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１．はじめに 

このマニアルは データロガーssrDlog1 の Help 画面と兼用しています。 

そこで、まずプログラムをこちらからダウンロードし、インストールし、起動してください。 

 

1.1 概要 

データロガーとは温度など様々な計測を行ったデータを格納し、それを解析する装置であり、 

本プログラムの ssrDlog1 は 様々な応用に適用できることをめざして設計したユニバーサル

なシステムです。 このシステムとハードウエアを同じとする オシロスコープ ssrOs1 との

違いは、Y軸の校正にあります。 通常オシロスコープは電圧波形を観察する目的で使用され、

その Y 軸の電圧の値は重要視されません。 また通常はある瞬間の１画面を見る装置であり、

長い時間の変化を記録するものではありません。 本システムでは、Y軸は温度表示などセン

サで扱う量への変換を様々な式の計算で行うことができ、また表示も＋と－の対象画面の他バ

イアスを自由に設定でき、例えば Y 軸を下限 1000g と上限 1001g とし、1g を全画面とする設

定などが可能です。 また、時間軸（X軸）も１秒から年単位まで設定可能ですし、ファイル

への格納データも連続 64ｋポイントが可能です。 

 全体のシステムは、図のように ssrAmp1 と ADunit ハードウエアと PC側のプログラムである

本システム ssrDlog1 で構成されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電圧を AD変換するインターフェイスは ADunit で、入力は基本的にマイナス側が基準としてグ

ランドと同電位として、プラス側入力の電圧を測定します。 この分解能は最小 0.5mVです。 従

ってこの範囲であれば、追加のアンプである ssrAmp1 は不要です。 しかしこの分解能では不充

分の場合、増幅が必要です。 また、プラスとマイナスの２つの入力がグランドに対し電位を持

ち、その差を計測したい場合は、いわゆる計装アンプと呼ばれる差動入力を持つプリアンプが必

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADuint  

 

ssrAmp1 

 

最大入力 ±20V 

分解能 0.5mV 

差動入力 ±2V 

分解能 0.5μV 

バイアス 0～2V 

倍率 1,10,100,1000 

ブリッジ用電源 

３V １００ｍA 

PC 

データロガー用プログラム 

ssrDlog1 

 

オシロスコープ用プログラム 

ssrOs1 

 

追加アンプとして内蔵 

USB 

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrDlog/document.html
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要です。 これらの目的のために設計されたのが ssrAmp1 です。  以下実際の操作の前にはド

ライバの準備が必要ですが、もしすでに ssrOs1のシステムをお使いの場合は不要です。 

 

1.2  ssrDlog1 仕様 

ハードウエア仕様（ADuint および ssrAmp1） 

入力 ADunit AD 変換 10ビット ±20V,2V,0.2V 自動レンジ 最小分解能 0.5mV 

   ssrAmp1 差動入力計装アンプ 入力最大 2V 

        倍率 1,10,100,1000 手動レンジ切替 最小分解能 0.5μV 

        ブリッジ用電源 3V 100mA、 可変入力バイアス電圧 0～2V 

    理想整流回路内蔵  

 

入力インピーダンス：１MΩ 

校正用基準電圧出力：1.85V ±1% 

サンプリング周期：10mSec (ADunit 内部は 25μSec だが、本システムでは 10mSecを使用） 
PC との絶縁：フォトカップラ 

外形寸法： 132mm（横）＊40mm（高）＊105mm（奥行） 

重量： 250ｇ 
電源：USB 経由で PC より供給 100mA 

使用 PIC：Microchip Technology PIC16F88 PIC 

プログラム：MPLAB アセンブラ（Web 上公開） 

 

ソフトウエア仕様 

PC 側の条件：Windows XP 以降、 ネットワークに接続できること  

プログラム：VB2010（Web 上公開） 

Y軸表示：単位、スケールを任意に設定 

     校正曲線--直線、n次曲線、対数、累乗、指数関数 

時間軸：1Sec/div～制限なし（**Day/div）   

データファイル：最大 65530 点 1点の平均時間 10mSec～制限なし 

 

