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技術ノー卜

Windowsにおける計測プロゲラミンゲ

(第 3回)

広島市立大学情報科学部藤原久志・石渡孝

1.はじめに

今回は，コンビュータの外部の計測機器を制御する例と

して， IEEE-488 (GPIB)を介したオシロスコープの波

形データ取得 転送プログラムについて紹介する.

2. 今回の解説概要

今回の解説記事では，まず IEEE-488(GPIB)に関す

る基礎知識とこれを含めた今後の計測機器制御インタフ

ェースの動向予測について述べる.続いて， IEEE-488プ

ログラミングの概要として，インタフェースボード・計測

機器それぞれの準備と大まかなプログラム構築の流れにつ

いて説明する.最後に，実際に作成したオシロスコープの

波形データ取得-転送プログラムを例に，サービスリクエ

ス卜や計測機器の時間応答性の問題を話題とする.

今回紹介するサンプルプログラム(ソースコード等)

は，我々の用意したホームページ1)よりダウンロード可能

である.

3. IEEE-488 (GPIB) に関する基礎知識

3.1 IEEE-488 (GPIB)とは

IEEE-488の正式名称は， IEEE-488標準ディジタル-

インタフェース規格 (IEEEStandard Digital Interface for 

Programmable Instrumentation)である2) この規格は，

コンビュータと各種周辺機器との接続インタフェースの標

準化を目的として， 1975年に制定された.GPIBは，俗称

であり，他にも HP-IB，IEEE-IBなどの呼称を有する.

本解説記事では以後， iIEEE-488 Jと表記する.

なお， IEEE-488には二つの規格があり， IEEE 488.1 

は，主にインタフェースの物理的目電気的仕様を規定す

る.一方， IEEE 488.2は，より高次な論理的仕様(コマ

ンドやデータのフォーマットなど)を規定する.

図1に， IEEE-488の役割を示した. IEEE-488は，コ

ンビュータと計測機器との仲立ちとなり，コンビュータか

らの「命令jや「問い合わせ」を計測機器へ伝達する.ま

た，計測機器からの「データ」や「回答(閉し、合わせに対

する)Jをコンピュータへ伝達する.

IEEE-488をコンビュータに装備する方法の一つは，専

用のインタフェースボードを装着することであり(図

2) 3)，本記事ではこの方法を採用する.ボードと計測機器

の接続には，専用のケーブlレ(図 2)を使用する. IEEE 
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図 1 IEEE-488の役割目

図2 IEEE-488インタフェースボード(コンビュータに装

着済み)と専用ケーブル.

488には「アドレス」の概念があり，一台のコンビュータ

(コントローラ)に，複数の機器を接続することができる.

接続可能な機器台数やケーブル長の制約については，文献

2， 4が参考になる.

IEEE-488の参考書としては，文献 2が好著である(残

念ながら現在絶版で入手困難).現在でも入手可能な書籍

としては，文献 5の第 5章が IEEE-488プログラミングの

解説に充てられている5) また，インタフェース社のチ

ュートリアjレ4)は無料で入手可能であり，特にその第一章

はIEEE-488の概略を知るのに役立つ.

3.2 計測機器制御インタフェースの今後の動向

本節では，表題に関する筆者らの予測を述べる.

まず，今後の計測機器インタフェースの主流は， USB 

(Universal Serial BUS)6)になると考えられる.その理由と

しては， USBポート (USB2.0)が現在のコンビュータ

に標準装備されていること(かつての RS-232Cと同様の

位置付け)， USBを計測機器制御に使用可能とする規格71

が構築されていることが挙げられる.また USB2.0のM

大デ タ転送速度 (60MB/s)6)が， IEEE-488のそれ(1

MB/s程度)よりも遥かに高速であることも見逃せない.

これらの理由により，今後新たに販売される機器からは，
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図 3 波形取得 転送プログラムの試験に用いたオシロス

コープとデジタル遅延パルス発生器.

IEEE-488は徐々に消え行く運命にあると予測している.

しかし，一方で IEEE-488インタフェースは，今後長期

に亘って (20年以上)利用され続けるとも予測する.そ

の理由として，後述のプログラム試験(図 3参照)にも

用いたデジタ jレ遅延パルス発生器 (DG535， Stanford 

Res巴arch Systems)のような「名機の存在」が挙げられ

る.

DG535は，高速かっ正確なタイミング作成には不可欠

の装置であり，既に数多くの研究室に導入されている.こ

れまでの実績より，故障さえ無ければ， 20年後にも

DG535は有用であり続けるであろう.そして，写真に載

せた DG535の接続インタフェースは IEEE-488のみであ

る.このような名機の存在により， IEEE-488はその存続

を保障されるのである.

