ですので、両方を自由にお使いいただけます。 

（ただし、ADuint のバージョンは 2012 年 10 月以降のバージョンとなりますので、ご注意ください。） 

 

 

 

 

 

  

ハードウエア 

A/D 変換部 

（ADunit、ssrAmp1） 

PC（Windows）+インターネット環境 

ソフトウエア名称： 

ssrOs1、ssrDlog1 
USB 

測定信号 

 

計装差動アンプ ssrAmp1 部 

共通 ADunit プリント板部 
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下記が PC 画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能や条件の違いを以下表にまとめます。 

 

項目 オシロスコープ ssrOs1 データロガーssrDlog1 

サンプリング時間 最少 25μ秒 10m 秒 固定 

最少時間軸 0.5m 秒／div  １画面=5div 1 秒／div １画面=7div 

最大時間軸 制限なし 制限なし 

表示画面（ピクセル） 500（時間軸）＊400（電圧軸） 700（時間軸）＊400（電圧軸） 

画面スクロール中のデータ 消滅、表示しない。 全て表示 

データの保存 １ファイル １画面（250 点） 連続 最大 65,530 ポイント 

電圧軸 0.05~20V 9 レンジ 任意設定 

ADuint の入力電圧切替 上記設定と連動 マニアル設定 自動 

電圧軸の単位 ボルト 固定 センサと連動する校正が可能 

単位は任意 eg. ℃、mg、--- 

校正曲線の設定可能 ｎ次曲線など可 

ゼロ点補正 ADunit の 0V ゼロ点補正のみ 任意の点をゼロとする事が可能 

最大値と最小値の表示 有り 無し 

同期（トリガ） レベルトリガ  トリガなし（スタートボタンで開始） 

測定終了 Stop ボタンによる 自動設定可能（画面数の指定） 

オフライン測定（PC との接

続を切っての測定） 

不可 １００点まで可能 測定後 PC に接続

し、データを表示。 

１ポイント間隔：1 秒～100 日 

ADunit バージョン 限定なし d の頭文字のバージョン 

  

ssrOs1 

 

ssrDlog1 
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３．共通 A/D変換器 ADuintと計装差動アンプ ssrAmp1 について 

ADunit はオシロスコープ ssrOS1、データロガーssrDlog1 の共通の PC 用のインターフェイスで、A/D 変換

と USB のコントローラを内蔵しています。 一方計装差動アンプ ssrAmp1 はこの ADunit を補うもので、

同じケースに入るようになっていますが、ssrAmp1 は汎用的に作られていますので、これを利用し、他のオ

シロスコープ、データロガーや一般のテスタの補助アンプとしても利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADunit 仕様 

サンプリング周波数：最大 40kHz （25μS） 

入力電圧レンジ：50mV～20V AC,DC 注：20Vを超える場合は外部のプローブで分圧。 

入力インピーダンス：１MΩ 

校正用基準電圧出力：1.85V ±1% 

PC との絶縁：フォトカップラ 

分解能：１％ 

誤差：２％以内 

電源：USB経由で PCより供給  75mA 

 

ssrAmp1 について 

電圧を AD変換する部分は ADunit で、この最高感度が 50mVレンジで分解能（波形表示 1ドット）は

0.5mV となります。 これに ssrAmp1 を付加すると次のように(1)～(5)のような測定が可能となります。 

測定電圧が 50mV以上でこのような測定がない 

なら通常は ssrAmp1 は不要です。 

 

(1) 微小電圧測定 

測定電圧を最大 1000 倍まで増幅が可能 

1,10,100,1000 倍の切り替え（分解能 0.5μV）。 

 

AD Unit 

 
A/D --- 

PC ＰＩＣ   フォトカップラ USB 

 

差動入力 ±2V 

分解能 0.5μV 

最大入力 ±20V 

分解能 0.5mV 

 

ssrAmp1 

ブリッジ回路への電源供給 
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 (2)グランドから浮いた信号の測定 

入力は差動入力となっており、入力のプラス側もマイナス側もグランド（大地やケース）から電気的に浮い

た（高インピーダンス）信号の測定に有利です。 このような場合、通常の差動でない測定器でも測定器の

マイナス側をケースなどグランドから切り離すことができれば（ADunit も同様）、測定は可能ですが、いわ

ゆる同相ノイズの影響で測定データが不安定になってしまう恐れがあります。  

 

(3)ある電圧間の測定範囲を拡大 

入力の電圧から 0～2Vの可変電圧を引くことができます。 この応用を以下説明します。 例えば温度セン

サで温度を測る場合、100℃で１V、0℃で 0V のセンサを使ったとします。 しかし知りたいのは 25℃～26℃

までで、この変化を拡大したい場合を考えてみましょう。十分大きな分解能を持った AD変換器を使ってデ

ィジタルで取り込み、計算で引き算する方法もありますが、アナログ的に分かりやすく、ノイズの除去に有

利など応用が広いのはアナログ的に一定電圧 Vを引いてやることです。 この例では、センサからの電圧を

xとし、（x－0.25V)を y倍して大きく画面一杯に表示すればよいことになります。  なおこの温度センサ

には、通常電源が必要ですが、ssrAmp1には±５Vの電源が出ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)センサに良く使われるブリッジに対応する定電圧を供給 

