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１．まえがき 

 オシロスコープ ssrOs1 の解説は「紹介、概略」、「組み立て、調整」、「操作マニアル」とこの技術解

説の４つに分かれています。 この技術解説は他の３つの解説の中での説明を技術的に補完しています。 

特にプログラムの内容については、この技術解説の中だけで説明をします。 

説明の関係で各説明書で若干重複する部分もありますが、ご容赦ください。 

 様々な事が PC を使うと可能です。 この PC から何かを動かしたいとか、PC に何らかの装置をつ

なぎ、情報やデータが自動で入ればこんな便利な事ができるのにと思った事はありませんか。 このよ

うな事を「システム化」と呼びます。 その場合、どんな事を検討したら良いでしょうか。 またどん

な事を勉強したら良いのでしょうか。 PC に関する知識／経験、電子回路、その中の CPU のプログラ

ミング、コミュニケーション 方法、また機械的な部分があれば、その技術など非常に多くの知識とノ

ウハウが必要です。 それぞれに関しては参考書やネット上に様々な情報が溢れています。 しかしど

れが重要かも分りませんし、全てを知りつくしてからでは、時間がかかります。 しかし何かまとまっ

た物（システム化されたもの）を一度完成までの体験をすると、他の事を実現するための大きな経験と

なります。 この道をご案内したく、実例として、PC オシロスコープの実際の設計と製作を取り上げ

ました。 このオシロスコープで、下図のようなシステム化の基本技術が習得できます。 また完成し

たものは測定器として身近に便利に使う事ができますし、これを元に別の機能を持たせたシステムに発

展させる事もできます。 

 

２．仕様 

 

 

 

 

電圧入力 

温度、速度、力---様々

な現象はセンサによっ

て電圧に変えられるの

で、この扱いがシステ

ム化の基本。  

PC からの指示や

ADunit からのデー

タ受信など、お互い

の通信方法 

制御用として幅広く使われている

PIC という CPU のプログラミング。 

特にリアルタイム処理。 

PC側のリアルタイム

でのデータ受付、波形

の描画などのプログ

ラ ミ ン グ （ Visual 

Basic による） 

PIC 

USB PC 

OP アンプな

どの電子回路

の基礎 

ADunit 

 <----それぞれをどうつないでいくか----システム化の方法----> 

ADunit 

 
A/D --- 

CPU 

 

PC ＰＩＣ   フォトカップラ USB 

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/intro.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/assy.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/help.pdf


 

3 

 

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 

トリガー：内部トリガー（レベル設定）、外部トリガー（接点信号） 

データの記録、再生：任意設定ファイル 連続 100個自動記録 

特殊機能：測定期間中の最大値と最小値を表示 

使用 PIC：Microchip Technology PIC16F88 

PICプログラム：MPLAB アセンブラ（Web上公開） 

電源：USB 経由で PCより供給  75mA 

外形寸法： 132mm（横）＊40mm（高）＊105mm（奥行）  

重量： 250ｇ 

 

PC側の条件：Windows XP以降  ネットワークに接続できる事 

プログラム：VB2010（Web上公開） 

 

３．回路図 

回路図は、次ページの図の通りですが、ここをクリックすれば PDF ファイルが開きます。 

回路図は見る機会が非常に多いので、この PDF ファイルをプリントして常に参照できるようにした方

が便利です。 

  

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/diagram.pdf
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入力電圧はまず 1/10 に分圧され、OP アンプで 1.5 倍、15 倍、150 倍のいずれかの倍率でフルスケール

値に対する出力が±3V とされます。 ２段目の OP アンプでその入力と基準電圧 3.7V の電圧を 1/2づつ

加える形として、結果として PIC（注）の AD入力としては 0.35V～3.35V の電圧が入力されます。 こ

の基準電圧は、基準電圧ユニット LM385の 1.235Vを 3倍増幅し 3.705Vとし、PIC の Vref端子に入力し

ています。 PICは Microchip Technology PIC16F88 で 10 ビットの A/D 変換器内蔵、4ｋのプログラム

メモリー、368バイトデータメモリ、256バイト EEPROM というものです。 これにシリアル出力がある

ので、これをフォトカップラで電気／光変換して ADunit と PC を電気的に分けています。 それをしな

いと測定する入力は PC と直接つながり、危険な場合があります。 PCへは USB変換 ICから USBケーブ

ルで送りますが、PC側のポートはシリアルポートとして利用します。  

 

４．アナログ部を構成する要素 

 先に概略を説明しましたが、それを設計するに当たり、必要な電子回路上の様々な解説をします。 

4.1  抵抗 

入力電圧は、図のように、R7 の 910kΩの 

抵抗と R9 の 100KΩ の抵抗で 1/10 に分圧さ 

れます。 ここで抵抗の表記が 910kF となっ 

ています。 F が 1%の誤差を示しており、 

F 級と言います。 何も表記がない時はほと 

んどが 5%で J 級と呼ばれます。  

このオシロでは精度を 1%にしたいため、必要なところに F 級の 1%を使用しています。 1/10 の分圧

 

入力電圧は

1/10に分圧 

 

倍率 1.5、15、

150倍を切り

替え 

基 準 電 圧

ユニット 

入力と基準

電 圧 の を

1/2 ずつ加

える 

PIC  PIC16F88 

10ビットの A/D変換

器内蔵 

クロック：20MHz 

USB コントローラ 

絶縁型 DC-DC コ

ンバータ 
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は R9/(R7+R9) から R7 は正確には 900ｋになりますが、これは通常手に入りません。  抵抗の

値には標準があり、２桁の数値のなかの２４個の数値を標準とするのが E24 シリーズとして広く一般的

に使われます。 E24 シリーズの２４個の数値は下記の通りです。 

ここには 900ｋはなく、910ｋを選びます。 1M に対し 1%の誤差なので良しとします。 

 

   10  11  12  13  15  16  18   

      20  22  24  27   

      30  33  36  39  

      43  47  

      51  56 

      62  68 

      75  

      82  

      91 

 

また、抵抗には電流が流れ発熱をします。 その電力 P 

は P=V２／R ですから、そのワット数より余裕のある 

ものを指定する必要があります。 5V、1kΩで 1/4W 

となりますが、全てそれより小さいワット数ですので、 

このオシロの回路では全て 1/4W 以下のものを使いました。 

その他材料によって金属皮膜、炭素被膜などがありますが、 

この回路ではそれが関係する要素がないので、注意する必要 

はありません。  

 

抵抗値は通常カラーコードと呼ばれる表記で図のように４本か５本のコードからなり、例えば E24 シ

リーズの 6.8kF で５本表記なら 680*10 となり  「青、灰、黒、茶、茶」となります  

 

4.2 コンデンサ 

回路上でところどころにコンデンサ C が見えます。 なお日本ではこれをコンデンサと言うのですが、 

英語では capacitor（キャパシタ）です。  

発信回路やフィルタ回路などでは、この値や材質が問題となります。 タンタルコンデンサ、フィルム

コンデンサ、セラミックコンデンサ、 

マイカコンデンサなど様々な材質があり、 

扱う周波数、容量、温度変化、耐圧など 

注意深い選択が必要です。 しかしこの 

オシロではそのような回路がなく、全て 

所謂バイパスコンデンサです。 これは 

電圧が変化しては困る所に入れて、交流 

成分に対して抵抗を減らし削除するためのものです。 今回の回路では、電源と信号ラインとに入って
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います。 電源にいれるコンデンサの値は厳密ではないのですが、高周波のノイズが IC に悪影響を及

ぼすので、高周波に対して有効なセラミックコンデンサを使い、その容量は様々な経験の中から一般的

になっている値として 4.7μF ~0.1μF が適当な位置に入っています。 この適当とは明らかに必要と

思われる部分に入れるのですが、最終的にノイズの影響を検証して決めており、いちがいに入れれば良

いというのではなく、逆にグランドとの関係で逆効果もあり得ます。 

 

一方信号ラインに入っているコンデンサとして、C8、C9 や 

右図の C1 がありますが、これもノイズ軽減のためです。  

ただし信号の変化に影響を与えず、不具合を起こすノイズを 

軽減するため電源に入っているものと比べると小さな値とな 

っています。 この値の簡単な目安は所謂 時定数ｔです。  

t=CR で例えば C1 1000p と R13//R10（並列）5k では 

t=1000*10-12*5000=5*10-6 （5μS 、200KHz) ほどの周期以上で変化する波形に影響します。 こ

れよりかなり低い周波数の信号なら影響がないということになります。 厳密には C1 のインピーダン

ス Z=1/(2πfC) がどう影響するかを考慮する事になります。 このオシロスコープで測定する信号の

周波数は 5kHz 以下ですから、この程度なら測定に影響はありません。 

 

4.3 OP アンプ 

1/10 に分圧された電圧は、初段の OP アンプ U3 の＋入力に入ります。 この U3 のアンプの上にある

のはアナログスイッチ IC で、これを模式図にすると図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1、S2 が開いていると、アンプ OP-07 のプラス入力の電圧は 150 倍されます。 これは右図で、R1=1k, 

R2=149ｋに相当し、OP アンプ増幅度は、K=1+(R2/R1）=150 です。 

OP アンプの解説は、OP アンプを理想としてまず扱います。 理想の条件はいくつかあるのですが、主

なものとしては、無限大の利得、無限大の入力インピーダンス、出力インピーダンスゼロ、周波数依存

性ゼロ、温度等環境依存性ゼロ、ノイズゼロなどです。 そして理想に近づける努力が続けられ、現在

非常に高いレベルに到達しています。 今回使用した OP-07 は現在安価で非常に広く使われていますが、

登場した 1980 年頃は画期的な高性能なアンプでした。  しかし逆にその為、つい理想ではない部分
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への注意がおろそかとなり、トラブルが起きます。 注意点は求められる仕様によって 