4. IEEE-488プロゲラミンゲの概要

4.1 インタフェースボードの準備とライブラリ関数

今回使用した IEEE-488インタフェースボードは，イン

タフェース社の iPCI-4302Jである8) ボードのコンビ

ュータへのインストーlレ方法は，マニュアル9)に詳述され

ている.

インタフェース社の IEEE-488ボードには，種今のドラ

イパ(ライブラリ関数)が用意されおり，このドライパが

図 lに示した「仲介役」の機能を準備・担当する.今回，

我々は業界標準API (IEEE 488.1および IEEE488.2 

API)をサポートする GPC-4301Nをインストールした

そして，実際に用いたのは IEEE488.1関数(全部で39個

の関数が用意されている)である.今回のサンプルプログ

ラム作成では，その中の 7個の関数(表 1)が必要であっ

た.まずは，これらの関数の機能について習得し，その後

に他の関数の利用を可能とすることで，プログラミングの

幅を拡げると良い.さらに， IEEE 488.2関数を用いれ

ば，より細かいインタフェース制御が可能となる. IEEE 

488.1及び IEEE488.2関数の引数・機能の詳細について

は，マニュアル10)を参照されたい.

ボードの準備としては，アドレス(次節で説明)とデリ

ト 41):1 

表 1 今回のサンプルプログラム作成で用いた[EEE1111:1.1 

関 数 の 覧

関数名 儀L d能

ibdev デバイスを闘いて初期化する '. 
ibclr 指定されたデバイスをクリアする

ibwrt デバイスにデータを送信する

ibrd デバイスからデータを受信する
， 

ibwait 指定イベントの発生まで待機する

ibrsp シリアルポールを行う
可

「

iboJU ボード，デノtイスをグローズ，または初期状態に戻す

ミタ(送信終了を示す区切り文字)の設定も大切である.

通常は初期設定 (1次アドレス:0， 2次ア.ドレス:無し，

デリミタ:CRLF)のままで良いが，相手の計測機器との

整合性は確認すべきである.

4.2 計測機器側の準備

IEEE-488プログラミングでは，計測機器への「命令」

や「間し、合わせJ(図 1参照)は，機器側で規定する「コ

マンド」を機器に伝えることで行う.したがって，プログ

ラミングに先立って，制御すべき計測機器のプログラマー

用マニュアル(コマンド仕様の詳細を記載)を読み込む事

が必要がある.

また，先述のとおり IEEE-488には「アドレス」の概念

があり，使用する機器のアドレスを設定する必要がある.

IEEE-488では，機器用に利用できるアドレスは Oから30

までである4) アドレスには，正確には l次アドレスと 2

次アドレスがあるが，多くの場合には 1次アドレスのみ

を使用する.アドレスの設定は，機器マニュアルに従っ

て，所望の値(ただしボードで選択した値を除く)を指定

する.

4.3 プロゲラム構築の流れについて

上記の準備が完了し，コンビュータ(正確にはインタフ

ェースボード)と計測機器を専用ケーブルで接続すれば，

双方の電源を入れる事で，プログラム構築に取り掛かるこ

とができる.

まず初めには，計測機器を聞いて初期化し (ibdev関数

を使用)，その後に何もせずにボード，計測機器をクロー

ズする (ibonl関数を使用)というごく簡単なプログラム

を作成・試験すると良い.このような簡単なプログラムで

も，思いもよらない不具合が見つかることがあるので，ま

ずは慎重に出発したい.そして，経験を積むと分かる事で

あるが，この簡単なプログラムが動作し，計測機器と通信

可能である事が分かれば， IEEE-488プログラミングの大

きな山場は越えた事になる

続いては，何か簡単な問い合わせコマンドを一つ機器に

送り(ibwrt関数を使用)，その回答を受信する(ibrd関
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数を使用)プログラムに拡張すると良い.このプログラム

も正常に動作すれば，機器制御も可能である事が分かる.

あとは所望の計測を実現する命令・問L、合わせの送信とそ

の回答受信のアルゴリズムを考案し，実装するだけであ

る.

5. IEEE-488プロゲラミンゲの実際:

オシロスコープによる波形取得・転送

5.1 試験環境

IEEE-488プログラミングの実例を示すために，オシロ

スコープを制御し波形取得・転送させるプログラムを作成

し，その試験を行った.

今回用いたコンピュータは，前回用いたものと同じであ

り，これに先述の IEEE-488インタフェースカードを装着

して，オシロスコープとの通信を行った.

