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１．準備 

ADunitに関しては、ハンダ付けなどの組み立てが出来上がっているものとします。 

ただし、組み立てのマニアルにあるように、全てが完了しなくても、PIC周辺だけ組

み立てて、チェックするという方法も含みます。 

 

1.2 プローブの準備 

オシロスコープで、テストする場所に接触し、入力コードを通して、オシロスコープ

に接続する部分をプローブと呼びます。  一般的なオシロスコープの場合、100MHz

以上の周波数を扱う関係で、波形補正回路、同軸コネクタ、シールド線で構成されて

います（図参照）。 しかし今回は周波数が低いのでその必要もなく、簡単なコネク

タとして広く使われる電源パック用のコネクタを流用しました。 

 

 

 

 

 

 

オシロスコープを使ってどんな事をしたいかで、このプローブの形を決めます。 

 

1.2.1  １対１（1:1）プローブ 

単純にプラス側をコネクタの中心に、マイナス側を外側にハンダ付けし、図のように 

作ります。 これで測定範囲は ±20Vまでとなります。  

 

 

 

 

 

これに使う部品１式は付属されて 

いますが、追加したい場合、弊社 

や専門店で手に入りますし、大型 

の DIYのお店でも電気のパーツ 

コーナに置いてある場合も多い 

ようです。 

コネクタは所謂電源用として、 

2.1-5.5型と言われる中心の 

穴径 2.1mm、外側の直径が 5.5mm のもので外付け電源パック用として広く使われてい

 

 

2.1-5.5 型コネクタ 

中心の穴径 2.1mm 

外側の直径が 5.5mm 

みの虫クリップのカバーの簡単な外し方 

適当なものをくわえさせ、金属のクリップ部を引

きぬく 
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ます。 したがって不要になった電源パックもあると思いますので、これを有効利用

するのも良いでしょう。 

 

1.2.2  1:10 1:100 などのプローブ----20V 以上の測定  

20Vより高い電圧を計る場合は、20V以下になるようにしなければなりません。 

オシロスコープの入力抵抗が 1MΩなので、9MΩ（実在では 9.1）をシリーズに入れ

れば、1/10になりますが、100V 以上の想定をした場合、プローブ内で分圧をした方

が、安全と言えますので、図のような回路を推奨します。 

 

 

 

 

 

 

 

R1,R2の関係は以下の通りです。 

  1/n の場合 R2と Rinの合成抵抗 R2*Rin/(R2+Rin) を Rとすると 

   n=（R＋R1)/R 

従って R1と R2は下記のような値が適当です。 

 1/10プローブ   R1=910kF        R2=110kF  （Fは 1%級） 

 1/100プローブ   R1=9.1M      R2=91k  

 

1/10プローブの抵抗 910kFと 110kFは標準付属品として同封されています。 

1/100に関しては、その性格上数百 Vを測定するものと考えられますので、抵抗の W

数と耐圧の注意が必要です。 例えば 1000V とすると P=V2／R で R1=1Mとすると 

1W となります。 

また抵抗には耐圧があります。 炭素被膜の 1/2Wクラスでは 300V、金属皮膜 1/2W

で 600V程度です。 従ってここでは R1 として いくつも抵抗を直列につなぐなど

をして耐圧と、W数を上げる必要があります。また測定中など感電には充分注意して

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。  

 

これらの抵抗を何に入れるかですが、次のプローブ作成の例で ボールペンのプラス

チックの円筒を利用した例を参考にしてください。 
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1.2.3  高周波プローブ 

このオシロスコープは 5KHz ほどの低周波までの波形が見れます。 ではそれ以上

では役にも立たないのでしょうか。 1MHz 以上の信号を例え扱っていても、そのほと

んどが正弦波で 1MHz そのものの波形が見たいという事ではなくその変動を見たい場

合も多いと言えます。 その場合には整流して観測する方法があり、そのプローブを

ご紹介します。 下記がその回路図です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このダイオードは高周波特性の良いショットキーバリヤダイオードなどを使います。 

この回路をボールペンの円筒の中に入れてプローブを作った例を参照ください。 

なお、この例のプローブの先端は、 

真鍮の釘で、ハンダ付が可能です。 

 

 

 

 

1.2 USB ケーブルの準備 

PCと接続する USB ケーブルは付属していません。 これは 「A－ミニ B」タイプと

呼ばれる一般的なケーブルで、殆どのディジタルカメラに使用されており、皆さんも

何本も持っておられる可能性も高く、割愛させていただきました。 もし手持ちにな

ければ電気店などでお買い求めください。   

 

 

 

 

 

 

 

1.3 USB ドライバのインストール 

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
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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。 

  ①USBを PCに繋ぐ。（ADunitの電源が入る。） 

  ②ここで対応は 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、以下のように対応する。 

 

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、ssrOS1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、これを選択し、インストールを

行う。 （下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③以下 PC画面に従い、インストールを行う。 

 

 

1.4 Port の設定 

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。 ssrOS1の

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。 
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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（コントロールパネル内）で図のように 

    ポートに 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 COM6）を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

選択ボタン 
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1.5 キャリブレーション（校正） 

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。 このような事

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、ADunit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。 

 

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。 

 

短絡したら OKをクリックします。  画面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。 

ゼロ点と同様画面の下にレベルが表示されま 

す。 370 プラスマイナス 15カウント 

以内なら正常です。 

 

 

 

 

 

 

基準電圧端子 
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２．操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 電圧レンジ 

入力の範囲は 0.05mV フルスケール ～ 20Vフルスケール です。 

20Vを超える電圧を測定したい場合は、1/10 や 1/100のプローブを使用します。 

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。  

 

