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１． 開発用ソフトウェアＡｐｒｏｃＳの概要

ソフトウェアＡｐｒｏｃＳは、シグナルプロセッサＡｐｒｏｃ-１を使ったシステムを開発するためのツールです。この文書では、ＡｐｒｏｃＳの
使用方法を以下の順序で説明します。

第１章 開発用ソフトウェア ＡｐｒｏｃＳ の概要
第２章 例題による操作の実際
第３章 プログラム言語の仕様
第４章 関数
第５章 運転方法
第６章 スタンドアロンモードでの使い方

図 1にソフトウェアＡｐｒoｃＳの機能を示します。ＡｐｒoｃＳは、３つのウィンドウを使って、「プログラム開発」→「運転」→「データの表
示・保存」という一連の作業をシームレスに支援します。ユーザは、ＡｐｒｏｃＳを使って所望のシステムを効率よく開発することができ
ます。第 5 章図 15に冒頭に操作フローの例を示します。ＡｐｒoｃＳはフリーウェアです。

図 1　　開発ツールＡｐｒｏｃＳ のウィンドウとデータの関係

２． 例題による操作の実際

2.1 概要

この章では、以下の例題を使って AprocS の使い方を説明します。Aproc-1 が無くてもシミュレーションできますので、説明に沿っ
て操作してみてください。AprocS のダウンロードは、http://e-arima.com/Aproc-1/download.htm をご覧ください。

（１） 正弦波の発生
（２） 3 相交流信号の発生
（３） フィルタ
（４） フィードバック制御
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2.2 例題（１）正弦波の発生

最初に正弦波を発生させるプログラムを作成して運転します。 以下の手順で操作を行います。

【手順１】 スタートメニューから AprocS を起動するとプログラミングウィンドウが現れます。Aproc-１が接続されていないと継続を問
われますが、「はい」のボタンを押して続けます。

図 2　　プログラミングウィンドウの各要素

【手順２】 ｢新規プロジェクト作成｣ボタン を押すと、プログラミングウィンドウは図 2の状態になります。ここで、ソースコードエリア
に以下のリストを入力します。｢//｣から文末までの緑色の部分はコメントなので入力は不要です。

1 proc
2 {   
3  wave = w_sin( period, 0, amp ); // 正弦波発生
4  Aout( 0, 0, 1, wave ); // アナログ出力(ch0)
5 }

赤い文字は予約語です。以下の意味があります。

proc ： これから処理の記述が始まるという決まり文句です。運転時には、proc に続く｛　｝に囲まれた部分
が指定周期で繰返し実行されます。

w_sin ： 正弦波を発生させる関数の名前です。
Aout ： 電圧出力させる関数の名前です。

予約語以外の単語 wave, period，amp は任意に作られた名前で以下の意味になります。

wave ： 発生させる正弦波信号の名前です。
period ： 正弦波の周期を表すパラメータです。
amp ： 正弦波の振幅を表すパラメータです。

第 3 行は、周期 period、振幅 amp の正弦波を発生し、それを信号 wave に格納します。
第 4 行は、信号 wave をスケール１で第 0 チャンネルへ出力します。

【手順３】 ｢プロジェクトに名前をつけて保存｣ボタン を押し、好きな名前で保存します。ここでは sinwave という名前にしまし
た。これでsinwave.wfp というプロジェクトファイルとsinwave.txt というソースファイルが作成されます。

【手順４】 ツールバーにある｢実行コード生成ボタン｣  を押します。エラーがなければ、図 3のオペレーションウィンドウが現れ
ます。 エラーがある場合は修正してやり直します。
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図 3　　オペレーションウィンドウ

【手順５】 ｢パラメータ｣のエリアに、以下の黄色い部分の数値を入力します。

分類 項目 数値 説明
演算周期[ミリ秒] 1 単位で１サイクルの時間を指定します。

記録周期比 1 データを記録するときの頻度を指定します。
システム

パラメータ
記録時間[秒] 1 記録時間またはシミュレーション時間を指定します。

period 0.2 正弦波の周期[秒]です。周波数は 5Hz になります。ユーザー
パラメータ amp 1 正弦波の振幅です。

【手順６】 操作パネルの｢シミュレーション｣ボタン を押すと、その結果が図 4のようにディスプレイウィンドウに現れます。ユーザ
パラメータを変更して再度ボタン をおせば、その効果を確認できます。