また今回用いたオシロスコープは. 10年以上前に購入

した Tektronix社のTDS350である(図 3). そして，試

験用信号は，デジタル遅延パルス発生器(DG535)によ

り，方形波パルス信号 (TTLレベル，パルス幅 1μs)を

10 Hzで発生させた この信号をオシロスコープの CHl

に入力し，信号自身をトリガー源として波形取得した後

に，コンビュータへのデータ転送を行った.

5.2 サービスリクエス卜の利用

サービスリクエストとは，文字通り計測機器よりコンビ

ュータ(コソトローラ)にサービスを要求する機能のこと

である.サービスリクエストを必要とする場面は，機器に

よって異なる.

今回の場合，コンビュータとオシロスコープの同期に，

サービスリクエス卜を用いている.すなわち，コンビュー

タからの命令により信号波形を取得したオシロスコープ

が，サービスリクエストによりコソビュータに波形取得完

了を通知する.この通知の後に，コンビュータが波形デー

タの転送を命令することで，確実に更新されたデータを受

信することが出来る.

今回用いたオシロスコープに限らず，このような同期処

理を行わないと，更新されていない計測データを転送する

機器があるので，同期処理に気を配ることは重要である.

5.3 サービスリクエス卜を用いた波形取得 転送プ口

ゲラム(単発信号取り込み)

まず初めに，サービスリクエストを利用し，一回のトリ

ガー毎に信号波形を取得・転送するプログラムを作成し

た.図 4にそのソースコードの抜粋を示す.図のコード

からも分かるように. IEEE-488プログラミングでは，そ

のほとんどが計測機器へのコマンドの送信になる.図中の

コマンドの詳細については，マニュアル11)を参照された

し、.

プログラムのアルゴリズムを，図 4を用いて説明す

る.まず計測の準備として. I測定の設定」で CHlにお

1*測定の設定金/

"SELECT CH1: ONn (CHl の表示を ON)

"ACQUIRE:MODE SAMPLE" 

(通常の波形取得設定)

"ACQUIRE:STOPAFTER SEQUENCE" 

(波形取得後に停止)

1*波形データ取得の実行，*1 

"*CLS" (ステータス・データ構造のクリア)

"ACQUIRE:STATE ON" (波形取得命令)

1*波形データ取得との同期 *1

同 OPC"(上記命令による波形取得完了時に、

サービスリクエスト発生)

闘臨盤醜蹄震|
ibwalt関数(サービスリクエスト待ち)

ib悶p閑散(シリアルポール実行)

1*波形データの転送 *1

"CURVE?" (波形データ転送を依頼)

GetMsgFromDevlce関数(転送データの取得)

図4 サービスリクエス卜を利用した信号波形取得プログ

ラムのコード(抜粋).図中で，引用符(")で固ま

れた部分はオシロスコープのコマンドである.このコ

マソドの送信には.SendMsgToDevice関数(我々が

実装)を用いており，図のコードは略記表現である.

たとえば.r"SELECT CHl : ON" Jの実際のコード

は. rSendMsgToDevice (“SELECT CHl : ON");J 

である

いて 1回波形を取得すると停止するよう設定する.続い

て「ステータスレジスタの設定」を行う.この設定の詳細

はマニュアJレを熟読しても分かりづらい代物なので， とり

あえずは「こう書くもの」と受け取ると良い.その役割は，

図に記したとおり. *OPCコマンドに対するオシロスコー

プの応答様式を設定している.

続いて. I波形データ取得の実行」に移る.ステータ

ス・データ構造をクリアした後に，波形取得命令

(“AQUIRE: ST A TE ON")をオシロスコープに送信す

る.この命令により，オシロスコープはトリガ一要件(詳
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しくはサンプルプログラムを参照の事)が満たされると，

波形を取得・停止する.

一方，コンビュータ側からは，波形取得命令に続いて，

「波形データ取得との同期」のために， *OPCコマンドを

送信する.すると，オシロスコープは，先述のステータス

レジスタの設定により，それまでに受信した命令に応じた

動作が全て完了すると，サービスリクエス卜を発信する事

になる.

*OPCコマンドの後に，オシロスコープの波形取得に時

間が掛かる場合には，コンビュータはこれと並行して他の

処理を行う事も出来る.オシロスコープのサービスリクエ

スト発信は， ibwait関数で検出する.この時， ibwait関数

は，前回紹介した Wai tF orSingleObj ect関数と同様な役割

を果たす.

