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（株）島津総合サービス（旧島津総合科学研究所） 

オシロスコープ ssrOs1 の紹介と概略 
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１．まえがき 

 オシロスコープは電圧の時間変化を画面で見て、様々な現象やトラブルの解析に役立てるもので、電気、

電子、通信などの分野ではなくてはならないものです。 これをお手持ちの PCを使って実現する比較的簡

単な装置を提供しようというのがこのキット ssrOs1 です。 これを完成させて様々な事にお使いいただけ

ると幸いですが、同時にこのキットを組み立て、調整し、またこの技術的な事を体験して行く中で、ハン

ダ付、電子回路への理解、PCのプログラム、２つの機器間のコミニケーションの方法などを体験していた

だきたいと思います。 それにより、複雑化していく現在のエレクトロニクスの基本的な概念などがぐっ

と身近に感じ、理解が深まると考えます。 

 

 その為にこれに関する情報を詳細にまとめ、ネット上に公開しています。  これらの資料についての

内訳を９節で後ほどご紹介します。 また、色々な資料を見ていただく皆さんのレベルを高校の理科で扱

う電気に関しての知識がベースにある事を前提とし、高等専門学校、大学、一般の方を対象としています。  

中学の範囲からは多少超えますが、中学生でもご自分でネット上で情報を集めたりすれば理解できると思

います。 つまり、直流、交流、オームの法則、コンデンサ、抵抗などの意味が分かり、ＰＣについては

精通はしていないとしても、一般的なエクセルの操作などを超え、ＶＢ（Visual Basic）ぐらいは組んで

みたいと思っている方を想定しています。   

 

２．完成イメージと PC画面 

キットの中身は図のように、ケース、 

プリント板、電子部品のキットとなっ 

ています。 

 

 

 

 

 

完成した ADunit及びプリント板、ケースの組み立ては図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただしケースは塗装されていませんので、皆さまにお好きな色で塗装していただきたくお願いします。  、

ケースの材質はアルミニュームですので、そのままで良ければ特に塗装をしなくても問題ありません。 

PC上の画面は図のようになります。 
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３．オシロスコープとは 

 オシロスコープは電圧の変化を波形として描き観測するための測定器です。 電気信号は大きく分ける

と直流（DC）と交流（AC）があります。 直流といえば乾電池があります。電流が＋電極から負荷を通

って－電極へ向けて流れ、下左図のように寿命が来始めると電圧は少しずつ下がっていきます。この直流

電圧はテスターや直流電圧計で簡単に測れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、計りたいものが一瞬上右図のように変化すると、例え直流でも針や単純な表示のメータでは良

く分らない事が多いでしょう。 この場合はメータの針が変化に追いつかず例えば１秒間の平均値のよう

な値しか読み取れません。  

 

 一方、交流は図のように電流の流れる方向が交互に入れ替わり 

、身近では家庭で使用される商用電源 100V（50 Hz/60 Hz）が 

それにあたります。  これを通常、テスターや交流電圧計で 

100 V と測っていますが、実は瞬間瞬間で電圧が変わるこの交流 

電圧をエネルギー的に等価な直流電圧に置き換え、その電圧値を 

実効値と定義し、その値を読みとっています。このように、電圧の波形を見ることが非常に重要な事が色々

な場面であります。 これを実現するのがオシロスコープです。 
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４．PC でオシロスコープを作るための方法 

 前述したような波形を表示したい場合、PC を使うとして、どうしたら簡単に実現できるでしょうか。  

PC の入力は普通 音声のマイク入力と USB と LAN しかありません。 マイク入力は交流（AC）ですが、

100Hz～4KHz 位の音声領域に限られ、またその電圧の値（V）は不明です。 特に直流（DC）は受けつ

けませんので、外部で電圧の大きさをディジタル値にしたものを USB、もしくは LAN 経由で入力するし

かありません。 ただし音声領域だけで良いのであれば、PC だけでオシロスコープが実現でき、ネットを

通して手に入ります。 

 

 このオシロスコープでは、図のようにアナログ入力電圧をディジタルに変換します。 これには A/D コ

ンバータを使います。 例えば１V なら 255 とかの数値に変換されます。 この数値を PC に送る必要が

ありますが、これに使うのが、USB です。 このような事をするのにうってつけの IC が数多くあり、 A/D

コンバータやデータの送受信が安価に実現できます。 

 

このようなシステムでは、入力の電圧の範囲と時間間隔（サンプリング周期）が重要です。 電圧に関し

ては低いとノイズが問題ですが、1mV 以上なら多少の注意だけで、それが価格などには影響は受けません

し、高い方は、感電など注意が必要ではありますが、電圧を減衰させれば良く、システムを設計する上で

は問題にはなりません。  

 

 問題はサンプリング周期です。 これは何を見たいかで変わります。  早ければ早い程文句はないの

ですが、これは高価になります。そこで、今回は、理解し易く、作り易く、安価であるが、実用的という

条件で最もシンプルなモデルとしました。 この場合どんなことが条件となるのでしょうか。 PC の処理

速度は Windows の下で処理し易いデータの取り込みは 1mS（1000 点／秒）程度と考えた方が良いでしょ

う。 PC の外に置く収集器の能力は、PIC という安価な IC を使うと最高 20μS～50μS／1 データ程度

です。    

 