異なりますが、この種の測定機器では、 

温度ドリフト、入力ノイズ、オフセット、 

バイアスなどです。  

右の表はそれに関する OP-07 のデータです。  

以下解説します。 

 

4.3.1 入力オフセット電圧 

入力がゼロでも最大 0.075mV 相当の出力が出る可能性があるということです。 これを今回のオシロ

で考えてみましょう。 入力電圧は 1/10 となり OP アンプに入るので、最高感度のフルスケールは 5mV

となり、これと 0.075mV を比べると 100:1.5 となり目標精度の１％に若干の影響が出る可能性があ

ることが分ります。 これを解決するため OP アンプの調整ピン①－⑧にトリマを付けて、調整する方

法がありますが、今回はこの電圧値を覚えてソフトウエアで引き算して調整する方法を取りました。 

これが PC 上で行うキャリブレーションのゼロ点調整です。  

 

4.3.2 入力バイアス電流 

理想はゼロです。 しかし最大 4nA が入力端子から流れ出ます。（もしくは流れ込む。） OP アンプの

入力に R9 100ｋΩが繋がれていますので、V=4*10-9*1*105=4*10-4=0.4mV が入力電圧に加わる可能

性があります。 入力オフセット電圧と同様に計算すると 100:8 とかなり影響が出ます。 これも含

めキャリブレーションのゼロ点調整でキャンセルします。  

 

4.3.3 入力オフセット電流 

OP アンプのプラスとマイナスの入力のバイアス電流の差です。 今回の回路では両入力をバランスさ

せてはいないので、上記のバイアス電流の方が影響します。 

 

4.3.4 入力雑音電圧 

この値は0.6μVが最大ですから、前述したように計算すると 無視できるほど小さく問題ありません。 

その他スルーレイト、周波数特性、最大出力電流など使う用途によってポイントが違いますので、注意

が必要です。 

 

4.3.4 ニ段目の OP アンプ（フォロワー） 

入力信号は最初のアンプで 1.5, 15, 150 倍されて次の OP アンプに 

右図のように入ります。 この場合 R10 10k の抵抗を経てニ段目 

の OP アンプの＋入力となります。 一方 R13 10ｋを経て基準電圧 

3.7V が同じ＋入力に入っています。 この時 OP アンプの入力電圧 

はどうなるのでしょうか。  キルヒホフの法則やスーパーインポウ 

ズの法則などを聞いた事がありますか。  単純に、E2 の電圧をゼロとして E1 だけで電圧が掛ってい

るとし、その時の OP アンプの入力 V1 は V1=E1*（R10/(R10+R13))=E1*1/2 となり一段目の OP

アンプ出力の１／２となります。 これは一段目の OP アンプの出力抵抗は小さく、二段目の OP アン

 

 

 

E1 

E2 
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プの入力抵抗は十分高いのでこれらを無視した結果です。  E2 も同様で V2=3.7/2 の 1.85V がかかり

ます。 この結果 OP アンプの入力は V=V1+V2 となります。  

 

この OP アンプのマイナス入力と出力が繋がっています。 するとここでの増幅率は１です。 このよ

うな使い方をフォロワーと言い良く使います。  この結果オシロの入力信号にフルスケールが入ると、

上記の V は 1.5V＋1.85V で 3.35V となります。 この電圧が A/D されるフルスケールとなります。 従

って負のフルスケールが入力信号なら、ここで 0.35V となり、PIC で扱えるプラスの信号が出来たこと

になります。  

 

4.3.5 反転アンプ 

OP アンプでは、ここでは使われてはいませんがもう 

一つ基本的な使われ方があります。 図のような構成で、 

反転アンプと言い、プラスマイナスの極性が反転します。 

この場合の増幅率ｋは k=-R2/R1 となります。 

 

4.4 アナログスイッチ 

１段目の OP アンプで増幅率をスイッチで切り替えています。 この切り替えを IC で行っており、こ

れをアナログスイッチと言い電界効果トランジスタで構成されています。 

PIC からの制御用電気信号（0V 、5V）で回路のオン/オフの切り換えを行 

います。 リレーなど機械的なスイッチに比べ、小さく、電力もわずかで、 

しかも近年安価で非常に多くの電子機器で使われています。 しかし単純な 

機械式と異なる注意が必要です。  下表が仕様の一部です。 まず、この 

IC には VDD と VSS という電源が必要ですが、この電圧の範囲だけの信号を On/Off できます。 

重要な仕様としてオン抵抗 Ron があります。 今回使用したものは４Ωですが、この値は温度で変化し

ますし、また IC によって違い７Ω位になってしまう事を覚悟しなければならない事が、表から見えま

す。 このオシロの場合は、510Ω 

に対し１%程度の影響とわずかで 

、抵抗値の違いは最終的にはキャ 

リブレーションで計算し、補正し 

ますので、ほぼ問題をなくせます。 

一方オフはどうでしょうか。 ここ 

では Is, Id と漏れ電流が問題と 

なります。 0.01nA程度ですね。 

この影響は例えば 100kΩの抵抗に 

流れたら、1μVです。 このオシロ 

の回路では アンプの In＋と Out 

に入っている合計 150kΩの抵抗に 

流れるとしたら、1.5μVの影響で 

す。  
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ここではフルスケール３Vに対し問題は１０ビットの A/Dの最小ビットの影響ですから、3mV が１ビッ

トとなるので、問題はないと見ました。 このアナログスイッチを他の回路で使う場合には、周波数な

ども注意が必要です。 

 

4.5 基準電圧 

A/D 変換には必ず基準電圧が必要で、この電圧を基準として、PIC は 10 ビットのディジタル値に変換

します。 この基準を電源電圧（５V）とするのが一番簡単です。 しかし一般的な５V 用のレギュレ

ータ IC の 7805 の電圧範囲は 4.75V～5.25V ぐらいです。 ５V と思っていると、±５％の誤差がある

ということです。 このオシロの精度の目標を１％としたく、ここでは基準電圧素子である LM385 を

使い、PIC への基準電圧としています。 この LM385 の出力電圧は無調整で 1.235V±1%程度、温度

変化についても 0～40 度の範囲で 1%以内の精度を確保できます。 この 1.235V を 3 倍の 3.7V にして

PIC の基準としています。 こうすると 3.7V がフルスケール 1024 という数値（ヘキサデシマル表記

400h、バイナリー表記 100,0000,000B）に変換されます。 ですから 3.7/1024=0.0036V が１ビットに

相当するデータとして PC に送られます。 

 

ここで色々精度を考察していますが、1V とは何を基準にするのでしょうね。 

 

世の中には色々な測定器があります。 それを使って測った数字は正しいですか？ 

正しいと証明できますか。 時間や環境で誤差が出る場合もあります。 これを補正や修正する校正（キ

ャリブレーション）と言うことをしなくてはならない事も多くあります。 そしてこれが正式な取引な

どに使用する測定器では義務付けられます。 校正をすれば大丈夫ですか。 これをすると OK だとい

う証拠が必要です。 これが妥当性（バリデーション）と言われ、その明確な説明が必要です。 その

中で世界的に基準とみなされている「標準」との関係を明確にする必要があります。 これをトレーサ

ビリティーと言います。  

 

電圧の値は V（ボルト）です。 電圧標準としては長らく化学変化を利用したカドミウム標準電池（ウ

ェストン電池）が使われてきましたが、標準の恒常性，普遍性を求め，1970 年代，量子現象であるジ

ョゼフソン効果を利用した電圧標準が実現されました。 この電圧を基に 0.1ppm 以上の安定度を謳う

ツェナー・ダイオードを基準にした標準電圧発生器が登場し、広く使われるようになってきています。 

このようなものを使って測定の値の確かさを確保します。 今回使った基準電圧素子である LM385 は

ツェナー・ダイオードを使い、精度などはメーカで今まで述べたような証拠を基に保証されてはいます

が、厳密には装置が完成した後、前述したような標準電圧発生器で定期的なチェックが必要です。 し

かしここでは、そこまでの必要はないと考え、省略します。 

 

4.6 グランド 

電子回路では右の図のようにマイナス側をグランドとして 

グランドマークで表す事が一般的です。 この図のような 

単に LED を点灯する回路では、グランドマークは単に線を 

省略した意味しか持たず重要とは言えません。   
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しかし、電子回路では、非常に重要な意味があり、思った通り回路を動かすには何よりも注意が必要で

す。 よく、グランドは太く、短く と言われます。 プラス側の電源ラインではそれほどには言われ

ないのに---です。  基本的には多くの回路はこのグランドからの電圧を基準に動いているからです。 

一例としてトランジスタの動作を見てみましょう。 図のようにエミ 

ッタがグランドに繋がれています。ここでベースに信号が来る場合、 

ベースがエミッタより電圧が約 0.7V より高いとコレクタとエミッタが 

つながる所謂トランジスタが ON となります。  

プラスの電源電圧は ON/OFF には直接関係がありません。  

 