1.3 USBドライバのインストール----ssrOs1をお使いの方は不要 

ADunitと PCとの情報のやり取り（会話）は物理的には USB ですが、システム的には PCの COM

ポートを利用します。 そこでこのためのドライバが必要です。 以下の手順で行ってください。 

① USBを PCに繋ぐ。（ADunit の電源が入る。） Power スイッチがある場合は ON 

② 既にこのドライバが PCに入っている場合は、PC 画面には何もコメントなどが出ないな

ど、対応は PCの Windows のバージョン、ドライバのある場所など状況によって変わり、下

表を参考に対応する。 

PC 画面 対応（操作） 

画面には何も出ない。 既にドライバが存在するので、完了。（ただし ADunit

の動作不良もあり得る。） 

新たなデバイスが検出されたとの

メッセージが出て、ドライバを PC

が自動的に探す。 

完了するまで待つ 

新たなデバイスが検出されたとの

メッセージが出て、ドライバのイ

ンストール選択画面が出る 

ドライバのある場所の設定のため「参照」をクリッ

クし、ssrDlog1 の SetUpプログラムがあるフォルダ

を選択する。このフォルダの中に 「USB ドライバ」

フォルダがあるので、これを選択。（図参照） 
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③以下 PC画面に従い、インストールを行う。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

1.4 Portの設定----ssrOs1 をお使いの方もこのシステム上で再設定 

前記でインストールしたドライバを使って、COMポートの設定をします。 メニューの「Set」

をクリックし、Port を選択してください。 画面の Port選択ボックスに COM1～COM9 のいずれ

かが表示されるはずですから以下の表に従って設定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port選択ボックスの表示 対応 

なにも表示されない。 ADunit が動作していない可能性が高い。 

COM番号が表示され、選択ボ

タンを押しても、この番号

だけが表示される。 

このままで設定完了。 

COM番号が表示され、選択ボ

タンを押すと、複数の番号

が表示される。 

他に COMポートを使用している機器があり、それを外し

て再度行うか、ADunitを切り、どの番号が相当するのか

確認した上で、ADunitが使用する COM番号を選択する。 

 

 

 参考：厳密には PCのデバイスマネージャーで次図のようにポートに  

「Silicon Labs CP210ｘ USB to UART Bridge(COM*) 」 

と表示されていることを確認し、そのポート番号(図では COM4）を選択します。 

    ただしデバイスマネージャーを呼び出すメニューは、Windows のバージョンや皆さんの

設定で場所が変わります。 確実な方法は Windows のスタートマークを左クリックし

ヘルプから 「デバイスマネージャー」で検索する方法です。  

    （デバイスマネージャ となっている場合もあります。） 

 

  

選択ボタン 
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1.5 キャリブレーション（校正）----ssrOs1をお使いの方も再設定 

電圧 0Vと基準電圧 1.85V を使って、ADunit の値の校正を行います。 このようなことをキャリ

ブレーションと呼びます。 この基準電圧の誤差は１％以内です。 この基準電圧の端子はプリ

ント板上にありますので、ケースを開けておいてください。 なお、この結果は PC内の HDD に

記憶されますので、ADuniti を別なものに変更しない限り、一度だけ行えばその後は不要です。 

ADunitiに計装アンプ ssrAmp1 を装着している場合は、このアンプを通さないで、ADunit 単体で

動作させた状態で校正を行ってください。 

 

1.5.1 ゼロ点校正 

メニューの Set をクリックし、Calibration を選び その中の Zero をクリックすると 

Short-Circuit Input. Ready ? と聞いてきますので、入力に入力用プローブを入れ、＋、－ 

を短絡してください。    

 

 

 

 

 

 

  

注意：入力は解放ではなく短絡してください。 解放だとノイズレベルが大きく誤差

の原因となります。 

 

  

 

Windows 
のスタート 

をクリック 

ヘルプ 

 

ここをクリック

する 
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短絡したら OKをクリックします。   

画面右下にゼロ点のレベルが表示されます。  

単位はほぼ 5mV相当です。  

プラスマイナス４カウント以内なら正常です。 

 

 

1.5.2 基準電圧校正 

プリント板上の基準電圧端子に 1:1 プローブのプラス 

をつなぎ、ゼロ点校正と同様、メニューの Set をクリッ 

クし、Calibration を選び、その中の Reference  

1.85V を選択してください。 OKをクリックすると、 

ゼロ点と同様画面の下にレベルが Vref= と表示されます。  

370 プラスマイナス 15カウント以内なら正常です。 

 

 

２．操作 

以下、画面の詳細について説明します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準電圧端子 

 

(8) (9) 
(16) (22) (23) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(12) 

(15) 

2) 

(21) 

(27) 
(20) 

(26) 

(25) 

(24) 

(10) (11) 

(14) (13) 

) 

(17) 

(18) (19) 