図 4　シミュレーション結果を表示したディスプレイウィンドウ

【手順７】　｢運転｣ボタン を押すと、アナログ出力第０チャンネル（ピン番号はデータシートを参照ください）に正弦波信号が出
力されます。オシロスコープで観測してください。 また、オペレーションウィンドウのフレーム位置には、経過時間と現在
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の信号値が、ステータスバーには１周期の演算に要した時間が表示されます。

【手順８】　運転状態のままパラメータを変更してみます。 例えば、period の値を変更してENTER キーを押すと、信号の周期が入
力した値に変化します。amp の値を変更して ENTER キーを押すと、信号の振幅が入力した値に変化します。トラック
バーを使ってマウスでパラメータの値を調整することもできます。調整したいパラメータのボタンをクリックしてトラックバー
を動かすと、それに応じて波形も変化します。

【手順９】　｢記録開始｣ボタン  を押します。 ボタンを押すタイミングで初期値は異なりますが、図 4と同様の波形が表示されま

す。　｢表示データの保存｣ボタン を押すとファイルにデータが保存されます。

【手順１０】　｢プロジェクトを保存｣ボタン を押して、現在のソースコードやパラメータ値をプロジェクトファイルに保存します。

2.3 例題（１）の続き　信号の追加

　　次に、信号を増やして 3 相交流波形を生成してみましょう。

【手順１】 ソースコードに、以下の黄色い行を追加します。 3 行目、４行目をコピーして修正すれば簡単です。

0.5 shift = 0.3333333; // 位相シフト量(120 度)
１ proc
2 {   
3  wave = w_sin( period, 0, amp ); // 正弦波発生

3.1  wave1 = w_sin( period, shift, amp ); // 正弦波発生
3.2  wave2 = w_sin( period, -shift, amp ); // 正弦波発生

4  Aout( 0, 0, 1, wave ); // アナログ出力(ch0)
4.1  Aout( 1, 0, 1, wave1 ); // アナログ出力(ch1)
4.2  Aout( 2, 0, 1, wave2 ); // アナログ出力(ch2)

5 }

0.5 行目は、位相角として 0.3333333 という値を shift というパラメータへ与えました。 位相角の単位は［回転数］で
す。1 回転＝360 度なので、0.3333333 回転は 120 度に相当します。

3.1 行で定義された信号 wave1 は、wave よりも120 度位相の進んだ信号になり、4.1 行でアナログ出力第 1 チャン
ネルへ 出力されます。同様に3.2 行で定義された信号 wave2 は、wave よりも120 度位相の遅れた信号になり、4.2
行でアナログ出力第 2 チャンネルへ出力されます。

【手順２】 ｢実行コード生成｣ボタン を押すとオペレーションウィンドウ（操作パネル）が現れます。信号が 3 つになりますので、以下
の手順で追加した信号をフレームへドラッグします。　第 5 章にグラフ編集の詳細を記しています。

0
初期画面では wave だけがグラフ枠（フレーム）に選ばれて
います。

1
信号 wave1 をクリックして、右側のフレームの中へドラッグし
てください。wave１が追加されます。

2
信号 wave2 をクリックして、右側のフレームの中へドラッグ
してください。wave２が追加されます。

3 選択された信号にはチェックが入ります。
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【手順３】 　｢プロジェクトに名前をつけて保存｣ボタン を押し、別名で保存します。 例えば 3phase.wfp という名前にします。
3phase.txt も自動的に生成されます。

【手順４】 Aproc-1 を接続していない場合には、｢シミュレーション｣ボタン を押します。図 5の計算結果がディスプレイウィンドウ
に現れます。画面を左クリックするとカーソルが現れ、周期や任意時刻の値を読むことができます。右クリックするとカーソ
ルは消えます。

図 5　三相交流波形のシミュレーション結果

【手順５】 Ａｐｒｏｃ‐１を接続しているなら、操作パネルの｢運転開始｣ボタン を押すと運転を開始します。 アナログ出力の ch１と
ch２から、もとの信号と位相が±120 度異なった正弦波が出力されます。オシロスコープなどで確認できます。

【手順６】 運転中に｢記録開始｣ボタン を押すと、ボタンを押すタイミングで初期値は異なりますが、図 5と同様の結果がディス
プレイウィンドウに現れます。記録が終了しても運転は継続します。