ここで、このような回路のそばに別の回路ｘがあり、回路図では(a)のように書かれたとします。 しか

し実際には(b)のような順番で線で繋いでいたとします。 

この線は例えば太さ 1mm で長さ 5cm などと 

物理的な大きさがあり、（C）に示します 

ように抵抗とコイル成分があります。 

ここで X から I1 という電流が流れると 

この回路のために I1*R2 という電圧が、 

トランジスタのエミッタ／ベース間に不要に 

乗る事になります。 これが誤動作や不要な 

ノイズの原因です。 この電流が変化したら 

どうでしょうか。 時にコイル成分により、 

複雑な挙動をします。 これを避けるには 

どうするのでしょうか。 まず実際の配線を 

(a)の配置の順番とすると、信号とトランジス 

タの関係には X が関係しなくなることが分り 

ます。これが、特にアナログの回路で注意す 

べきところです。 グランドに順番やグループ分け（アナログとディジタルなど）があるのです。 ポ

イントは微弱な信号を扱う回路の途中のグランドに、電流の変化の大きな回路を混ぜないということで

す。 一方多くのディジタル回路では、電流の経路は複雑で非常に高速で動いている事が多く、全体と

して抵抗と L 成分（コイル成分）を小さくすることの方が重要となってきます。 そこでディジタルの

グランドは出来る限り太く、時にプリント板の一面をべったり使ったり、網の目のようにし電流の経路

を平準化します。  また高周波回路ではさらに線同士の誘導などを防ぐためのシールドや特性インピ

ーダンスなどを考慮する必要があるなど、このグランドの問題は電子回路の一大テーマです。 このオ

シロではそれほど微弱な電圧は扱っていないし、測定可能な信号は低周波ですから、シビアな要求はな

いのですが、やはり入力から OP アンプ、基準電圧などは注意が必要です。 これに関して実際の実験

を組み立ての説明の中でしていますので参考にしてください。 

 

4.7 PIC 

ADunit で使われている IC の中で中心は Microchip Technology PIC16F88 であり、PIC と呼ばれま

す。 以下ウキペディアを引用します。 
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------------- 

PIC（ピック）とは、Peripheral Interface Controller の略称であり、マイクロチップ・テクノロジー

社(Microchip Technology Inc.)が製造しているマイクロコントローラ（制御用 IC）製品群の総称である。

コンピュータの周辺機器接続の制御用として 1980 年代にゼネラル・インスツルメント(General 

Instruments Corporation)社により開発された。後に PIC の事業部門が独立してマイクロチップ社とな

り現在に至る。 

PIC には CPU、メモリ(RAM、ROM)、I/O などが 1 チップに収められており、ROM に書き込まれた

プログラムにより制御される。回路構成が容易かつ安価でインターネット上で情報を得やすく電子工作

を行う人の間で人気がある。 

------------- 

ここで使用する PICは Microchip Technology PIC16F88 で、10 ビットの A/D 変換器内蔵、4ｋのプログ

ラムメモリー、368 バイトデータメモリ、256 バイト EEPROM というものです。 回路上の IC のピン配

列は図のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDD が電源のプラス、VSS がマイナス側です。 

ここで、RA1/AN1 などと ／ で分けた表示 

がありますが、これは一つのピンが幾つもの入力 

や出力をするという意味で、どれを使うかをプログラム上で決定します。 この種の CPU はクロック

と呼ばれる基準発信器が必要です。 内蔵もしていますが、早い動作と時間軸の精度を確保するため外

部の 20MHz セラミック発信素子を使っています。 その精度は一般的には 0.5%程度です。   

この素子が 15,16 番ピンに繋がっていますが、ここの C5,C7の容量を変えると微調整が可能です。 

PC にデータを送ったり、また PC からの指示（コマンド）を受け付けるなどの PC との窓口は RX（8

番ピン 受信データ入力）と)、TX（11 番ピン 送信データ出力）で、所謂シリアル伝送という伝送方

式で行います。   

 それ以外の様々な解説は、他に PIC に関する本が多く出されており、またネット上で色々な情報を得

ることが出来ますので、そちらで調べるなどをお願いします。 ただしこれらの解説では全ての情報や

注意点には触れておらず、このオシロに関しても足りない情報がいくつかありました。  この IC は

Microchip Technology 社から出されており、おおもとはこの会社から出されているデータシートです。 

この IC に限らず海外製の電子部品の情報は英語のオリジナルなデータでなければ分らない事が結構あ

ると認識してください。 特に何か問題が生じたとき、日本語の本では分らない場合も多く、このデー

 

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30487c.pdf
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タシートを参照してください。   

 

4.8 フォトカップラ 

RX と TX はそれぞれ図のようなフォトカップラに接続されています。  

ダイオードに電流が流れると、光により、トランジスタが ON します。  

このように光で信号を伝えると、ダイオード側とトランジスタ側では、 

電気的に切り離されます。こうすると、例えば家庭の AC100V などの波形 

を見たい場合でも特に注意は不要です。（プローブで電圧を落とすなどはし 

ますが。） しかしもしこのような処置がなく、電気的に繋がっているとす 

ると、PC の USB ケーブルは AC100 と繋がるのです。 アースなどとの 

関係もありますが、感電やブレーカ遮断や機器の故障などが起こり得ます。 

このオシロでは、この後の RS232C／USB 変換の IC は USB を経て PC 側に接続されますが、その前

の回路は PC とは電気的に絶縁されています。  

 

4.9 RS232C／USB 変換 

RX と TX の信号はシリアル信号ですから、これを図のような信号の RS232C の仕様の電圧にして、PC

の COM ポートを使うようにすれば簡単です。 

しかし多くの PC はもう USB ポートしかない 

機種も多く、このための変換を CP2102 という 

IC で行っています。 USB のコネクタは  

A、B、miniB の３種類が多く使われています。 

PC 側は A タイプです。 miniB はディジカメ 

などで使われる小型のコネクタです。  

皆さんはディジカメの付属品などでお持ちの方が多いと思われ、このキットの部品から外しました。  

 

4.10 電源 

このオシロでは電源として、OP アンプと PIC を動かす電源と USB から PC に接続される部分の二つ

の系統が必要です。 前述しましたように、途中でフォトカップラで電気的に離す必要があります。  

また OP アンプにはプラスとマイナスの電源がなければ、入力が交流の場合計れません。  ＋５V、

－５V と 別の ＋５V が必要です。 電池でこれを実現するのが一番理解しやすいと言えますが、

これらの電源を PC から供給することにしました。 

USB には５V が PC から来ています。 まずこれ 

を CP2102 の IC 用に使います。 OP アンプと 

PIC には この５V から電気的に絶縁した＋－５V 

電源を作る事ができる絶縁型 DC-DC コンバータ 

IC を図のように使いました。  
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５．プログラム---PIC 

これからは主としてソフトウエア（S/W）の解説になり、順序良く読んでいただけば幸いですが、PIC

のプログラムより PC 側のプログラムの方を先に読みたい場合があると思います。 その場合 ADunit

とPCとのコミュニケーション やターミナルモードの節は飛ばさず読んでいただいた方がPC側のプロ

グラムの理解に役立ちます。  

 

5.1 開発環境 MPLAB IDE とソースプログラムのダウンロード 

このキットにある PIC には既にプログラムが書き込まれており、以下の解説を読まなくても完成には直

接関係はありません。 しかし、プログラムは全て公開していますので、プログラミングの参考に、あ

るいはこれを使って別な機能を持たせる事が出来ます。 

なお、著作権は（株）島津総合サービスが所有しますが、自由に利用していただいて問題ありません。 

ただしこの解説およびプログラムのソースを中国語、英語など他国語に翻訳したい場合は、前もってお

知らせください。 

 

以下、プログラムとはどんなものか、どう動かすのかと言うことの全体的な解説を、公開したこのオシ

ロを例にとって説明して行きます。 そして簡単なプログラムを動かす例題を解説し、実際に動かす手

順をご説明します。  

 

5.1.1 MPLAB IDE のダウンロード 

この PIC のプログラム作成は MPLAB IDE という開発ツールを用います。 

これは無料で下記サイトからダウンロードが可能です。  

http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=e

n019469&part=SW007002 

 

この中には、プロジェクトマネージャ（開発全体の管理）、エディタ（プログラムの作成、編集）、アセ

ンブラ（アセンブル言語で記述したソースファイルを機械語に翻訳）、シミュレータ（デバッグ用のツ

ールで、パソコン上で PIC をシミュレーションして動作を確認）などが含まれてきます。 C 言語も扱

えますが、今回は割り込みのタイミングを厳密に行うため、アセンブラを使用しました。 

これらのツールは非常に強力で、機能が充実している反面、初心者が使いこなすのは、骨が折れるかも

しれません。 しかしまずはインストールして触ってみましょう。 

この時の注意点として、この MPLAB IDE が関係する「フォルダ、ファイル名は必ず半角英文字」と

してください。  このシステムに限らず、日本以外で作られた様々な S/W では、全角が扱えない場合

があるということを肝に銘じてください。 勿論自分で作ったプログラムのフォルダ名、ファイル名 

も全て半角英数字です。 

 

5.1.2 オシロスコープのプログラムのダウンロード 

このオシロのプログラムを当社サイトからダウンロードして、適当なフォルダ（全角不可）に解凍してく

ださい。 以下の手順でプログラムが見えるようにしてください。 

１．MPLAB IDE を立ち上げる。 

http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
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２．Project メニューで Open を選択。 

３．当社サイトからダウンロードし、ファイルを解凍したフォルダの中のプロジェクトファイル 

   ssrOs1.mcp を Open する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 PIC のアセンブラ言語 

プロジェクトを Open すると、いくつかの画面が見えますが、その内の ***.asm というファイルが

ソースファイルというアセンブラ言語で記述したプログラムです。   

まず目につくのは下記のように ; のセミコロンが付いた記述です。 これはプログラムではなく 注

釈で、色々なコメントなどを書いて 

おきます。 行の途中でも使えます。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 PIC16F88 のプログラム解説 

5.2.1 初期設定 

下記のような部分がありますので、見つけてください。 

 

 

 

 

 

 

LIST  P=PIC16F88 と INCLUDE  P16F88.INC  は PIC として P16F88 を使う設定です。 そして  

__CONFIG と書かれた行が２行あります。 これは PICの回路構成などと関連した設定で、PICの内部

の CONFIG1と 2という場所に書き込まれるデータです。 従って、もし今回のオシロのプリント板を使

い、他のプログラムを作る場合でも、この部分は変えずに使ってください。  もし、全く別に設計す

る場合は、P16F88.inc というファイルが一連の MPLAB IDE のダウンロードの際に付属しています

ヒント：ダウンロードしたファイルを利用し、別なプログラムを作り、別名としたい

場合。 

①プログラムを作成するフォルダの作成（パスを含め日本語不可） 

②Project Wizerd を開き、以下手順に従い別プロジェクトを設定 

③File の中の Add New File to Project を選択し、希望のファイル名 ***.asm を

設定。 

④この編集画面にダウンロードした ssrOs1.asm のテキストをコピー／貼り付ける。 

; オシロスコープ ssrOs1 ASM v1.0  2011/06/01 

 

Version1 EQU "a"  ;  Version No  a1.0 

Version2 EQU "1"  

Version3 EQU "." 