(28) 
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2.1 Yスケール 

このデータロガーの Y軸は単純な電圧表示の他、計算式を入力することによって電圧／温度変換

で温度表示など様々な表示が可能です。 

 

2.1.1 入力レンジ 

入力の範囲は ADuintの最大は 20Vでフルスケールで、ssrAmp1 を使用する場合は 2Vです。 

これを超える場合は、分圧などを行います。 この場合はそれぞれのハードウエアマニアルを参

照ください。 また、この入力は電気的に PC とは絶縁されていますので、PCと測定対象が電気

的につながるのを防いでいます。 したがって家庭の電源の AC100 の測定などが可能です。  

 

(23)Range は Auto、0.2V、2V、20V の４つのレンジを選択します。 それぞれのレンジは 10 ビ

ットの分解能がありますので 1/1000 までの値が読み取れます。 Auto にすると３つのレンジの

適当なところを自動選択しますので、通常は Auto とするのが便利です。 内部に取り込んだデ

ータはレンジを含めて換算しますので、このレンジを変えた場合に単位に注意する必要はありま

せん。 

 

(10)Soft Zero-Set は現時点の電圧レベルを 0Vとして補正をかけます。 この補正は測定中で

機能しますので、Startを押してレベルを確認しながら行ってください。 注意としては大きな

電圧レベルをゼロとすると、絶対的な入力範囲を超えても気がつかない場合があります。 例え

ば 20Vレンジで 19をゼロとすると上は 1Vしか正常な測定が出来ないのに気がつかない事があり

ます。 このような場合は、ssrAmp1 の入力補正機能を使ってください。  

 

(11)Soft Zero-Free は上記の補正を解除します。 

 

2.1.2 Y軸の設定 

(16)Curve Fit は Y軸と電圧（V）との関係式です。 設定は(8) Curve Fit のメニューから設定

します。 これに関する詳細は、第３節で解説します。 初期設定はｙ＝ｘとなっており、 

電圧を直接表示しています。 

(3)Full Scale と(7)Bottom Scale で Y軸の上下のスケールを設定します。 対称でなくても、

また＋側だけ、－側だけの設定でも可能です。 このような場合ゼロの位置は重要ではなくなる

ので、その代わりの基準ラインとして(5)BaseLine の設定があります。 

これが不要な場合は空白としてください。 この３つの設定を有効にするには(6)Scale Set を

押します。 このボタンの上下にある▲▼は(3)Full Scale と(7)Bottom Scale を 2倍、1/2 に

します。 ▲▼の操作は(6)Scale Set の機能を含みますので、改めて押す必要はありません。 

 

(4)Unit は Y軸の単位を自由記入できる欄です。 特に文字などに制限はなく、メモです。 な

お ADunitにある(24)Input mV の表示は測定中の ADunit からの生の電圧データ(mV)です。 

  

2.2 時間軸の設定 

(12)Time と(13)Sec/div,Min/div,Hour/div,Day/div,Mark/div で１区間（全体で７区間）の時

間設定します。 この時間軸の表示で、図のように開始のポイントは左から３区間目からとなり、

７区間目を過ぎると前２区間のデータを左に移し、続きを３区間目から表示を始めます。 この

時の時間が(14)に表示されます。 (12)Time は小数点も入りますが、サンプリングは 10mSec 固

定で、これが１点のデータですので、時間軸はその１０倍の 0.1Sec/div以上が必要です。 

それ以上の信号を観察したい場合は、オシロスコープ ssrOs1 のプログラムをお使いください。 
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その場合の最大サンプリングレートは 25μSecとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13)の設定が Mark/divを選択すると時間軸は時間とは無関係に(26)Markボタンを押すたびに進

みます。 例えば(12)Time を 2にして Mark/divを設定すると１区間に２回 Mark 

ボタンを押したデータが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

(20)Mean は 10mSec を１単位として平均します。 これは単純平均値となります。 

 

2.3 設定値のファイルへの格納  

(1)Set のメニューの中の Setting File で設定してください。  

ファイル設定は通常の Windows の設定と同じですが、 

使い始めに Save As する場合のフォルダはシステムが 

適当につけるため、場所を特定しにくいので、 

必ずご自分で特定のドライブ、フォルダを設定して 

ください。 

 

 

 

Open で既に格納したファイルを読みだします。 Save で現在のファイルに上書きとなります。 

Save As でファイル名を設定し、その中に現在の設定値を格納します。 このファイル名は 

(15)の欄に表示されます。 この設定がされていない場合は、システムを立ち上げた時、その旨

のコメントが表示されます。  

 