2.4 例題（２）信号のフィルタリング

次は、信号を入力し、それをフィルタに通して出力する例題です。ノイズを含む信号をきれいにします。

【手順１】 ｢新規プロジェクト作成｣ボタン を押し、次のリストをソースコードエリアへ入力します。

1 proc
2 {   
3 input = Ain( 0, 0, 1 ); // アナログ入力

4 output = bqLpf( input, freq, damp ); // 2 次ローパスフィルタ

5 Aout( 0, 0, 1, output ); // アナログ出力

６ }

赤い文字の新たな予約語は次の 2 つです。

Ain： アナログ入力端子に加えられた電圧を数値化する関数です。この例ではチャンネル０の入力電圧を、 オフ
セット電圧 0V、１V あたり１のスケールで数値化し、その値を信号 input へ代入します。

BqLpf： 2 次ローパスフィルタの関数名です。この例では、入力信号 input、固有周波数 freq、ダンピングファクタ
damp のフィルタなります。

このリストで運転すると、第０入力チャンネルの信号が2次ローパスフィルタで処理され、その結果が第０出力チャンネル
に現れるはずです。まず、シミュレーションで確認するために、入力の代わりとなる信号（試験信号）を作成します。
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【手順２】 以下の黄色い部分を変更します。

1 proc
2 {   

2.1 input = w_sqr( 1, 0, 2 ) + gauss ( 0.1 ); // 試験信号
3 // input = Ain( 0, 0, 1 ); // アナログ入力
4 output = bqLpf( input, freq, damp ); // 2 次ローパスフィルタ
5 Aout( 0, 0, 1, output ); // アナログ出力
６ }

これは、シミュレーション用の試験信号を含むプログラムです。 3 行目の先頭に｢//｣を入れてコメント文にすると、この文
は無効になります。代わりに 2.1 行目を追加しました。

2.1 行目の新たな予約語 w_sqr は矩形波を発生する関数、gauss は正規雑音を生成する関数です。信号 input
はこれら2 つの和となります。

【手順３】 ｢プロジェクトに名前をつけて保存｣ボタン を押し、好きな名前で保存します。 ここでは gauss.wfp という名前にしま
した。

【手順４】 ｢実行コード生成｣ ボタンを押すと、図 6のオペレーションウィンドウ（操作パネル）が現れます。信号 output をフレ
ームへドラッグして追加し、｢パラメー タ｣エリアに数値を入力します。freq=100 rad/s（15.9Hz）、damp=0.7 としました。
編集を終えたら、 を押して保存しておきましょう。

図 6　オペレーションウィンドウの設定

【手順５】 ｢シミュレーションボタン｣  を押すと図 7が表示され、青い入力が赤い出力に変化し、フィルタを通すことによって雑音
が小さくなっていることが解ります。
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図 7　試験信号を使ったシミュレーション結果

【手順６】 次は実運転です。Aproc-1 に試験用の電気信号を発生させて、それを入力とします。以下のようにプログラムを変更しま
す。黄色い部分が変更箇所です。

1 proc
2 {   

2.1 test = w_sqr ( 1, 0, 2 ) + gauss( 0.1 ); // 試験信号

2.2 Aout( 7, 0, 1, test ); // 試験信号をアナログ出力 (ch7)
3 input = Ain( 0, 0, 1 ); // アナログ入力(ch0)
4 output = bqLpf( input, freq, damp ); // 2 次ローパスフィルタ

5 Aout( 0, 0, 1, output ); // アナログ出力(ch0)
６ }

元の 2.1 行目の信号名 input を test に変え、2.2 行目を追加して信号 test を第 7 チャンネルへ出力します。3 行目
はコメント記号｢//｣を除いて元に戻し、信号 input をアナログチャンネル０番から入力します。

【手順７】 アナログ出力第 7 チャンネルの電気信号をアナログ入力第 0 チャンネルへ接続します。 アナログ出力第７チャンネルに
は雑音が加算された矩形波が出力されていますので、その電気信号を加えて試験することができます。

図 8　　試験信号を入力するための接続

【手順１０】　「記録開始ボタン」を押すと、ディスプレイウィンドウに結果が表示されます。これが図 7と同じようであればＯＫです。そ
の場合、アナログ入力の第０チャンネルへ任意の信号を入れると、それをフィルタした結果がアナログ出力の第０チャン
ネルに出てきます。そのときは、もう2.1、2.2 行は不要です。これらを削除すると、最初のプログラムと同じになります。
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2.5 例題（３）フィードバック制御