Version4 EQU "0" 

 

; COMポート 9600bps 

 

 LIST  P=PIC16F88  ; LIST 宣言で使用する PIC を 16F88と定義する。   

 INCLUDE  P16F88.INC  ; 設定ファイル p16f88.incを読み込む。   

;Configuration Byte Options Register 1,2ともビットを"0"とする設定のみ記入  書式は P16F88.inc  

    __CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF & _PWRTE_ON & _MCLR_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC 

    __CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF 
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ので、これと PIC16F88 のデータシートを参照してください。 例えば外付け 20MHz のクロックを内

蔵クロックとするには _HS_OSC を消します。   

 

5.2.2 アセンブラの記述法則 

さらにこの Configuration の後を見て行ってみましょう。 下記のような部分が出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセンブラの記述の基本は、下記のように３つの部分からなっています。 

AA    BB,CC 

AA はプログラムそのものの場所やメモリの位置を示し、プログラムの名前や、ジャンプ先の位置、あ

るいはデータの名前とし、皆さんが適当な名前を付けます。 

BB の部分には CPU の命令（Mnemonic と呼ばれます）として 例えば GOTO などを記述します。 

CC はオペランドと言い、命令に付属するデータや、レジスタの名前などを記述します。 

プログラムの最初の部分には  ** EQU  ## という記述が目に付きます。 これは CPU の命令

ではありません。  CPU の命令（（Mnemonic）以外がこの場所に書かれていた場合は、これは疑似

命令と呼ばれ、別の役目をします。 （Mnemonic に関しては後述） EQU は疑似命令でイコール

という意味です。 例えば TriIn  EQU 6  と定義すると プログラム中に TriIn  と書かれて

いる部分は 6 と置き換えて解釈、翻訳すると言う意味です。 これによって単なる数字に意味を持

たせ、プログラムを作成する時、分り易くできます。 

 

5.2.3 レジスタ 

この PIC のメモリはプログラムメモリとデータメモリがあります。 CPU の命令（（Mnemonic）で記

述された部分は、プログラムメモリに入ります。 計算の数値やデータはデータメモリで扱われます。   

このデータメモリの中の一つ一つの場所（１バイト）をレジスタと呼びます。  

 

このレジスタに２種類あり、１つがスペシャルファンクションレジスタ（Special Function Registers）と呼

ばれる決まった機能を持ち、名前も固定で決まっています。 もう一つが汎用レジスタ（General Purpose 

Registers）と呼ばれ、皆さんが自由に名前を付け、様々な用途に使うものです。 プログラムを見て行

くと下記のような CBLOCK と記述されたものが見つかります。  これが汎用レジスタの設定の開始

; PORTB Setting 

;      RB7(13) In for AN6 AD input:AN6(13) 

TriIn  EQU  6 ; RB6(12) In コネクタ 8p （External trigger) 

ComTX  EQU  5 ; RB5(11) Out 

;      RB4(10) In コネクタ 7p 

;      RB3(9)  In コネクタ 6p 

ComRD  EQU  2  ; RB2(8)  Iｎ 

;      RB1(7)  In コネクタ 5put   

PowerL EQU 0 ;  RB0(6)  Out Power Lamp  
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です。  最後を ENDC で締めくくります。  

 

ここで CBLOCK 020H という記述が  

20h 番地から使うという宣言となります。 

ですから Zero_ADhi と言う名前のレジス 

タは 20h 番地の１バイトを示します。 

この 20h の h はヘキサデシマルという 

表記で、２進数を表す一般的な方法です。 

下記がその表記と内容です。 

 

 

２進数  １０進数 １６進数（ヘキサデシマル） 

0000 0 0 

0001 1 2 

  --- 2～8 まで省略--- 

 

1001 9 9 

1010 10 A 

1011 11 B 

1100 12 C 

1101   13 D 

1110 14 E 

1111 15 F 

 

全ての内容を知る必要はない場合が多いですが、必ず知る必要なレジスタとして 上記の STATUS 

などがあります。 

 

5.2.4 プログラムのスタート 

PIC に電源が入ると、自動的にプログラムの 0 番地 

から動きます。 この開始の位置を示すのが  

ORG 0 で 右記のプログラムが見つかるでしょう。 

 

 

 

通常このようにすぐ GOTO 命令で Main のプログラムに飛びます。 これはすぐその後に 

ORG 4 となっていますが、PIC16F88 ではこの４番地に割り込みが発生するので、その処理プログ

ラムを置く必要があるからです。 割り込みについては後述します。 

では Main というところに飛んでみましょう。 Main を探してください。 下記のようになって

; Bank 0 のレジスタ  

 CBLOCK 020H 

 

Zero_ADhi ; AD の上位８ビット  

Zero_ADlo ; AD の下位 2 ビット b7,b6 

    -----途中のプログラムリストを省略---- 

 ENDC 

;--------------Regiter 設定 終わり 

 

 

従って 20h の番地とは 10 進数で 32 番地の事で

す。 この PIC16F88 では汎用レジスタはこの番

地から始まります。それより前の 0 番地からはス

ペシャルファンクションレジスタが下記のよう

に配置されています。 

  00 Indirect addr. 

  01 TMR0 

  02 PCL 

  03 STATUS 

 

; --------プログラム-------- 

 ORG 0 

 GOTO    Main 

（途中省略） 

  

 ORG 4   

 MOVWF IntW; Wはその時の Bank内 20h 
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います。 

 

ほとんどのコンピュータシステムの場合、まず様々 

な初期設定が必要です。 最初に CLRF INTCON 

とあります。 CLRF とは CPU の命令で INTCON 

と名前が付けられたレジスタを 0 にします。   

これは割り込みを禁止しておくためで、INTCON は 

スペシャルファンクションレジスタです。   

この行から数行後に BANKSEL OSCCON という記述 

があります。 この意味は スペシャルファンクショ 

ンレジスタ OSCCON があるバンクに切り変えるとい 

う疑似命令です。  

 

5.2.5 バンク 

レジスタにバンクというレジスタの区分けがあります。 

PIC16F88 の命令は図のように１命令 14ビットで構成され、番地を指定するアドレスは７ビットあり、

128 個が指定できます。 しかしレジスタは 0h～1FFh と 512 バイトあり、その場所を特定するための

工夫がバンクです。 このような事は様々な CPU で 

見られます。  

 

この PIC16F88 では４つのバンクを持ち、その中 

のアドレスを 7 ビット（0h～7Fh）として、４つの 

バンクをある設定で切り替えて使うのです。 

 

プログラムが簡単な場合は１つのバンクしか使わない 

という事もあります。  しかし２つ以上使う場合は 

、常にどのバンクで動いているかを注意する必要が 

あります。 これが前節のリストで表れたコメント  

; Bank 0 のレジスタ  の意味で、CBLOCK 020H   

はバンク 0の中の設定です。 

 

４つのバンクとレジスタの配置は次ページの図のよう 

になっています。 

 

 

プログラムに出てきた OSCCON はバンク１ で 8Fh 番地であることが分ります。 したがって、汎用

レジスタとしてバンク 0に色々なレジスタを作ってありますので、忘れないようにバンク 0以外での処

理が終わったら、必ず BANKSEL Bank0 として 戻す必要があります。 数行後にそれが見つかりま

す。 （BANKSEL は疑似命令で、実際はスペシャルファンクションレジスタの STATUS の b7,b6 の

ｔ 

; -----------------------------Main------------------------ 

Main 

; -------初期設定---------   

 CLRF       INTCON  ; 割り込み禁止 

 CALL     ClearReg 

 CALL     AD_IniSet 

 BANKSEL   OSCCON ;バンク１に切替え 

; オシレータ設定 

 MOVLW 04h 

 MOVWF OSCCON  
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設定の命令に置きかわる。） 

 

 

 

5.2.6 割り込み 
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プログラムは絶え間なく一つの命令を実行すると、次の命令に移ります。 また同時に別のプログラム

は動きません。  ではこのような中、例えば１秒毎に何かをさせる事を考えてみましょう。 これを

絶え間なく流れる１本のプログラムだけで実現は難しい事です。 ここで割り込みという機能を使いま

す。 これは図のように Main というあるプログラムが動いている中で、１秒毎に別のプログラムに一

旦飛んで、必要な動作をして、また元に戻り、またその１秒後に同じことを繰り返すのです。  これ

を割り込み（Interrupt)と言います。 そして、その割り込みが動く切っ掛けを時間で行う事をタイマ

ー割り込みと言い、ほとんどの CPU の IC では内蔵されています。 今回のオシロでは 25μS～10mS

の間で７種類を切り替えて使っています。 PIC16F88 では割り込みは ４番地（ORG  4）で始ま

り、最後は RETFIE でメインプログラムに戻ります。 このメインのプログラムをバックグランドル

ーティンと呼んだりします。 割り込みは時間だけでなく、何かの信号で起こす事ができます。 この

割り込みを人に例えると、あるお店でお客様への対応が仕事の場合、それが割り込みになります。そし

てお客様が居ない時は、何もしない事もあるでしょう。 時に伝票を整理する事もあるかもしれません。 

しかし割り込みの仕事に比べると非常に簡単だったりします。 プログラムも同じで、バックグランド

ルーティンで何もせず下記のようにだだ１行でぐるぐると同じところを回っているだけと言う場合も

あり得ます。（止まっていると割り込みがかかりません。）  

  Background  GOTO  Background 

このオシロのリストで、BackGround という名前を探してみてください。 下記のように通常は非常に

尐ないプログラムが動いているだけです。   

 