2.4 測定の開始 

通常は(22)Mode を Normal にしてください。 Offline については ADunit を PCから切り離し

て測定して、その後 PCと接続する場合用います。  詳細は第４節を参照ください。 

 

 

 

此処 が時間

軸の起点 

最初は 0 

時間が１画面を超えると 5

区間分左にスクロール。 

この点を起点に表示を開始 

Mark 

なお、各種の設定の変更は測定中は有効と

なりません。 その場合、一旦 Stop し 

再度 Start してください 
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(17)Start で測定（表示）開始、(18)Stop で停止となります。 

(27)Auto Stop を設定するとページ単位で自動停止できます。 

注意 時間軸は非常に長い時間設定できますが、PC側でスリープの時間設定がありますと、

ここで一旦処理が止まりますので、設定にご注意ください。 

 

2.5 測定データのファイルへの格納と読み出し 

(9)Data File のメニューの中に Open、Close でデータのファイルへの格納ができます。 測定

の前に Open してください。 形式は CSV 形式となっており、エクセルに読み込みが可能です。  

ただし(20)Mean で設定した平均データの最大データ数はエクセル 2003 で扱える最大 65,536 行

から 6個のコメント行数を引いた 65,530 個となっています。 (9)Data File -Openでファイル

の名前を設定してください。 ここでファイル名の末尾にアンダーバー( _ )を付けると 

name_1.csv  から name_2.csv ---- name_100.csv などと自動的に順番が付加され連続記憶

されます。 末尾に _ を付けないと、測定毎に上書きされます。 この名前は(21)の欄に表

示されます。 フォルダ設定は Setting File と同様、必ず特定のフォルダを設定してください。   

 

ファイルは CSV形式で内容は図のような内容です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中の Markは(26)Mark ボタンを押した時の印です。 あるタイミングのデータに印を付けて

保存ができます。 これを利用すると第３節の校正曲線の設定などが楽になります。 この機能

は(13)の設定が Markになっていなくても機能します。 

 

(19)RePlay でデータの再表示ができます。 この場合(20)Mean の値はファイルの内容に合わせ

られます。 その他 Time などの設定はファイルには格納されていませんので、特に変更はされ

ません。 表示は１ページ毎めくって行くイメージです。 この時のメッセージボックスは邪魔

なら移動できます。 

    

 

2.6 Y軸データの表示 

波形を表示する画面内の適当な位置をクリック 

すると、その場所の値を図のように表示します。 

 注：Windowsのコントロールパネルの設定 

により、表示文字の拡大を設定するとこの電圧 

表示位置がずれる場合、最新のプログラム 

（2014/06/10 改定）をお使いください。 

 

 

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrDlog/ssrdlog1_v2.zip
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３．校正曲線（Curve Fitting) 

3.1 基本設定 

例えば温度を計測する場合で、100℃で１Vが出力される場合ですと、温度をｙ軸としますので 

ｘが電圧となり ｙ=100ｘ という計算式が成り立ちます。 このような式を校正曲線と言いま

す。 この場合直線ですので、曲線ではないのですが、現実の温度センサは必ずしも直線ではな

い場合が多いので、注意が必要です。 この場合、温度を変えて実際の出力電圧を測定して 温

度と電圧の関係式を計算する必要があります。 どのような式が適するのかを決定することを

Curve Fitting と言います。 すでに確定している場合はその式を設定することができます。 

以下がその種類と計算式（数学的表示）と設定の形式です。 この表示形式はエクセルから式を

コピーした形式と同じです。 

 

種類 計算式（数学的表示） 本システムの設定形式 

変換なし y=x y=x 

直線 y=ax+b y=2.4x+0.03 

n次曲線 y=axn+bxn-1+cxn-2----+z y=0.2x3-0.13x2+3.6x+0.7 

対数 y=a*loge(x)+b y=19.1ln(x)-16.7 

累乗 y=a*xb y=1.96x0.55 

指数関数 y=a*ebx y=5.9e0.089x 

 

この式を(8)Curve Fit メニューから 

設定します。 図のような入力要求が 

ありますので、ここで設定しますが、 

この欄は他からコピー＆ペイストが 

利用できますので、活用ください。 

 

 

 

 