物体の温度を自動制御するシステムを作ります。図 9は、物体の温度を計測する温度センサと、物体を加熱するヒータを使ってフ
ィードバック制御を行うシステムのブロック図で、Aproc-1 は、緑色部分の役割を担います。①温度指令を生成し、②温度センサの
信号を入力し、③アンプへの指令を作成して、④それを出力します。

図 9　Ａｐｒｏｃ-1 を使った温度のフィードバック制御システム

【手順１】 ｢新規プロジェクト｣ボタン を押し、このリストをソースコードエリアへ入力します。朱色は予約語です。

1 command = "patternTemp.csv"; // 指令温度データファイル
2 proc
3 {   
4 cmd = polyLine( 6, command ); // 温度指令を生成
5 Temp = Ain( 0, 2.5, 40 ) + 20; // 温度センサ： 40[℃/V]、2.5V@20℃
6 err = cmd - Temp; // 誤差算出
7 ctrl = pi( err, gain, Tint, Imax, 0 ); // PI制御量を算出
8 if ctrl < 0 { ctrl = 0; } // 負の制御量は出さない
9 Aout( 0, 0, 400, ctrl ); // 制御量出力：アンプゲイン400[W/V]

10 }

以下に主要な行の意味を説明します。

１行目： 温度指令データファイル patternTemp.csv を command という名前にします。
４行目： 関数 polyLine は、command に定義されたデータから温度指令信号 cmd を生成します。 6 は折点の数

です。（データファイルの作り方は後述）
５行目： 感度(の逆数）が 40[℃/V] 、20℃で 2.5V となる温度センサの信号を 0ch から入力し、Temp という信号の

値とします。これで、信号 Temp は［℃］の単位になります。
６行目： 温度指令 cmd と計測温度 Temp の差を err とします。
７行目： 誤差信号 err を制御用フィルタ pi に通し、これを修正する制御指令信号を ctrl とします。
８行目： ヒータは負の熱量を発生できないので、指令信号 ctrl が負の場合は強制的に ctrl=0 とします。予約語 if

は、これに続く式が真のときのみ {　} の部分を実行します。
９行目： 使用するパワーアンプとヒータの出力が 1V につき 400W として、アナログ出力の第０チャンネルに ctrl を

出力します。これで、信号 ctrl は[W]の単位をもつ発熱量になります。

【手順２】 シミュレーション用の文を追加します。黄色い部分です。

1 command = "patternTemp.csv"; // 指令温度データファイル
1.1 var ctrl; // ctrl は初期値 0[W]の信号
1.2 var Temp=20; // Temp は初期値 20[℃]の信号

2 proc
3 {   
4 cmd = polyLine( 6, command ); // 温度指令を生成
5 // Temp = Ain( 0, 2.5, 40 ) + 20; // 温度センサ： 40[℃/V]、2.5V@20℃

5.1 dT = ctrl - cond * ( Temp - Temp0 ); // 数学モデル
5.2 Temp = integral( dT, Temp, Cap, 100, -100 ); // 数学モデル

6 err = cmd - Temp; // 誤差算出

7 ctrl = pi( err, gain, Tint, Imax, 0 ); // PI制御量を算出
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8 if ctrl < 0 { ctrl = 0; } // 負の熱は出さない
9 Aout( 0, 0, 400, ctrl ); // 制御量出力：アンプゲイン400[W/V]

10 }

シミュレーションでは、温度センサの信号 Temp を自分で作る必要があります。そこで、第 5 行の先頭に｢//｣をつけてセ
ンサ入力を無効にし、代わりに第 5.1 行と第 5.2 行を追加して、指令熱量 ctrl が物体に加わったときの温度変化を計
算で予想します。

新たに使われた信号やパラメータには以下の意味があります。　（数学モデルのつくりかたは後述）

dT ：　温度の変化率
cond ：　外気と物体表面間の熱コンダクタンス
Temp0 ：　外気温度
Cap ：　物体の熱容量

予約語 integral は関数です。信号 dT を積分して温度 Temp を計算します。

第 1.1 行、第 1.2 行は ctrl と Temp が信号であることを明示するための記述です。これが無いと、ctrl と Temp は
第 5.1 行に初めて現れることになり、信号ではなくパラメータとみなされてしまいます。また、Temp の初期値は 20℃と
設定ました。指定しない初期値は 0 になります。