 

 

 

 

 

 

メインプログラム 

Main ******* 

         ******* 

 ******* 

 ******* 

 ******* 

           + 

   + 

           + 

           + 

 

割り込みプログラム 

 ORG 4     

 MOVWF IntW 

 CLRW  

 SWAPF STATUS,W 

 MOVWF IntStatus  

           + 

   + 

           + 

           + 

 RETFIE 

 

割込発生 

;-----バックグラウンドルーティン 

BackGround 

 BTFSC SuspendF, 0  

 GOTO Suspend 

 MOVF Tscale, W   ;1 ポイント送信以外 T1～T6 の時の Ext トリガ処理 

 SUBLW "6"  
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5.3 プログラムの例題実習 

前述しましたように アセンブラの記述は下記の通りです。 

AA    BB,CC 

AA は名前（Label)、BB は CPU の命令（Mnemonic）、CC は命令に付属するデータや、レジスタ 

（Operand)です。 ここでこれらを使ってプログラムを組んでみましょう。 図は命令の一覧です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、命令のいくつかを使用して、実際に動かしてみます。 それによってプログラム、デバッグ、

書き込みなど全体の手順が理解でき、新たなプログラムを作る場合の助けとなると思います。  ただ

し全く別のプログラムを作る場合は、各命令の詳細をデータシートの 16.2 Instruction Descriptions 

を参照してください。 

 

例題プログラムの作成 

Main の後にちょっと手を加えて、以下の例題を動かしてみましょう。 

通常の動作ですと、電源 S/W を入れると Power ランプが点灯しますが、これを消してみます。  

Power ランプは PIC16F88 の 6 番ピンに繋がれ、RB0 の出力でコントロールされています。 従って
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プログラムで ON/OFF が可能となっています。 そこで RB6（12 番ピン）の入力（実際には図の 10k

の抵抗）をグランドに落とし 0V となったら、Power ランプを消し、RB6 を元に戻したら（解放する

と 5V）、Power が点灯するようにします。 

プログラムを入れる場所は、最初に動く Main の後の 下記の Test と書かれた場所です。 これ

は PORTA や PORTB など IC のピンの初期設定が終わった場所で、POWER ランプ点灯をしていると

ころです。 

 

 

 

 

 

 

 

この ;Test の次の行に 右下記のようなプログラムを８行入れてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; はコメントですから不要です。 

ここに使われている BTFC などを命令一覧で確認してください。 また PORTB というのは スペシ

ャルファンクションレジスタでバンク 0 にあり、PIC16F88 の RB7～RB0 のピンに直結しています。 

この時の注意は 「全角のスペースは絶対に使わない。」ことです。 スペースは必ず半角か Tab を使

ってください。 全角のスペースはエラーとなります。 

 

この動作は、以下の通りです。 

 1. 電源 S/W を ON にする前に、RB6 をグランドに落とす。 

 2. 電源 S/W を ON する。  Power ランプが消えたままとなる。 

 3. RB6 を解放すると、Power ランプが点灯する。 

 4．RB6 をグランドに落とすと、Power ランプが消える  

 5. 電源 S/W を OFF するまで、繰り返す。 

 6. このプログラムは、そのままでもオシロの動作には関係なく、通常のように 

   電源 S/W を ON すれば、Abort のところに飛び、元のプログラムが動く。 

 

 

;   Test-----------------動作確認ランプ Power ランプ １回点滅 

    BCF     PORTB,PowerL   ; ランプ ON 

    CALL    T05S     ; ０．５秒待つ 

  BSF     PORTB,PowerL  ; ランプ OFF 

    CALL    T05S 

    BCF     PORTB, PowerL ; ランプ ON 

    CALL    SetRS232C 

     BTFSC  PORTB,6 ;RB6のピンが 0V（Clear）なら次のプログラムの行をスキップ 

 GOTO Abort ;RB6のピンが 0V（Clear）でない場合、Abortというところに行く。 

LoopTest 

 BSF PORTB,0 ;RB0 を Set（5V）にする。----Power が消える。 

 BTFSC PORTB,6 ;再度 RB6のピンの状態をチェック 

 BCF PORTB,0 ;RB6のピンを解放すると、RB0が Clearされ Powerが点灯 

 GOTO LoopTest ;LoopTest の場所に飛ぶ 

Abort 
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5.4 デバック 

通常プログラムが完成すると、デバッグと呼ばれる不具合やミスを取り除く作業を行います。 この例

題のプログラムは正常に動くはずですが、操作の習得としてやってみましょう。 これには、PC 上で

PIC があたかも動くようなシミュレ－ションツールを下記のように使います。  

（1） プログラムを CPU が動く機械語に翻訳するため MPLAB IDE の画面でメニューで Project、

Build  All を 選択。 エラーがなければ  BUILD SUCCEEDED という表示が Output 画面

に出て、 ***.hex という機械語のファイルが作られる。 

（2）デバッグのためのシミュレーションとして MPLAB IDE の画面でメニューで  Debugger,  

Select Tool,  MPLAB SIM を選択する 

（3）MPLAB IDE の画面でメニューの Debugger, Run(［F9］キー) で動作開始する。 

（4）RB6 の初期値はシミュレータ上では 0、（ただし実回路は 1）なので、プログラム上の LoopTest

と Abort の間をいつまでも回っている。 

（5）［F5］キーを押すと一旦プログラムが止まり、［F8］キーを押すとプログラムが１ステップずつ進

むのでこの動作が確認できる。  

（6）ここで RB6 が 0 なら、RB0 が 0 となっていることを確認しよう。 プログラムが表示されてい

る画面で、あなたが記述した PORTB という文字にカーソルを移動するとその内容が表示される。 

ただしこの表記はヘキサデシマルで下記のようにバイナリーに展開して見る。  

   ピン番号     RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 

   バイナリー表記   0    1     0   0    0     1     0     1 

      ヘキサデシマル表記   ４５ 

 

（7）あるいは、メニューの View の中の  

Special Function Registers で PROTB の 

内容が見れる。 

 

 

 

 

（8）では、RB6 を 1（High、5V)にしてみよう。 これにはまず メニュー Debugger の  Stimilus 

の New を選び 図のように RB6 の状態を High, Low にする設定をする 

 

  

 

（9）上記は CPU が動作中動くので、［F9］ 

キーを押し、CPU をランさせる。 

ここで RB6 を High にするため、 

RB6 Set High という行の左の ＞ を 

クリックする。 こうすると RB6 は１（High）となり ヘキサデシマルで 40 が加わる。 これ

は［F5］キーを押し一旦プログラムを止めると前述したように確認できる。 
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（10）プログラムが正しく動くか PC 上で出来る限り確認する。 

その他の機能で重要な事は、プログラムの任意の所で停止ができる Breakpoints の設定である。 こ

れはプログラムが表示されている編集画面上で右クリックで設定ができる。 また View メニュー

の中で、PIC 内部の状態を表示することが出来、これをみながらプログラムの動作を検証していく。 

この Debugger には多くの機能があり、色々試したり、ネット上で情報を得てプログラムを完成させ

る。 

 

5.5 プログラムの書き込み 

HEX ファイルが出来ていれば、これを PIC に書き込む必要があります。 このキットの PIC は既に書

き込み済みですが、上記のプログラムを加えて再書き込みしても全体の動作には影響がありません。 

これには専用の書き込み器が必要で様々なものが販売されています。 この PIC の場合、非常にシンプ

ルな書き込み器が JDMライタ とか RCDライタとして紹介されています。 これはPCのRS232C 

COM ポートを利用するもので、トランジスタと数個の抵抗やコンデンサで実現でき、自作が可能です。 

またそのキットも数百円という安価で提供されています。 ただし RS232C COM ポートが必要で、

USB しかない PC では利用できません。（USB/RS232C 変換器 使用不可） 

 

勿論 USB を使った書き込み器も数千円～数万円で様々な 

ものが販売されています。 書き込みの手順は、この書き込 

み器のマニアルに従ってください。 この場合の注意として 

書き込みが可能な PIC の型名を確認してください。  

 

 

以上プログラムを作成する手順を説明してきましたが、本格的にこの PIC を使って別なシステムを作り

たいと思われる方の場合は、本書の説明だけでは不充分で、プログラミングの基礎やアセンブラ言語の

知識や情報が必要です。 経験が豊富な方は、本書を参考に PIC16F88 のデータシートやネット上の

色々な情報から、自力で進められると思います。 初心者の方は PIC に関する日本語での解説の本が市

販されていますので、これを参考にしてください。 この解説書の主旨は、システム全体を掴み、そこ

から皆さんの興味や必要な知識に関して突っ込んだ勉強などのへ道しるべです。 多くの情報から必要

な事を漏れなく収集するのは非常に難しく、簡単な事でも漏れていただけで、システム全体は全く動き

ません。 その場合は、この解説やプログラムを参考にしてください。  

 

このオシロのプログラムの内容をもっと知りたい方は、プログラムの必要性を理解しなければなりませ

んので、次の項目のコミュニケーション の解説を読んでいただき、最終節の解説を参照ください。 

 