いわゆるホイートストンブリッジと呼ばれる図のような回路を 

センサとして歪、気圧、温度などを計測する様々な応用があ 

ります。 この回路で R1*R3=R2*R4 が成り立っていると 

出力電圧はゼロとなりますが、このバランスが崩れると電圧と 

して現れます。 この回路では E の電源が必要です。  

ssrAmp1 では、この電源として安定化した３V  

最大 100mA を供給できます。 

  

大地 V2 

V1  V3 
センサ 

ssrAmp1 

 

 

 

 

可変バイアス調整 

信号入出力、電源出力 トリガ信号  
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(5) 理想整流回路内蔵 

例えば AC電源の電流値の１日の変動を視たいと考えた場合、交流のままデータを読んだり、記憶しても非

常にわかりにくいものとなります。 この場合は整流すると直流として観察できますから、その変動を捉え

易くなります。 一般的に整流は図のようにダイオードで行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図の Aは元の ACの電圧波形です。 これをダイオード１本で整流すると、コンデンサ Cがないと図の Bの

ように半波整流の波形となります。 これにコンデンサ Cを付けると図の Cのような平滑が行われます。 し

かし実際のダイオードは飽和する非直線性があり正確でないため、ssrAmp1ではこの整流を図のように OPア

ンプを使って実現しています。 

 

４．ご購入の際の留意点 

ADunit と ssrAmp1 の組み合わせは図のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

②ssrAmp1 プリント板&部品一式 

 

④ADunit＋ssrAmp1の双方に対

応できるパネルシャーシ 

 

 

①ADunit プリント板&部品一式 

 

③ADunit 専用パネルシャーシ 

 

ssrAmp1 を単独に使い、ケース（パネルを含む）を

自作---他の測定器などへの利用が可能です。 

⑤共通ケースカバー 

 

 

貼銘板を皆さんが貼

り付ける 

パネルはアルマイト処

理、文字はシルク印刷 

ケースを自作する例 
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ご注文については下記の組み合わせが一般的です。 

ご注文形態 A  ①＋③＋⑤ 商品コード：OS111000101 

 B  ①＋④＋⑤ 商品コード：OS111000103 

 C  ①＋②＋④＋⑤ 商品コード：OS111000131 

         D  ②＋④  ----すでに ADunit を持っていらっしゃる方 注 

              ②の商品コード：OS11100010 

④の商品コード：OS111000204 

                  E    ②のみ（商品コード：OS11100010）----パネル、カバーを別途自作などをされる方 

 

価格などはショプサイトでお確かめください。 

 

注：②の ssrAmp1 のプリント板には入力コネクタがついており、背面のパネルに穴が必要です。 

  ③のパネルを改造できる方は④は不要です。 簡単には図のようにカットしてしまう方法もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

PIC のバージョンについて 

なお ADunit の PIC のバージョンは、2012 年 10 月以降 d が頭につくものに変更しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これはデータロガーssrDlog1 のプログラムに対応したものです。 ssrOs1 に関しては影響ありません。 

バージョンアップについては、オンラインショップでお確かめください。 この HEX フォーマットをネット

で公開していますので、ライタをお持ちの方は変更が可能です。 

 

 

 

 

PIC16F88  

http://www2.enekoshop.jp/shop/ssr-eshop/item_detail?category_id=179662&item_id=896079
商品コード：OS111000103
http://www2.enekoshop.jp/shop/ssr-eshop/item_detail?category_id=179662&item_id=896079
http://www2.enekoshop.jp/shop/ssr-eshop/item_detail?category_id=179662&item_id=896097
http://www2.enekoshop.jp/shop/ssr-eshop/item_detail?category_id=195683&item_id=896232
http://www2.enekoshop.jp/shop/ssr-eshop/item_detail?category_id=179662&item_id=896097
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/eshop/
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrDlog/document.html
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrDlog/document.html
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５．お問い合わせ等 参考情報 

ssrOs1 関連 http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/document.html 

この中に下記の資料が含まれます。 

＊カタログ 

＊ニュースリリース 

＊紹介、概略 

＊回路図 

＊組み立て、調整 

＊部品仕分表 

＊操作マニアル 

＊技術解説 

＊プログラムダウンロード    

PC側インストールプログラム  

PC側ソースプログラム（BASIC)  

PC側ソースプログラム（C#)  

PICプログラム（MPLABIDE ファイル） 

 

ssrDlog1、ssrAmp1関連 http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrDlog/document.html 

この中に下記の資料が含まれます。 

＊カタログ 

＊オシロスコープ ssrOS1、データロガーssrDlog1、計装差動アンプ ssrAmp1 について 

＊ssrAmp1回路図 

＊技術解説（測定のノウハウ）---- ssrOs1関連を含む 

＊ssrAmp1 組み立て、調整 

＊部品仕分表 

＊ssrDlog1操作マニアル 

＊オフラインスイッチの取り付け 

＊プログラムダウンロード    

PC側インストールプログラム  

PC側ソースプログラム（BASIC)  

PICプログラム（MPLABIDE ファイル） 

PIC HEXファイル 

 

当社 Web  http://www.shimadzu.co.jp/sgs/ 

お問い合わせ ssrOs1@sgs.shimadzu.co.jp 

ショピングサイト http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/eshop/ 

（株）島津総合サービス リサーチセンター 

 〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町１ 

  電話 （075）823-0461 

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/document.html
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrDlog/document.html
http://www.shimadzu.co.jp/sgs/
mailto:ssrOs1@sgs.shimadzu.co.jp
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/eshop/
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