 このような条件で今回のオシロスコープの仕様の最高サンプリング周期を 25μS（周波数 40KHz）と決

めました。  これでは１サンプリング毎 PC に送っても処理は難しいので、PIC の内部に 250 点のデー

タをメモリに貯え、PC で表示する時まとめて送る方法としました。 このような事をバッファリングと言

います。 処理スピードが異なる２つ以上の機器の間で通信をする場合、必ず必要となります。 

DC/AC 

アナログ電圧 

アナログ／ディ

ジタル変換器 

データ送受信器

（受信も必要な場

合が多い） 

PC 
USB 
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 サンプリング周期の 25μS では、信号をその 1/10 程度の分解能でみるとすると、0.25ｍS 程度の周期

(4KHz)の波形が観測できる事になります。 60Hz の電源の AC 波形なら問題ないでしょう。 一方、一

般のオシロスコープはもっと高い周波数が当たり前ですが、長く電子回路の設計に当たって来た経験から、

これは充分実用的です。 今回のオシロは、4kHz という人が感知できる変化をカバーし、時間軸の長い方

には制限がなく、皆さんの周りに有る現象や自分達で製作したちょっとした装置を調べるには、コストパ

フォーマンスは非常に良いと言えます。 また、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、プローブで可能となります。 

 

 入力電圧範囲は DC,AC 50mV～20V で、パソコンとの間は電気的に絶縁していますので、感電な

どに注意していただけば、家庭用の AC100V の電源などを測定可能です。 この場合プローブで 1/10 の

分圧をすれば 200V まで測定可能です。 この部品はキットに含まれます。 

 

５．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 

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 

データバッファ 

  PC 

データ 
データ要求 

USB 

データバッファ 

Windows 

プログラム 

AD Unit 

 
A/D --- 

CPU 

 

PC ＰＩＣ   フォトカップラ USB 
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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） 

 

６．回路図 

 回路図は、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。 （回転表示は一旦ファイ

ルに格納してそれを開いてください。） 

 

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。  

詳細解説は別冊（別ファイル）「オシロスコープ ssrOS1 技術解説」を参照ください。 

 

（注）PIC に関して、ウキペディアを引用します。 

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

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 

http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/diagram.pdf
http://www.shimadzu.co.jp/ssr/etc/ssrOsc/detail.pdf
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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。 

------- 

 

７．プログラム 

 プログラムは開発時に用いるソースコード（ソースプログラム）と最終的にインストールするオブジェ

クトコードがありますが、双方とも当社 Web からダウンロードできます。 またこのプログラムは PC 側

にインストールするものと、ADunit の PIC に書き込むものがあります。 PIC 側はこのキットの PIC に

既に書き込まれています。 

 

7.1 PC側のプログラム 

 プログラムは マイクロソフト社が提供する Visual BASIC 2010 Express Edition を使用して作成し

ました。 これは .NET Framework と呼ばれる Windows のプログラム開発環境を利用したもので、 

Visual Studio と言う開発環境の中で、無料で使う事ができます。 その外 VisualC#、VisualC++、 

が使えます。 今回正規プログラムは Visual BASIC として今後ともメンテナンスをしていきますが、 参

考として VisualC#版も掲載する予定です。 ソースプログラムは弊社 Web からダウンロードして自由に

お使いいただけますので、これを参考に別のシステムを作ったり、また、プログラミングそのものの参考

にしていただく事ができます。 

 

このプログラムで実現する機能やこれによって得られる内容は以下の通りです。 

(1) イベントドリブンと言われる Visual BASIC プログラムの作成の基礎 

(2) データの取り込み方法 

(3) 外部機器とのコミニケーションの具体例 

(4) ファイルの読み書き 

(5) グラフなどの描画 

(6) アプリケーションの開始、終了時の処理 

(7) 例外処理---PC のスリープへの対応 

  

なお、PC のプログラム及び、PIC のプログラムの著作権は（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。 ただしマニアル類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。 

 

7.2 ADunit 側（PIC）のプログラム 

 このプログラムは MPLAB IDE というプログラムで開発しました。 これは PIC のメーカであるマイク

ロチップ社から無料で提供されていますので、ダウンロードしてみてください。 

注意 これを使う時は、ドライブ名以下ここに至る全フォルダ、ファイル名を半角英数字にしてください。 

絶対全角日本語は使用しないように！！ 

 

 MPLABIDE 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）、

http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
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アセンブラ（アセンブラ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）などが含まれています。 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。 このアセンブラ

言語は完全に機械語と１対１に対応しており、100%動きをご自身で把握でき、プログラムを理解する原点

として非常に重要です。 PC の高級言語は便利ではあるのですが、ブラックボックス化された巨大なシス

テムのほんの軒先を借りて動かすイメージで、99.99%以上は他人の創造物です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 MPLABIDE でも PC の Visual Basic に関しても 日本語の解説本が出ており、色々な事を知ることが