６．PC と ADunit のコミュニケーション  

6.1 シリアルポート 

PC と ADunit の間のデータのやり取りを説明します。 

２つの機器の間のコミュニケーション にはシリアルポートを使います。 PC の設定は所謂 COM ポー

トと呼ばれ、通常 COM1,COM2 などの番号が与えられます。  データは出力と入力の２本で、ここ

   RCD ライタ 
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にシリアルに 0,1 のデータをのせます。 このポートには伝送スピードがあり、bps（１秒当たりのビ

ット数）で表せられます。 よく利用されるスピードとしては 9,600bps や 19,200bps などがあり、今

回 9,600bps を用いました。  データとして、扱い易い ASCII のコードで１バイトを単位にスタート

ビットとストップビットを加え、１０ビットを１つのデータとしますので、伝送スピードは 960 文字

／秒、約 1ms/文字 となります。このスピードは、PIC にとっても PC にとってもプログラムし易いス

ピードです。これには色々な根拠があるのですが、分りやすい１つの要因は、PC 上での表示でしょう。

１画面の表示を１秒以上にスピードを上げて切り替えても皆さんは見えないでしょう。 その１画面を

100 点で構成したら１点は 10mS 以下で取り込めば良い事になります。 その他 PIC での処理時間、

PC での VB のプログラムの実行スピードなどから、この程度が適当と考えました。   

 

 

 

 

皆さんの PC にはもうシリアルポートがなく、USB しか用意されていないものがほとんどと思います。 

そこでこのシリアル出力を USB に変換する IC を使っています。 ただしシステム構成上は COM ポー

トなので、PC 側にそのドライバが必要で、ドライバプログラムを取り込みます。  

 

6.2 コミュニケーション  

２つのシステムとのデータのやり取りは、通信プロトコルなどと言ったりしますが、それぞれの機能や

能力やエラーをどう扱うかで決めます。 どのようなやり取りが必要でしょうか。 AD ユニットには

前述したように、入力電圧を扱うレンジの切り替えと外部トリガ（External Trigger）があります。 

また PC 上で時間軸の設定があり、これらの設定値の共有が必要です。 また当然 AD ユニットから決

められたタイミングで決められた形で測定した電圧の値を PC へ送る必要があります。その為に設定値

を送たり、あるいはある値を欲しい時、相手側に送る合図を、コマンドと言います。  

 

今回のシステムでは、PC 側からのコマンドが多く、基本的に３文字で表します。 文字は一般的に使

用する ASCII コードで送ります。 例えば PC 側の時間軸の値が 0.5mS/div のとき、T1Lf（Lf はラ

インフィードのコード 0Ah）の３文字のデータが PC から送られます。 これを受けた AD ユニット

側からは１文字毎に受けたデータをそのまま送り返します。（エコーバック）  一方コマンドとは異

なる電圧のデータは１データを２文字として、例えば１００点一度に送ります。  データはヘキサデ

シマルの形式の文字列（例えば１０進数で１００なら 64（バイナリーで 01100100））となります。 

以下の表が AD ユニットと PC 間のやり取りの全てです。 一般にこの種の伝送ではエラーチェックが

欠かせない場合がありますが、このオシログラフでは、常に人が見ていますし、エラーがあっても何か

大変な事が起こる訳でもないので、エラーチェックやその回復などの仕組みは省略しました。 

 

PC 側 PC コマンド 方向 AD ユニット 備考 

MMLf ⇔ エコーバック モデル名データ要求 返信は####Lf 

T#Lf ⇔ エコーバック 時間軸設定 #は 1～9 内容は注２ 

 シリアルデータ 
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R#Lf ⇔ エコーバック 入力レンジ #=0,1,2 

V#Lf ⇔ エコーバック AD データのビットシフト #=1,2,4   

G#Lf or N#Lf  ⇔ エコーバック トリガレベル ＃=0～9 単位 10%  

G がプラス側、N がマイナス 

UPLf or DNLf ⇔ エコーバック トリガの方向 UP が上向き 

GELf ⇔ エコーバック 外部トリガモード 

QQLf  ⇔ エコーバック 入力電圧データ要求 

 ← ####Lf     上記への応答 0000～FFC0（ヘキサデ

シマル表記でデータは上位 10 ビット） 

O#Lf ⇔ エコーバック PORTA  RA4,RA5 への出力  

＃は 0～３ 

INLf  ⇔ エコーバック PORTB の内容データ要求 

 ← ##Lf     上記への応答 00～FF 

STLf ⇔ エコーバック 測定開始 

（電圧データ受信） ← ######------CrLf 電圧データ ２文字##で 1データ 00

～FF 

 ← ETLf 外部トリガあり 

PULf ⇔ エコーバック 測定の中止 

注１；Lf はラインフィードのコード 0Ah 、Cr はキャリジリターンのコード 0Dh   

注２：時間軸＃は 1～9 で 0.5,1,5,10,50,100,500,1000ms/div と任意設定（#=9) 

注３：AD データは 8 ビット(0-255)を転送、A/D は１０ビットの分解能があるので、 

V#Lf のコマンドで #=1 の時 上位８ビットを AD ユニットから転送。 #=2 で 1 回、4 で２回の

左シフトして８ビットを転送（それぞれ２倍、４倍の拡大データとなる） 

 

6.3 キャリブレーションと測定 

PIC の AD 入力としては 0.3V～3.3V で、入力電圧 0V では PIC の入力は 1.8V ですが、回路上誤差が

あります。 そこでこれを補正する必要があります。 これには基準となる値を使用し、内部でその補

正計算を行います。 このような事をキャリブレーションと言います。 このオシロでは 0V と 基

準電圧 1.85V を使います。 PC 画面のキャリブレーションに、ゼロ点とフルスケールの設定があり、

入力ショートとプリント板上にある基準電圧 1.85V を利用することで入力し、前述の QQ コマンドで、

それぞれの電圧に対する AD 変換値を得ます。 これで送られてくるデータのボルトの計算を行います。 

従って 4.3 節の OP アンプの誤差がここで自動的に補正されます。  

   

測定開始は PC 側の画面の「Start」を押すことで行います。 ここで PC からコマンドの表の順番で 

T#Lf、R#Lf、V#Lf、G#Lf or N#Lf、UPLf or DNLf、 と順次 PC 側の設定値を送ります。  こ

れらが終わると PC から STLf コマンドを出し、ADunit からの電圧データの受信に移ります。   

このデータは２文字のヘキサデシマル値で 0～FF（十進数で 255 まで）のデータがまとめて１画面分送

られます。 （ただし 時間軸が 500mS 以上の時、データ転送は１データ毎） 
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これを前述したキャリブレーションの計算をして、PC 画面に描画します。 終了は PC 画面の「Stop」

でコマンド PULf が送られ終了します。 なおレンジなどの設定値は測定中自由に変更が可能です。  

 

6.4 USB インターフェイス 

前述したコミュニケーション を実際に確認してみましょう。 このために USB を COM ポートとして

使用する方法を解説します。 

USB は Universal Serial Bus と言い、ホスト機器にさまざまな周辺機器を接続するためのバス規格

であり、最初の規格の USB1.0 は 1996 年に登場し、その後 USB2.0 となり、今後 USB3.0 が普及して

行くと見られます。 USB 規格では、1 つのバスについて周辺機器は最大で 127 台接続可能です。 特

長の一つに外部機器へ電力を供給をするための端子が用意され、これはバスパワーと呼ばれます。 今

回のオシロも電源はこれを利用しました。 USB1.0 は最大 12Mbps、 USB2,0 は 最大 480Mbps の

速度を持ち、USB3.0 は最大データ転送速度が 5Gbps と大幅にスピードアップされています。 ただ

しこの USB3.0 のコネクタは従来の４ピンから９ピンに増やされています。 コネクタの形状は 図の

ように PC 側にある A タイプ、プリンタなどに多くみられる B タイプ、カメラなど小型の機器に使われ

る miniB があります。 今回 ADunit に使用したのは miniB であり、接続ケーブルとしては 

A-miniB が必要です。 カメラなどのケーブルを皆さん多分お持ちだとの想定で、このキットにはケ

ーブルは含みません。 

 

このようにスピードアップされた USB ですが、実際には 

そんなに早いスピードが必要のない場合も多く、扱いのし 

易さから、物としては USB を使いますが、S/W 上は昔な 

がらの一般的な COM ポート（前述したシリアルポート） 

として動かす事も多くあり、今回のシステムではこの方法を取 

りました。   

これを実現するためには、ドライバが必要ですが、システムプグラムをダウンロードすると、その中に

含まれています。  

 

6.5 PC のターミナルモード----動作チェック 

ADunit が正常に動いているのを、PC のターミナルモードを使って確認が出来ます。 新しいシステム

を設計し、試作し、動作を確認する場合、どうチェックして行くかが非常に重要です。 マイコンが出

現する前は、構成する部品が単純でしたので、部品の動きをテスターなどで追えばおおよそのチェック

が可能でした。 しかし現在はプログラムに隠れ、何が何だか分らない事が多いと言えます。  その

意味でも今回、確認がし易いシリアルポートが出力信号として IC のピンに現れる PIC を使いました。 

PIC の 11 番ピンにテスターを当てれば、シリアル信号が見えます。 COM ポート経由ですと、PC の

ターミナルモードを使い、ADunit と 前述したコマンドでコミュニケーション ができます。 

このターミナルモードは Windows95 の頃までは標準装備されていましたが、今はないので、適当なプ

ログラムをダウンロードして使用します。 代表的なものは Tera Term  です。 

これをインストールして、ポート番号を確認し、速度 9600bps と設定します。 コマンドを入力して

みてください。  

  USB A－miniB タイプ 
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QQ［Enter]と入力すると電圧値が返ります。 