【手順３】 温度指令となるデータファイル をエクセルを使って作成します。図 10のように、Ａ列を時刻、Ｂ列をその時刻の温度とし、
時刻の小さい順番に６行のデータを並べます。これを CSV ファイルとして、プロジェクトファイルと同じフォルダに 保存
すればできあがりです。ファイルの名前は patternTemp.csv です。 右のグラフは説明用なので、実際は不要です。メ
モ帳でも作成できます。

図 10　指令温度データの作成

【手順４】 実行コード生成ボタン を押すと、オペレーションウィンドウが現れます。以下の手順で｢グラフ選択｣ の部分を編集しま
す。

1

初期画面では ctrl だけがフレーム（枠）に入っています。

信号 Temp を右側の空いたところへドラッグすると、そこにTemp
の入ったフレームができます。

2 cmd をフレームの中へドラッグして追加します。

3
フレーム内の ctrl を 右クリック して「下へ移動」を選ぶと、２つ
のフレームが入れ替わります。
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4
err をつのフレームの間へドラッグすると、そこに err の入ったフ
レームができます。

5 ３つのフレームに、４つの信号が選択されました。

【手順５】 図のように、パラメータに数値を入力し、｢プロジェクトに名前をつけて保存｣ボタン を押して保存します。ここでは
thermal という名前にしました。

図 11　　パラメータの設定例 図 12　温度制御システムのシミュレーション結果

【手順６】 ｢シミュレーション｣ボタン を押すと、ディスプレイウィンドウに結果が表示されます。温度 Temp が指令 cmd に追随
して変化していますので、概ね制御されているようです。ヒータだけでは冷やすことができないので、温度を下げるとき誤
差が大きくなっています。

【手順７】 実運転の準備として、以下の作業が必要です。

（１） プログラムをシミュレーション用から【手順１】の実運転用に戻します。具体的には、第 5 行のコメント記号「//」を外し、
数学モデル（第 5.1 行、第 5.2 行）の先頭に「//」を付けて無効とします。

（２） リスト６行目（アナログ入力）のスケール値 25［℃/V］、オフセットoffset=0 は架空の温度センサのものですから、これ
らを実際に使う温度センサの値に一致させます。同様に 12 行目（アナログ出力）のスケール値 400[W/V]も実際に
使うパワーアンプとヒータの特性に一致させます。

（３） 温度センサの電圧をAproc-1 のアナログ入力第 0 チャンネルへ、Aproc-1 のアナログ出力第0チャンネルの信号を
パワーアンプの入力へ接続します。
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2.6 数学モデルの作成例

２．５の例で、フィードバック制御のシミュレーションを行うためには、実際に温度を入力する代わりに、制御を加えたときの温度を数
式で推測する必要がありました。ここでは、図のように、温度Ｔ0 の外気中に置かれた物体にヒータが埋め込まれていると仮定して
温度を計算します。

図 13　　温度制御の対象となる数学モデル

制御によるヒータの発熱量をＱｃ、物体の温度をＴ、物体の熱容量をＣ、外気と物体表面間の熱コンダクタンスをηとすると、物体の
温度は次の微分方程式で記述されます。

そこで、この右辺を積分することにより温度が計算できます。そのプログラムは次の２行になります。

dT = cntl - cond * ( Temp - Temp0 );
Temp = integral( dT，Temp, cap，100，-100 );

これが2.5 のプログラム【手順２】で使った数学モデルです。第 1 行が微分方程式右辺の計算です。これを信号 dT に代入して第 2
行で積分します。 integral は第１引数の信号 dT を積分する関数です。信号名と数式の記号との対応は以下となります。

dT ← dT/dt
ctrl ← ＱＣ

cond ← η
Temp ← Ｔ
Temp0 ← Ｔ0

cap ← Ｃ

積分の引数 100、-100 は積分計算の上下限です。飽和しないよう大きい値にしています。
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３． プログラム言語の仕様

３．１ 概要

この章では、AprocS の動作を記述するためのプログラム言語 について、その主な仕様を記述します。このプログラム言語は、
Aproc-1 の信号処理機能を簡単に記述できることを目標として開発されたもので、見かけはＣ言語などに似ていますが、難しい部
分を無くし、誰にでも短時間で習得できるようにしています。