できます。 しかし全てが書かれている訳ではなく、基礎的な事の一部が書かれているだけとご理解くだ

さい。 このオシロに関しても足りない情報がかなりありました。  PIC については、この IC のメーカ

である Microchip Technology 社から出されているオリジナルなデータシート（英語のみ）でなければ分

らない事が多かったというのが実際です。 また Visual Basic については、システムのメニューの Help

が強力な武器ですし、ネット上に様々な情報があり、これを参考にしてください。  

以上プログラムについても詳細解説は別冊（別ファイル）「オシロスコープ ssrOS1 技術解説」を参照く

ださい。 

 

８．キット 

 IC など一般の部品はネットで簡単に手に入るようになりました。 従ってこのオシロスコープも公開し

た情報で皆さんがご自分で部品を揃え、完成させる事ができます。 しかし中には非常に手に入れにくい

ものや見つけるのに苦労するものがあります。 また抵抗など１本では売ってはくれず１００本単位の場

合も多いのが現状です。 また１個が手に入るとしても、失敗した時を考え、つい複数個購入し、高くつ

いてしまいがちです。  そこで部品一式をキットにしたものと各部品を個別に購入できる仕組みを（株）

島津総合サービスでつくりました。リストと価格は Web 上を参照ください。 上記の部品キットにはケー

ス、パネルが含まれます。  PIC にはプログラムを書き込む必要がありますが、このキットでは書き込

み済みのものが入っています。 なおこのキットには USB コード（一般のディジタルカメラなどに使用す

る A－miniB タイプ）は入っておりませんので、別途ご用意をお願いします。  

  

 この組み立てと調整に関しては別冊「組み立て、調整」 に、ハンダ付けの基礎から、トラブルシュー

ティングまで詳細に記載しており、初心者にもトライしていただけるよう配慮いたしました。 

 

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 

PIC のアセンブラ 

全てを自分で作成

するプログラム 

PC のプログラム 

非常にわずかな部

分だけをプログラ

ム 

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

 

１０．開発後記 

 今「ものつくり」に関して危機が叫ばれています。 その根底には工学が何か面白味のないものなった

からに見えます。 なぜでしょうか。 ひとつの要素として、周りにある機械類があまりに高度になりす

ぎ、それに理解や興味が行くには壁がとてつもなく高くなった事があると思います。 テレビや時計を分

解しても IC があるだけ。 何の興味も湧きません。 しかし、身近になった PC をお仕着せのプログラム

以外で使うと非常に面白い事が実現できます。 特にゲームなどバーチャルの空間ではなく、実世界と何

らかの繋がりを持つシステムを作り上げると、これをベースに「ものつくり」への興味が湧きます。  分

ってしまえば、昔では考えられない程の事が個人でも、安価にできるようになっています。  つまり、

初期段階で大きな壁が控えてはいますが、そこをクリヤするとそこには、以前より広い興味のある世界が

広がっています。 

 

ただしこのオシロスコープは、原理を理解するための単純化は避け、売り物の製品のように精度や操作性

を考慮し、長く実用的に使う事を念頭に置きました。 メーカの製品の場合、中枢の原理より、それを支

える操作性、例外処理、性能保証、安定性などの方が手間がかかり重要な事が多いです。 単純な原理お

もちゃなら、プログラムは 100 行程度で済むでしょうが、今回は PC と PIC それぞれ 1000 行、合計 2000

行程になりましたし、回路も同様に原理おもちゃではなく、精度などをポイントに実用にこだわりました。  

 

これらを解説するに当たり、いわゆる日本的、教科書的、オールラウンド的にまず基礎的な技術をマスタ

ーしながら積み上げる記述の仕方では、膨大すぎて途中で疲れてしまいます。 一方企業などでは、ある

システムの開発をする場合は、まず必要な機能、仕様を検討し、それを実現するための技術を調べ、その

技術を手に入れるために色々な手を尽くします。 このようにトップダウン式に考えて、目的にたどりつ

く方法は学校教育では稀です。 しかしこのようなアプローチは重要であり、時に分らない事も適当に取

り込み、やってみるというのは「ものつくり」の原点と思います。 そこでその例として、今回オシロス

コープという「システム」の実現にはどんな事が必要なのかと言う観点からまとめました。 従ってプロ

グラムの細かな解説などに関して、他の参考本やネット上の情報で簡単にたどりつく部分は省略しました。 

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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 以上このキットを組み立て、またこの解説をご覧いただきながら「ものつくり」の面白さを体験できれ

ばと期待しています。 また、このオシロスコープで PC と周辺装置という２つの装置が連携して一つの

システムとして動く仕掛けを理解していただくと、さらに大規模なシステムに思いをはせる事ができると

思います。 そしてこのオシロスコープを使って色々な電気的な測定などに利用していただければと願っ

ています。  

2011/6/5 

（株）島津総合サービス（旧島津総合科学研究所） 
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