3.2 校正曲線の決定----エクセルを利用する例 

基本的な例として直線 y=ax+b でまず考えてみましょう。 理想的に直線なら ２点の x,y が

分れば a,b の値が決定できます。 しかし現実には完全な直線関係が成立する例はないと言え 

ます。 そこで２点以上 

の測定を行い関係をグラ 

フにして見ます。  

 

これを見ながら、適当な 

直線を引いて決めること 

になりますが、コンピュ 

ータで計算する場合は、 

最も良く使用される方法 

として最小自乗法があり 

ます。  

各 x測定点と直線の式 

から求めるｙの値との 

差Δｙが最小になるよう 

 

 

Δy1 
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な直線をもって近似式とするものです。  図ですと x1（1.3)の位置の近似式線上の yを y1と

すると、実際の測定時の値 10となならず、差Δy1 が生まれます。 この各点Δy5までの自乗 

（Δy)2の合計を計算し、この値が最小となる近似式 y=ax+b の a,b を求めます。式としては下記

のようになります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直線ならこの式の計算はそれほど難しくはないのですが、直線より曲線の方がふさわしい場合も

多く、どの曲線が適当なのかを視覚的に表示されるツールが求められます。 本システムではこ

れをエクセルで行い、ここで決定した近似式をコピー＆ペイストすることを基本として以下解説

して行きます。 

 

3.2.1 データファイルの作成 

この操作の前提として、測定対象のｙ値が分っているものを何点か用意できることです。 例え

ば、この測定が重さｇを図るセンサの校正だとすると、100g、200g, 300g, 500g などの校正

分銅を用意し、測定をすることとなります。 この様な標準を用意することが無理と言う場合は、

センサの仕様からや理論値などから計算し、第 3.1 節の説明に従い設定します。 標準が用意で

き、準備ができましたら、下記のように操作します。 

①測定データを適当なファイルに格納する設定をする。  

② 時間軸や Yスケールは適当に設定。 

③ (17)Start を押して測定を開始。 

④ 標準を測定しているタイミングで(26)Mark を押す。 

⑤ 終了は(18)Stop。 

 

3.2.2 エクセルの利用で近似式の決定   

エクセルの操作はバージョンで異なることもありますが、以下は Office2010 として解説します。 

② データファイルを開く。 ファイルの拡張子は .csv です。  

②図の様に Mark にボタンを押した時の電圧値が分かります。 データ数が多いので Mark の

値（B列）で表をソート（データ 並び替え B列優先）してください。 
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③ 電圧値がｘ、結果がｙで、ｘを左、ｙを右に置く２列の表にするよう既知の値を入れた表

を作ります。  例では C列が A列と同じ（ここでは y=x となっているので） D列に標

準の既知のｙ値を入れた例です。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 図のようにｘ、ｙの範囲を選択し、グラフツール呼び出す。（挿入メニュー内） 

⑤ グラフの種類で散布図を選択。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ グラフ上のプロットされた点の上で右クリック→近似曲線の追加 

⑦ 近似曲線メニューを選ぶ。 （色々な曲線を試してみてください。） 

⑧  メニューの中の ”グラフに数式を表示する”をチェック 

⑨ 式をコピー。 

⑩ (8)Curve Fit のメニューで 

上記の式を貼り付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で完了です。 次回からこの式で得られた値を表示しますので、適当な Y軸のスケールを設

定してください。 

 

４．オフライン測定 

これまでの測定は PC に ADunit を接続して行いました。 PC を外して ADunit だけで測定して、

データを貯めて、その後 PCに接続して表示が可能です。 ただし次のような制限があります。 

①データの点数は１００点まで。 

②データのサンプリング周期は １秒～１００日／１点。 
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③電圧値のソフトウエア上の平均はしないので、測定値の周波数依存はサンプリング周期と

無関係に ADunitのアナログフィルタ 時定数 10μSec のフィルタが関係する。 

④通常電源は PCから供給しており、PCを接続しない場合、USB を通して電源を供給するもの

が必要。 

電源供給用 USB はスマートフォン用に広く販売されており、AC100V からや電池を使うもなどが

ありますので、これをご利用ください。 あるいは ssrAmp1 は電池を利用できる回路が内蔵され

ていますので、これを利用することができます。 

 

4.1 スイッチの追加作業 

オフラインとなりますが PC の操作画面がなく、測定の開始のスイッチが見当たりません。 

この開始は、ADunit の J2 コネクタの ⑧番ピンを Gnd（J2 ①番）に落とすことで行われます。 

開始されると Power ランプが点滅し、終了すると Power ランプは常時点灯となります。 

この操作を簡単にするため、スイッチを下記のように追加し、ケース側面に穴を用意すると便利です。 

詳細は別紙（http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrDlog/offline_start.pdf）を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 準備のための設定と測定 