 

 

 

 

 

この QQ コマンドは今回のオシロスコープのプログラムで使用していますが、これを利用し、ADunit

には何も変更を加えずに全く別のシステムを作る事ができます。 また別コマンドの中に今回のオシロ

には使われないが、別なシステムで使えるコマンドを用意しました。 QQ コマンドを含め下記に詳細

をまとめます。 

  

PC コマンド 意味 応答等 コメント 

R#Lf レンジ切り替え ＃に 0~2 をセット  

それぞれ 0.2V, 2V, 20V レンジ 

QQLf 

 

Lf はラインフィード 

A/D の値の要求 ####Lf #はヘキサデシマル表記

で値は上位 10 ビット 

例 A580 なら 1010010110 

=296h=647d（10 進数） 

INLf PORTB の値 ##Lf PORTB の状態をヘキサデ

シマル表記  

入力 RB4,RB3,RB1 が自由に使え

る。 従って 15h と AND を取る。 

O#Lf RA5,RA4 出力をセット ＃に 0~3 をセット 

0：RA5=0 RA4=0 

1：RA5=0  RA4=1  

2：RA5=1 RA4=0 

3：RA5=1 RA4=1 

注意：ターミナルモードでキーから入力しても PC 側では何も表示はしない。  

表示は COM ポートから入った信号による。 従って QQ と表示するのは ADunit から同じ文字を返し

たものが表示され、これをエコーバックと言う。 

 

このコマンドを使って PC 側で簡単なプログラムを作成し、動かす例題を次節で説明します。 

これらを使うと、この ADunit を使用して、オシロとは全く別のシステムが作れます。 自由にご利用

ください。 

 

７．PC 側プログラム  Visual Basic 、Visual #C のプログラミング 

7.1  用意—インストール 

PC のプログラムの作成には、Microsoft .NET Framework を使用します。 これは Microsoft が提供
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する、開発プラットフォームです。  この説明をネットなどで調べると、色々な情報が出てきます。 IL 

(Intermediate Language)、CLI (Common Language Infrastructure)、Common Language Runtime 

(CLR) など難しい説明が並びます。 これらを知らなければ出来ないかと言えば、そうではありませ

ん。  しかし一方では何を知れば良いのかと言うのは 目的によっても実施する人によっても異なり

ます。 ただ言えることは、全てを隅から隅まで理解した上でなければ、何も進められないと思うと、

進みません。 本書では一つのまとまったシステムを完成させるための必要な情報に焦点を当て、とに

かく実際に動かし、その後でその奥の技術的なバックの理解を深めていただく趣旨でまとめました。  

この .NET Framework を利用するに当たってのポイントを以下に纏めます。 

①プログラム言語には Visual Basic,  Visual C#,  Visual C++ があり、今回  Visual Basic と  

Visual C# の２つを使うという想定で進める。 ただしキットの製品としての正規のバージョン

は Visual Basic で作成されたものとし、C#版は参考情報とするので、C#版のバージョンアップな

どは多尐時間が遅れる。  

②本書ではプログラミングの基本（どんな言語でも共通的なもの----String Integer 変数 分岐、ル

ープ---などなどの基礎知識）は割愛するので、初心者はこれに関する別の参考書の用意をした方が

良いと思われる。   

③Visual Basic,  Visual C# どちらが良いかの判断は以下の通り。 Basic の場合 エクセルなど

のマクロの VBA と構文が同じであり、これも使う人なら有用と思われる。 また過って Basic や

Fortran などを使った方も Visual Basic が理解し易い。 C#は C 言語がベースであり、これに

慣れている方用である。 基本的には共に構文が異なるだけで、処理は全く同じである。 

④ダウンロード 

 Visual Basic 2010 ExpressEdtion あるいは Visual #C 2010 ExpressEdtion を Microsoft から

ダウンロードし、インストールする。 この Express Edtion は無償で利用が可能である。その他

Standard Edtion など有料のものもある。 ダウンロードサイトでは  Visual Studio 2010 

Express の中に Basic と C# があるので、Visual Studio 2010 Express で検索する。 

 ダウンロードサイト  http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/ 

 

ダウンロード、インストールの方法についてはサイトの説明に従ってください。なお、インストールし

たばかりのシステムは３０日間の試行用で、恒常的に使って行く場合は、登録（無料）が必要です。 こ

れは ヘルプのメニューの「製品の登録」から行います。 

 

7.2 プログラムの作成---例題１ 最も簡単で基本的なプログラム 

Visual Basic あるいは C#を開いてみましょう。 メニューに「最初のアプリケーションを素早く作

成する」というチュートリアルがあり、これを参考に進めると全般的な手順が理解できます。 ここで

はこのメニューとは別に説明して行きます。 

 

まず右図のような平成と西暦の年数の換算のプログラムを下記の 

ような順序で作ってみましょう。  

(1)メニューで「新しいプロジェクト」を選択 

(2)「Windows フォームアプリケーション」を選択 
 

http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/
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(3)プログラムの「名前」を設定 例えば test1 

(4)「表示」「その他のウインドウ」「ツールボックス」でツールを 

表示。 

(5)ツールボックスの右上の X マークの左の 

ボタンで自動的に隠す／常に表示を設定。 

 

 

 

(6)このツールボックスの中の TextBox をクリック 

し Form1 の図の上に四角を描くように適当に配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

(7)Form1 内にできたテキストボックスにカーソルを移動し、 

右クリックし、このプロパティを表示する。 

 

(8)プロパティーの表の中に「（Name）」の項目があるので、 

この名前を TextBoxHeisei としてみよう。 

 

 

 

(9)ツールボックスの Label を選択し、 

 Form1 のテキストボックスの上に置く。 

 

 

(10)この Label のプロパティーを表示し、表に中の Text に  

平成 と記入する。 

 

(11)同様の手順で 西暦 を設定する。 
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(12)テキストボックスを作った時と同様に今度は Button を 

使って図のような矢印のボタンを２つ作り、プロパティー 

内の Name を ButtonHtoS と ButtonStoH とし、 

Text に ＞＞ と ＜＜ の文字を設定する。   

＞＞が 平成から西暦に換算するボタンとする。 

 

(13)ここでForm1の中の 「平成」の文字の下にあるテキストボックスをダブルクリックしてみよう。  

「Form1.vb(cs）」というプログラムファイルの中にテキストボックスに ***_TextChanged という

ルーチンが出来あがる。 

                     Visual Basic の場合 

 

 

 

 

 

 

 

                      Visual C# の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これはこの TextBoxHeisei のテキストボックスに文字を入れると、このルーチンが呼び出され、実

行される。 その機能が TextBoxHeisei_TextChanged に続く記述に記されている。 このように、

何かの現象が起きた時に動く事を 「イベントドリブン」と言う。 この Vusual Basic、Visual C# 

は このイベントドリブンで動くので、その切っ掛け（イベント）がツールボックスに用意されてい

る。 言い換えれば何らかの動きをプログラムしたい場合、Windows が用意した何かのイベントを使

用する必要があるという事であり、システムを考える上で非常に重要な事である。 
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ここで入力された文字は TextBoxHeisei.Text に入る。 

デザインの画面に戻り（Form1.vb［デザイン］をクリック）、同様に西暦のテキストボックス、＞＞

と＜＜のボタンをクリックして見よう。 同様なルーティンが出来ていることを確認。 

 

(14)計算のプログラムを図のように、ButtonHtoS と ButtonStoH のルーティンの下に記述する。 

（四角で囲われた文字を記入） テキストボックスの数字は 文字列変数であり、計算させるために

は数字に変換が必要であり、またテキストボックスに入れるには逆が必要であり、そのため VB では 

CStr、CInt 、C#では Convert.ToString,  Convert.ToInt16 を使っている。 このような変数やそ

の型変換に関しては、他の参考書、ネット上の情報を参照されたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15)実際に動かしてみよう。 

「デバック」「デバック開始」でプログラムが動くので動作を 

確認。 

 

(16)終了は ×マークか 「デバック終了」で終了。 

 

 

(17)ここまででプログラムが正常に動く事が確認できたが、まだこれを例えば別の PC でプログラムを

    Private Sub ButtonHtoS_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ 

     System.EventArgs) Handles ButtonHtoS.Click 

        TextBoxSeireki.Text = CStr(CInt(TextBoxHeisei.Text) + 1988) 

    End Sub 

 

    Private Sub ButtonStoH_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e_ 

     As System.EventArgs) Handles ButtonStoH.Click 

        TextBoxHeisei.Text = CStr(CInt(TextBoxSeireki.Text) - 1988) 

    End Sub 

 

        private void buttonHtoS_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBoxSeireki.Text = Convert.ToString(Convert.ToInt16(textBoxHeisei.Text) + 1988); 

        } 

 

        private void buttonStoH_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBoxHeisei.Text=Convert.ToString(Convert.ToInt16(textBoxSeireki.Text)-1988); 

        } 
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動かすことはできない。 それには「プログラムの発行」という手続きを行い、正規にインストール

できる形にする。 この為に この一連のシステムを格納するフォルダを用意する。 例えば

TestRelease など   

 

(18)メニューから「プロジェクト」「（プログラム名）の発行」を選択。 ここに前項のフォルダを設

定して、次ページで「CD-ROM または DVD」、次のページで「更新の確認をしない」として「完了」

させる。 

 

(19)設定したフォルダに Setup プログラム 

が作成されるので、ここから正規のインス 

トールができる。 また、このフォルダ内の 

ファイルを DVD に書き込めば、DVD から 

インストールができる。 

 

