
Openscope/ハイパー実験室シリーズ紹介

2017.11.12 開放電脳/JH1CDV 松元博司

●発表主旨
“楽しく、安く、早く“電子工作を心がけています。

openscopeすぐれものだと思います。

2016/9月にＡＤＡＬＭ１０００を紹介しました、その時優れものだと思った

のですが、今現在あまり聞きません？？？今回も、二の舞になりそうです
がｏｐｅｎｓｃｏｐｅ優れものだと思います、おせっかいにも教えないと！！
！などと考えています。

皆さんのお役にたてれば嬉しいです。



はじめに

今月号トランジスタ技術に、今日お話しする製品が並んで、読者プレゼントに出ていまし
た。
この2つの製品の作り方を比較してみます。

ハイパー実験室シリーズ
↓（シリーズ名が変更？）
ＰＩＣ計測キットシリーズ

オープンソース・ソフト/ハー
ド

開発環境
・ＭＰＬＡＢ

・ＬＩＮＵＸ上のＪａｖａｓｃｒｉｐｔ

Ｏｐｅｎｓｃｏｐｅ ＭＺ

オープンソース・ソフト/ハー
ド

開発環境
・ＭＰＬＡＢ

・Ａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥ

（ＰＩＣ３２ＭＺ用コンパイライ
ンストール可）



ＰＩＣ計測キットシリーズについて

写真でコピーさせてもらいました

Windowsアプリをお勧めし
ます

・Ｗｉｎｐｃ１台で、ＵＳＢ計測
器５台同時に動かせる
（ラズハ゜イ５台必要）

・校正ができる
（ソースの変更で対応）

・ＣＳＶに落とせて、ＥＸＣＥＬ
ですぐ使える
（ファイルの転送が必要）



ＯＰＥＮＳＣＯＰＥとは

Features
• Connectivity：WiFi (802.11g)、USB 
2.0 (High Speed Required)

• Oscilloscope
2 Ch、12-bit、 6.25 MS/s sample rate
1 MΩ 、±20 V input voltage range

• Arbitrary Waveform Generator
Sine, triangle, sawtooth, square and 

DC outputs
10-bit 、 1 Hz to 1 MHz frequency

• Logic Analyzer and GPIO
10 Channels 

multiplexed between the Logic 
Analyzer and



基板外形



システムアーキテクチャ



システムアーキテクチャ

Command Format
JSON Object：Example：Command
{

"log": {
"analog": {

"1": [{
"command": "stop"

}]  }    }
}
Response
{

"log": {
"analog": {

"1": [{
"command":"stop",
"statusCode":0,
"wait":0

}]        }    }
}

Logger Page

The logger page provides access to 
core logger functionality and enables 
the user to create and load logging 
profiles, set sampling parameters, 
start a logging session, streamdata to 
the chart, manipulate the cart, 
export chart data as a csv, and more.

Log / Stream / Run - Click to start a 
logging session. See the “Mode” 
section for a more in-depth 
explanation.



Ａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥ

Ａｒｄｕｉｎｏ ｉｄｅ で コンパイルできました。



Ａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥ

Ａｒｄｕｉｎｏ ｉｄｅ で コンパイルできました。
コンパイルｌｏｇ 抜粋

D:¥00-dl2017¥esp32¥arduino-1.8.3-windows¥arduino-1.8.3¥arduino-builder -
dump- Compiling libraries...
Compiling core...
"C:¥Users¥jh1cd¥AppData¥Local¥Arduino15¥packages¥Digilent¥tools¥xc32-
tools¥xc32-1.43/bin/xc32-gcc"  -c -g -O0 -w -mno-smart-io -ffunction-sections 
-fdata-sections  -mdebugger -Wcast-align -fno-short-double -ftoplevel-reorder 
-MMD  -mnewlib-libc -ID:¥WorkSpace¥Arduino¥temp -
mprocessor=32MZ2048EFG124 -DF_CPU=200000000UL  -DARDUINO=10803 -
D_BOARD_OPENSCOPE_ -DMPIDEVER=16777998 -DMPIDE=150 -
DIDE=Arduino   -ID:¥WorkSpace¥Arduino¥temp/sketch "-
IC:¥Users¥jh1cd¥AppData¥Local¥Arduino15¥packages¥Digilent¥hardware¥pi
c32¥1.0.3¥cores最大2031616バイトのフラッシュメモリのうち、スケッチが13248
バイト（0%）を使っています。

最大524288バイトのRAMのうち、グローバル変数が3104バイト（0%）を使ってい
て、ローカル変数で521184バイト使うことができます。



３Ｄプリンタによるケース活用の勧め

Ｏｐｅｎｓｃｏｐｅ プロジェクトは、オープン・ソース・ハードで、３Ｄプリンタ用の ｓｔ
ｌファイルもダウンロードでき、自分で３Ｄプリントできます。

３Ｄプリントしたケース自体を販売（プリントに時間がかかりコストが見合わない）
するのではなく、ケース作成用の設計データをオープンにし、各自で、プリントす
る形になってきています。



ＰＩＣ３２をａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥで開発することの勧め

ＰＩＣ３２をａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥで開発することができます。

ａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥは、最近注目の、ＥＳＰ３２、ｍｉｃｒｏ：ｂｉｔなども開
発できます、Ａｒｄｕｉｎｏの豊富なｅｘａｍｐｌｅ、ｌｉｂｌａｒｙを活用しまし
ょう。

ただ、ａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥ とか、ｍｂｅｄは、使いやすさのために、デ
バイス固有の情報は、隠蔽されていると思います。

これらの開発環境で開発していくと、ハードとしてのマイコンは、
何でもいいなんてことになるかもしれません。

使いやすい、開発環境、デバイスドライバ、ライブラリがあるマイコ
ンシステムを、作りたいものに合わせて、使っていくのが良いと思
います。



参考 2014年にはＰＩＣ３２用Ａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥがあった！！！

ｃｈｉｐＫＩＴ Ｍａｘ３２ Ａｒｄｕｉｎｏ互換ボード
発売日 2014/05/09 メーカーカテゴリDigilent Inc.
カスタマイズされたＰＩＣ３２用Ａｒｄｕｉｎｏ ＩＤＥを使用する事で、 Ａｒｄｕｉｎｏのサン
プルコードやシールドを使用出来るＡｒｄｕｉｎｏ互換ボードです。 ＰＩＣ３２用Ａｒｄｕ
ｉｎｏ ＩＤＥは別途ダウンロードして使用して下さい。

特長
・３２ビットＭＩＰＳコアのＰＩＣ３２マイコンを搭載。
仕様
・搭載マイコン：ＰＩＣ３２ＭＸ７９５Ｆ５１２Ｌ