2.2 トリガ設定 

トリガというのは入力電圧の表示の開始の合図と言う意味です。 数値の設定ボック

スに-90～90 まで数字がありますが、％表記になっており、例えば 10%と設定され

 

 

 

 

 

 

電圧レンジ 

0.05～20V 

測定中の最

大値最小値

をトレース 

トリガ設定 

測定スタート・ストップ 

タイムスケール 

0.5 ｍ S/Div ～制

限なし 

Continuous 

One Shot 

Re-Run 

を 選 択 。  One 

Shot はファイル

への格納も行う。 

フォルダの設定は 

Set メニューから 

 

電圧値 

画面をクリック

するとその位置

の電圧レベルを

表示 
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ると、フルスケールの 10%の位置がその合図の位置と言う意味です。  

Up,Down のチェックは 信号の上昇と下降を設定します。 従って 10% Up の 

設定では 入力信号が上昇中で フルスケールの 10%の位置から表示を開始するとい

う意味です。 なお 0 は常に表示という設定となります。 

External のチェックは ADunitの 外部トリガ端子をGndに落とすとそれがトリガ

となります。 

 

2.3 タイムスケール 

最小のスケールは 0.5mS／div で一目盛が 0.5 

ミリ秒となりますので、画面フルスケールで 2.5mS 

です。 この時 サンプリング周波数は 40KHz  

です。 従ってサイン波を 1/10 程度で表示できる 

程度の 4～5KHz以下の周波数の信号の測定が可能 

です。上限はなく、２秒以上は秒単位で図のように 

設定します。この場合 設定の 1/100の時間で平 

均をとり表示します。   

 

2.4 Mode 設定 

 Modeの設定は下記の通りです。 

 

Continuous 連続測定（ただしトリガ設定が有効） 

One Shot 一回測定（一画面が表示されたら測定終了）とそのデータを

ファイルで保管、ファイル名などの設定は後述（Setメニュ

ー） 連続保管可能 

Re-Run 保存されたファイルのデータの再表示 

   

2.5 測定開始 

Start ボタンか ［F9］ キーで 測定が開始され、Stop で終了します。 

 

2.6 Max・Min  Point の測定 

これは 測定中の最大最小値をトレース 

するもので、そのレベルを緑で表しま 

す。 動作は Clear されるまで画面が 

スクロールしても続行します。  

機器の調整や最大値・最小値の把握 

に利用ください。  
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2.7 データの格納と呼びだし 

格納には２種類のやり方があります。  

①何時も固定ファイル名、システムが決めたフォルダで格納。 

Mode を「One Shot」とすると、自動的に ユーザアプリケションフォルダに 

ssrOS1.csvというファイルが出来ます。  その時の格納先が画面下に表示されます。 

 

②格納フォルダの変更、ファイル名の設定、連続格納の場合 

次の順序で行います。 

＊ Set メニューの DataFile を選択 

＊ファイルするデータの個数を設定。 100 個まで連続でファイル可能で、 

 ファイル名は #####_00.csv ～ #####_99.csv となる。 

 １個と設定すると、上記①と同じ動作とな 

 るが、フォルダ、ファイル名を自由に設定 

 できる。  

 

＊ 通常の PCの操作のファルダの設定の画面がでるので、ファイル名を設定。  

 

③読み出し  

読み出しは①、②とも Mode 設定の Re-Run から行います。 ファイルの選択な

どは、通常の Windows のオペレーションと同様です。 

また、この設定はシステムを閉じたとき他の電圧スケール、時間設定などの設定類な

どと一緒に設定ファイルに格納され、次回も有効となります。 ただし連続番号は 

00からです。格納されるファイルの内容は CSV形式で以下の通りです。 

   日時、電圧単位（V)、時間軸、１秒以上の時間軸設定、 

   1データの時間単位（ｍS）、データの個数、-------N個のデータ----- 

 

2.8 波形の電圧値の表示(修正 2014/05/19) 

波形を表示する画面内の適当な位置をクリック 

すると、その場所の電圧値を図のように表示 

します。 

注：PCの画面の文字の大きさを Windows上で拡大 

すると位置がずれる不都合がプログラムバージョン 

v1.0でありました。（参考図） 

修正として v2.10をリリースしました。  

ダウンロードはこちら。(ssrOs1_v21.zip)。 

 

 

 

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/dsp125.png
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/proPic.zip
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３． トラブルシューティングと Help 画面 

3.1 ADunit の動作確認 

USBケーブルを一旦はずし ADunit の電源を切った後、Powerランプを見ながら、再び

入れてください。 一回点滅し、点灯したままとなれば、ADunit内の CPUは動作して

います。点滅せず点灯したままだったり、消えたままなら ADunit 内の CPU が動作し

ていません。 この場合は別冊の ADunitの組み立て、調整を参照ください。  

 

3.2 Version 

Helpメニューで ADunit の動作を確認できます。 

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。  

        

3.3 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] 0.005～0.2Vレンジ 

R1[Enter] 0.5～2Vレンジ 

R2[Enter] 5V～20Vレンジ 

QQ[Enter] 電圧値 
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例えば R1[Enter]  QQ[Enter] とコマンドを入れると 画面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 8000 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。 8000ですと 10

進数で 512の意味です。 また入力 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。 ちなみに基準電圧 1.85Vは DE80 付近となります。 

 

 

 

 

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、このオシロスコープのプログラムを終了させてください。 

 

４．参考情報 

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 ssrOS1.zip 

PC側ソースプログラム（BASIC) proBasic.zip 

PC側ソースプログラム（C#) proC.zip 

PIC プログラム（MPLABIDE ファイル）proPic.zip 

 

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
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