まず、オフライン測定の設定を PCに接続して、以下の順序で行います。 

① (22)Mode の Offline にチェックを入れる。  

② (25)Offline Sampling にサンプリング周期を 

秒単位で設定。 最大は 8,640,000 秒（100日）。 

③ (17)Startを押す。 

 

 

 

 

④ 一旦 ADunit の USB ケーブルを外すか、Powerスイッチで電源をオフとする。 

⑤ 測定対象に繋ぎ、ADunit の電源を入れる 

⑥ 測定を開始（4.1 の開始信号を入れる）。 測定中は ADuint の Power ランプが点滅する。

（ssrAmp1 の Power ランプではない） 

⑦ 測定が終了したら電源をオフする。 １００点のサンプリングが終了しない前でもオフ可

能。 

⑧ 測定が終了したら PCに接続する。 ⑥は繰り返しが可能。 
 

 

4.3 PCを接続しての表示 

① Curve Fit や Y軸は適当な設定を行う。 

② (12)Time スケールは１区画の 20点を表示されるよう自動設定される。 

③ (22)Mode を Offline にチェックを入れる。  

④ (19)RePlay ボタンを押す。 

 

 
 

スイッチ 

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrDlog/offline_start.pdf
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⑤ Mean の設定値は Sampling の設定値に自動的に合わせられるが、平均の意味ではないので

無視する。   

⑥ データが読み込まれ表示。 

⑦データをファイルに格納するメニューが表示。 

⑧ADunitのデータは次に Offlineで Startをするまで保持され、何回でも再読み込みが可能。 

⑨次の通常の測定を行う場合は Time と Mean の設定が変えられているので注意。 

注：(12)Timeの設定を変更して波形を見たい場合は、一旦ファイルに格納して、(22)Mode 

を Normalとし、格納したファイルを Replay してください。 

 

５．Version 

Helpメニューで ADunitと PCシステムのバージョン情報を確認できます。 

まず、ADunit の USBを PCに接続してください。 

Helpのメニューの 「Version] を選択すると、図のように 

バージョンが表示されます。 

この中で System version は PC側のプログラムですから 

必ず表示されるはずです。 その下に ADunit のバージョン 

が表示されましたか。 もしバージョン番号が空白であれば、 

USBドライバのインストールがされていないか、ADunit 内部 

の回路が正しく働いていません。 この回路上のトラブルに 

関しては、別冊の ADunit の組み立て、調整を参照ください。  

 また同じハードウエア構成で別途提供されるオシロスコープ ssrOs1 のプログラムがあります

が、適用できる ADunitのバージョンが異なります。 この ADunit のバージョンに２種類あり、

このシステムでは d.** とバージョンがｄで始まるものが必要です。 ssrOs1 用の ADunit の

バージョンは a.** ですが、d.**は両方に適用可能です。  

        

６．ADunit Check 

このメニューで ADunitの回路のチェックが可能です。 ここを選択すると 図のような画面が

現れます。  

 

 

 

 

 

ここで下記のようなコマンドを入れると ADunitでの今の入力電圧が得られます。 

 

コマンド 意味 

R0[Enter] 0.2V レンジ 

R1[Enter] 2V レンジ 

R2[Enter] 20V レンジ 

QQ[Enter] 電圧値 

 

例えば R1[Enter]  QQ[Enter] とコマンドを入れると 画面右下の窓に図のような表示が現

れます。 左の QQは皆さんが入れた文字、次の QQ は ADunitが受け取った文字（エコーバッ

ク）、その次のデータ 8002 が ADunitの入力電圧値です。 ただしこの数値はヘキサフォーマ

ットで上位 10ビットが有効です。 8002の上位 10 ビットは 8000で、10 進数で 512の意味で
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す。 ここで入力 0Vを レンジの中心にしていますので、入力 0がほぼこの 8000となります。  

この表示形式は ADunit a.**のバージョンとは異なり、右 1位の数字はレンジの設定値です。  

 

これを使っての回路のチェックは別冊の「ADunit の組み立て、調整」を参照ください。 

注意：これ以外のコマンドを無秩序に入れるとフリーズする事があります。 その場合は

ADunitの USBを抜き、このプログラムを終了させてください。 

 

７．参考情報 

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 

 

（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
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