例題を使ったプログラムの作成方法、実行方法は第２章をご覧ください。
関数の詳細は第４章をご覧ください。
ウィンドウの機能については第５章をご覧ください。

３．２ 予約語

以下の単語は予約されているので、信号名、パラメータ名、ユーザ関数名として使うことはできません。予約語のほとんどは関数の
名前であり、論理を記述するための予約語は僅かです。なお、本言語は大文字と小文字を識別しますので、予約語と同じ綴りでも、
文字が異なればユーザ定義として使うことができます。

記述用の予約語
else elsif if return var while

宣言用の予約語
adOS adRange array dtMsec var xType

関数名としての予約語
abs acos Ain Aout asin atan
atan2 auxfunc Bin Bout bqApf bqBpf
bqBef bqHpf bqLpf cos cosh currTime
delay deriv Din Dout exp fir
gauss hystere iir int integral lag1
leadlag limit log log10 pi pid
polyLine pow pulse random sin sinh

sqrt stepLine tan trigger w_pwm w_saw
w_sin w_sqr w_tri w_udef Xin Xout

３．３ プロジェクト

プログラムは、ユーザが作成したソースコードファイルと、そこで使われているパラメータや表示の設定を記録したプロジェクトファイ
ルに記憶されます。ソースコードの拡張子は "txt"、プロジェクトファイルの拡張子は "wfp" です。プロジェクトの管理方法につい
ては、第５章を参照してください。

３．４ ソースコード

プログラムのソースコードは、AprocS のプログラムウィンドウでソースコードエリアに表示されている内容です。ソースコードエリア に
複数のページがある場合は、それら全てが対象になります。ひとつのページの内容は、それぞれ個別のファイルに記憶されます。

複数のソースコードからなるプロジェクトでは、ソースコードエリアの左端のページをメインソース、それ以外のページをサブソースと
呼びます。メインソースは全てのプロジェクトで必要なコードです。サブソースは必要に応じてユーザが追加します。

サブソースのあるプロジェクトでは、全ソースコードは画面の右端のページから順番に処理されて、最後に左端のメインソースが処
理されます。複数のページの内容をひとつにまとめて、サブソースの無いプログラムとすることもできます。サブソースはユーザ関数
などを他のプロジェクトでも利用したい場合や、プログラムを見やすくしたいときに使います。

ソースプログラムは、メイン処理部、宣言部、ユーザ関数部という３つの部分から構成されます。このうちメイン処理部は必須です。
他は必要に応じて追加します。
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３．５ メイン処理部

3.5.1 書式

メイン処理部は、予約語　proc　と、それに続く ｛　｝ から成ります。｛　｝の中は文の集合であり、装置の運転時には、それらの文が
指定した周期で繰返し実行されます。メイン関数の書式は以下です。

proc
{   
 １個以上の文
}

文とその要素について以下に説明します。

3.5.2 文

文には代入文、出力文、および制御文があります。代入文と出力文は、中括弧 "｛" またはセミコロン"；"の次の文字から、次のセミ
コロンまでの文字列です。｢改行｣は無視され、セミコロン"；"が現れるまでは１つの文とみなされます。逆に「改行」が無くてもセミコ
ロン"；"があればその文は終了します。よって、複数行で１文にしたり、１行に複数の文を記述することもできます。

これに対して制御文は、条件式とそれに続く ｛　｝ から成る文字列です。この ｛　｝ の中にも１個以上の文を記述することができま
す。出力文は代入を伴わない関数です。第 4 章に詳細を記します。

3.5.3 代入文

代入文は以下の構造を持ちます。この文が実行されると、左辺の信号に右辺の式の値が代入されます。

信号 ＝ 式；

3.5.4 式

式は信号（変数）、パラメータ（定数）、関数、数字などの要素、またはそれらの要素を演算子を介して結合させたもので、その表現
に基づく値を表します。以下に式の例を示します。

【式の例１】 abc
abc は予約語ではないので、ユーザが定義した信号またはパラメータであり、この式は abc が保有する値を表します。

【式の例２】 -2.5 + sin( time ) * amp
time を角度とする正弦値に amp の値を乗算し、それに-2.5 という値を加算した値を表します。ここでsin は予約された関
数（正弦関数）であり、amp、time はユーザが作った信号またはパラメータです。通常の式と同様、乗除算は加減算に優先
します。