(20)発行に際し、発行元、バージョンなどの情報の設定、あるいはアイコンなど 様々な機能がある

が、ここでは必要最小限の設定に止めた。 

  

7.3 プログラムの作成---例題２ ADunit を使ってのプログラム 

ここでは ADunit を使って入力の電圧を表示させてみましょう。 出来上がりは図のようなものとなり

ます。 Start で測定を開始し、0.2 秒毎に電圧を測定し表示し Stop で終了とします。 

ただし、ADunit はすでにオシロスコープとして完全に動いているものとします。 

また、「6.3 キャリブレーションと測定」で解説したように、ゼロ点とフルスケールの校正が必要です

が、これを省略し ゼロ点を 10 ビット AD 変換の中点の 512 基準電圧 1.85V の AD データを理想値

896 とします。  

 

以下が作成手順です。 

(1)ツールボックスを使って、Button、TextBox、Label を図の 

ように配置する。 この TextBox は入力用ではないので、その 

プロパティーの ReadOnly の項目を下矢印を使って True  

に変更する。 

 

(2)ADunit とのコミュニケーション は６節を参照。 PC 側から  

QQLf のコマンドを出し、その答として ３文字のヘキサデシマルのデータを受け取る。  

ゼロ点、基準電圧、未知の入力の値を Xz、Xk、Xv とすると 表示する電圧値 V は 

  V=1.85＊(Xv-Xz)／( Xk-Xz) 

ただし注意として X の値は２進数でヘキサデシマル表記であるので、１０進数に変換が必要である。 

 

(3) ADunit とのコミュニケーション のために COM ポートを使う。 ツールボックスに Sirial Port 

があるので、これを Form１の画面にドラッグする。 画面下に SirialPort1 が出来るので、右クリッ
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クでプロパティーを表示する。 

このプロパティーの BauRate を今回に合わせ 9600 とす 

る。 また、PortName にオシロを動かした時設定した 

COM ポート番号を COM5 のように設定する。 

 

(4)0.2 秒に一回というタイマのイベントが必要なので、 

ツールボックスの Timer を Sirial Port と同様に 

セットし、プロパティーの Interval を 200ｍS（0.2 秒） 

にセットする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 下記のようなプログラムを作成。  設定部分を茶色に表示した。 

------------Basic  プログラム---------------------------------------------------------------------------------------- 

Public Class Form1 

    Dim Vz As Integer=512 

    Dim Vk As Integer=896 

 

    Private Sub ButtonStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) –

以下省略 

        Timer1.Enabled = True 

     serialPort1.Open() 

         serialPort1.WriteLine("R1")  ' レンジを２Vにセット 

         Dim a As string= serialPort1.ReadLine()  ' エコーバック読み取るが、無視 

         serialPort1.Close() 

    End Sub 

 

    Private Sub ButtonStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) –

以下省略               Timer1.Enabled = False 

    End Sub 

 

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

Timer1.Tick 
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        Dim v As Single 

        v = 1.85 * CSng(GetData("QQ") - Vz) / CSng(Vk - Vz) 

        TextBox1.Text = CStr(v) 

    End Sub 

    

    Private Function GetData(ByVal Command As String) As Integer 

        Dim Hex As String 

        SerialPort1.Open()   

        SerialPort1.WriteLine(Command) 

        Hex = SerialPort1.ReadLine() ' エコーバック読み取るが、無視 

        Hex = SerialPort1.ReadLine() 

        SerialPort1.Close() 

        Dim a As Integer = CInt("&H" & Hex)/64  ' 上10ビットがデータなので1/64は6ビットシフトと

同等  

        Return a 

    End Function 

 

    Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

–省略 

 

    End Sub 

End Class 

 

-------------C# プログラム ------------------------------------------------------------------------------------------ 

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; 

using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using 

System.Windows.Forms; 

 

namespace Test2 

{ 

    public partial class Form1 : Form  { public Form1()  

   {   

       InitializeComponent();  

    } 

    int  Vz=512; 

    int  Vk=896; 

    private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e) 

    {  

     string a; 



 

35 

 

      timer1.Enabled = true;  

         serialPort1.Open(); 

         serialPort1.WriteLine("R1");  // レンジを２Vにセット 

         a = serialPort1.ReadLine(); 

         serialPort1.Close(); 

    } 

 

      private void buttonStop_Click(object sender, EventArgs e) 

      {    

         timer1.Enabled = false;   

      } 

      private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

     {   

      } 

      private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

      { 

         Single v; 

         v = 1.85f*Convert.ToSingle(GetData("QQ") - Vz)/ Convert.ToSingle(Vk - Vz); 

         textBox1.Text = Convert.ToString(v); 

       } 

       int GetData(String Command )  

       { 

          String hex; 

          serialPort1.Open();    

          serialPort1.WriteLine(Command); 

          hex = serialPort1.ReadLine();  // エコーバック読み取るが、無視 

          hex = serialPort1.ReadLine(); 

          serialPort1.Close(); 

          int a = Convert.ToInt32(hex,16)/64;  // 上10ビットがデータなので 1/64は6ビットシフト

と同等  

            return a; 

        } 

    } 

} 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(6)GetData というメソッドで シリアルポートを使用して ADunit と通信をしている。 serialport1 

というのが プロパティーで設定した名前であり、その中のメソッドである Open、WriteLine, 

ReadLine、Close を使用して、データの送信（書き込み）受信（読み込み）を行っている。  WriteLine 
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は （）内の文字と Lf（¥n）のニューライン（0Ah）を書き込み、また ReadLine は このニューラ

インまでの文字を読み込む。 ADunit から送られるデータは ヘキサデシマルのため Integer に変換す

る必要があり、VB C# で以下のように記述した。  

   Dim a As Integer = CInt("&H" & Hex) '----VB    

   int a = Convert.ToInt32(hex,16); //---C#  

 

(7)では動かしてみましょう。 ただし ADunit の電圧レンジをこのプログラムで 2V としている。 

必要ならレンジを変えてみましょう。 切り替えのコマンドは R0,R1,R2  で 0.2V、2V、20V に対応

している。 

 

８ PIC と PC のシステムプログラムの解説 

以上基本的な PIC のプログラムと PC のプログラム、及び２つの機器との通信が理解されたと思われま

すので、システムプログラムの詳細の解説をして行きます。 普通、解説などはソースプログラムの中

にコメントとして入れる事が多いのですが、1000 ステップ近くになったプログラムの場合、かえって

見にくいので、 ソースプログラムと対比できるような解説を別のファイルに記述します。その中でソ

ースの順に機能、役目、必要性、注意点を解説します。 この解説とソースプログムとを見比べながら

進めていただきたく思います。  なおプログラムは色々な過程で修正、流用などをして来た関係もあ

り、必ずしも理想的とは言えない部分もあるかと思いますが、これも参考の一つとしてご理解ください。 

また、システムはプログラムの解説のために作成したのもではなく、オシロスコープの機能を実現した

ものです。 その為理解のし易さの並びや順序には即していません。 プログラムの最初の動きは ア

プリケーションの起動のイベントを受け、必要な設定ファイルの読み込みからスタートしておりますし、

PC がスリープ状態に入る時の処理や、終了時のファイルへの格納などのやや難しいと思われるルーチ

ンが出現します。 プログラムの記述には文書の作成のための Word などよりテキストエディタと呼ば

れるツールの方が見やすいので、下記のように text ファイルにリンクします。 

 

8.1 PIC のプログラム 

  ソースプログラム（picasm.txt） 

    ----本来は MPLAB IDE のプロジェクトの中にある ***.asm というファイル 

  解説 （picasm_exp.txt） 

 

8.2 PC のプログラム 

Visual Basic 

  ソースプログラム（pcvb.txt） 

    ----本来は Vidual Basic のプロジェクトの中にある ***.vb というファイル 

  解説 （pcvb_exp.txt） 

 

Visual C# 

  ソースプログラム（pcvc.txt） 

    ----本来は Vidual C# のプロジェクトの中にある ***.cs というファイル 

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/picasm.txt
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/picasm_exp.txt
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/pcvb.txt
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/pcvb_exp.txt
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/pcvc.txt
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  解説 機能的な解説は Visual Basic を参照 

ただし Basic にはあるが C#にはないものがある。 一つが InputBox であり、もう一つ

が、自動的に設定されるイベントハンドラの設定で手動の項目が３点あり注意が必要。 

 

［InputBox」 

①Visual Basic の InputBox を使うため、ソリューションエクスプローラ内の参照の項目

に「Microsoft VisualBasic」を追加する 

② using Microsoft.VisualBasic;  を追加する。 

③ string = Interaction.InputBox("表示文字"); のように使用する。 

 

［イベントハンドラ」 

①Form1_Loadのイベントハンドラの設定： Form1のプロパティーのイベント（雷マーク）

の中の Load の項目を Form1_Load とする。 Form1 のプロパティーは ssrOs1c の外枠に

カーソルを移動し、右クリックで表示される。 

②Form1_FormClosing の設定： 同様に FormClosing の項目を Form1_FormClosing と

する。 

③PowerModeChangedの設定：PCのスリープモードの検出 Form1_Loadのプログラム内に

手動で定義した記述をした。 --Basicプログラムでは不要の部分 

 

９．参考情報、お問い合わせ等  

紹介、概略 http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/intro.pdf 

回路図 http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/diagram.pdf 

組み立て、調整 http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/assy.pdf 

部品仕分表 http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/parts.pdf 

操作マニアル http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/help.pdf 

技術解説  http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/detail.pdf 

プログラムダウンロード http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/document.html 

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） 

 

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/intro.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/diagram.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/assy.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/parts.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/help.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/detail.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/document.html
http://www.shimadzu.co.jp/sgs/
mailto:ssrOs1@sgs.shimadzu.co.jp
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