サービスリクエスト検出の後には， Iシリアルポール」

と呼ばれる動作を実行する (ibrsp関数を使用).シリアル

ポールは，サービスリクエス卜を発信していると思われる

計測機器を指定して，その状態情報を取得する動作であ

る，サービスリクエス卜を検出したならば，必ずシリアル

ポールを行う必要がある12)

最後に， CURVE?コマンドにより，オシロスコープに

新規取得波形データの転送を命令し G巴tMsgFrom-

Device関数(我今が実装)によりデータ受信を行う.

なお，コンビュータ側から見たときのデータ(情報)の

送信および受信に，それぞれ SendMsgToD巴vice関数お

よび GetMsgFromDevice関数を実装したが，その内部で

はそれぞれ ibwrt関数および ibrd関数が働いている(詳

しくは，ソースコードを参照の事)• 

5.4 オシロスコープの応答性の問題

前節で紹介したサンプルプログラムを， 5.1で述べた環

境で実行したところ，波形取得周波数は1.4Hz程度であ

り，信号発生周波数(10Hz)に遠く及ばなかった.今回

の試験環境において，信号発生周波数を10Hzにしたの

は，典型的なレーザー分光計測(励起用レーザーの発振周

波数10Hzを想定)を意識してのことである.よって，前

節のプログラムでは貴重なデータ取得機会の多くを捨てる

事になる.

そこで， 日本テクトロニクスに問い合わせたところ，次

のような回答を頂いた:①前節で説明したような同期を取

つてのデータ取得・転送では， 一部の機種 (DP07000，

DP070000シリーズ等)を除いては，現行の機種でも取得

周波数10Hzを達成するのは難しい;②同期を取らずに

データ転送を行うと，古いデータのみならず偽データ(古

いデータと新しいデータが混ざったもの)を読み出す危険

性がある.

結論として，前節で紹介したプログラムは，手法として

は間違っていないが，データ取得周波数10Hzを達成する

事は不可能と分かつた.そこで，次節に紹介するオシロス
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図5 サービスリクエス卜を用いた波形取得・転送プログ

ラム(波形平均化機能を利用)の実行画面.

コープの波形平均化機能を利用するプログラムを作成する

事とした.

5.5 サービスリクエス卜を用いた波形取得・転送プ口

ゲラム(波形平均化機能を利用)

図5に作成したサンプルプログラムの実行画面を示す.

プログラムの変更点としては，波形取得命 令

("AQUIRE:STATE ON")に対応して，オシロスコープ

が波形取得・平均化を64回実行した後に停止し，サービ

スリクエス卜を発信するようにした.このためには，図 4

の“ACQUIRE: MODE SAMPLE"のコマンドの替わり

に，“ACQUIRE: MODE A VERAGE"と“ACQUIRE:

NUMAVG64"の二つのコマンドを送信する.またこれ

に応じて，オシロスコープから取得する波形 1点あたり

のデータを lバイトから 2バイトに変更した.

図5のデータ取得回数と経過時間，そして平均化回数

から計算すると，このサンプlレプログラムでの波形取得周

波数は 9Hz弱に相当することが分かる.そして平均化回

数を増加する事により(このオシロスコープでは，最大

256回の波形取得・平均化が可能である)13) ，波形取得周

波数はより改善されるはずである.

本節で紹介したサンプルプログラムは， トリガー毎に変

化する信号の波形取得には適さない.しかし，通常のレー

ザ一分光計測では，同一条件でのデータ積算が多いと考え

られるので，十分実用になるはずである.

6. おわりに

本連載の最後に「戦略を持って計測プログラミングと向

き合うべき」ことを強調したい.計測プログラム構築に

は，無視できない時間と労力を要するので，その投資に見

合った成果が得られるかどうか，良く自問すべきである.

例えば，我々の場合には，まず第-1こ，研究にプログラ

ミングを取り入れることで，学生の教育(卒業研究)に役
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立てる狙いがある.そして，より野心的な狙いとして，研

究者とテクニシャン(プログラマー)を兼ねることで，独

自の計測・研究を創出する事を意図している.特に，後者

の実現例としては，最近 1ms間隔で取得した画像を長時

間 (20分以上)連続記録可能な装置を構築し，生細胞の

動態観測・研究を楽しんでいる.

それぞれの環境に応じた「成果Jの形態があり，明確な

戦略の下では「一行もプログラムを書かないこと」も，立

派な「計測プログラミング」であると我々は考えている.

それでは，これで計三回の解説記事を終了する.皆様と

iWindowsにおける計測プログラミング」との関わりにお

いて，何らかのお役に立てば幸いである.
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