【式の例３】 ( boy + girl ) / scale
boy とgirl の和をscale で割った値を表します。（ ）には最も高い優先度があります。

【式の例４】 max > ( min + 2 )
max が min+2 より大きければ 1 を、同じか小さければ 0 を表します。

【注意】（ ）を省略すると、( max > min ) + 2 と解釈され、異なる結果を与えます。

【式の例５】 max > -min
max が -min より大きければ 1 を、同じか小さければ 0 を表します。

符号反転を表す "-" には乗除算よりも高い優先度がありますので　敢えて max > (-min)　とする必要はありません。同様に、例
えば a * -b といった記述も可能で　a * (-b)　と解釈されます。もちろん （　） を使っても問題ありません。
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3.5.5 信号

英字で始まり英数字から成る任意長の文字列です。メイン処理の中で初めて現れたとき、それが代入文の左辺にあれば信号と見
なされます。ただし、宣言部で信号宣言された文字列は無条件に信号となります。信号やパラメータは IEEE754 形式の単精度
(32bit)浮動小数点値です。信号は入出力や記録の対象になり、プログラムの代入文でのみ値を変更できます。

3.5.6 パラメータ

信号と同じく、英字で始まり英数字から成る任意長の文字列です。メイン処理の中で初めて現れたとき、それが代入文の左辺以外
にあればパラメータと見なされます。ただし、宣言部で定数宣言された文字列は無条件にパラメータとなります。パラメータの値は、
宣言されたものを除き、オペレーションウィンドウで設定・変更することができますが、プログラムで代入することはできません。

3.5.7 数値

数字または負号や小数点で表された文字列で、その表現による１０進数を IEEE754 形式の単精度(32bit)浮動小数点値として持
ちます。宣言されたパラメータと同じ扱いになります。

3.5.8 演算子

(1) 単項演算子

続く式の内容に演算を施します（表 1）。

表 1　　単項演算子

記号 意味 結果 例
- 符号反転 続く式の値の符号を反転させます x = y * -z; x は y と -ｚ の積
! 否定 続く式が真なら0、偽なら1 になります if !( x>=3 ) { ... } x が 3 未満なら...

(2) ２項演算子

四則演算や不等号など、その前後の式に演算を加えます（表 2）。

表 2　　２項演算子

記号 意味 結果 例
+ 加算 2 項の和 z = x + y; z は x とy の和
- 減算 2 項の差 z = x - y; z は x とy の差
* 乗算 2 項の積 z = x * y; z は x とy の積
/ 除算 2 項の商 z = x / y; z は x とy の商
% 剰余 整数部で除算した余り z = 5.5 % 3.7; z は 5÷3 の余りで 2 になります
> より大 if x > 0 { ... } x が正なら...
>= 非小 if x >= 0 { ... } x が負でなければ...
< より小 if x < 0 { ... } x が負なら...
<= 非大 if x <= 0 { ... } x が正でなければ...
== 等しい if　int(x) == -1 { ... } x が-１以上 0 未満なら...

!= 等しくない

記述された関係が
真なら1、
偽なら0

if Bin( ) != 0 { ... }
デジタル入力 8 ビットのうち、ひと
つでもHigh なら...

&& 論理積 if (x>=0) && (x<=9) { ... } x が 0 以上 9 以下なら...

|| 論理和

正の値なら真、0 または負なら偽
として演算し、結果が真なら1、
偽なら0

if (x>0) || (y>0) { ... } x、y のいずれかが正なら...

& ビット論理積 if Bin( ) & 5 { ... }
5 は 2 進数で 0000 0101　なので、
デジタル入力のビット0、ビット2
のいずれかが High なら...

| ビット論理和
整数部のビット対応で論理演算
します。小数部は無視され、結果
は整数値になります。

Bout( x | 7 );
7 は 2 進数で 0000 0111なので、
x の整数部の下位 3 ビットを常時
High として出力します。
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記号 意味 結果 例

^
ビット排他的

論理和
x = Bin( ) ^ 128;

128 は 2 進数で 1000 0000 なの
で、デジタル入力８ビットの最上
位ビットの論理を反転させた値を
x へ代入します。

【補足１】 ある数の整数部とは、その符号によらず、小数点以下を無視した値です。これ に対して整数化関数 int( )はその値以
下で最大の整数値を返します。そのため、負の数について両者は異なります。例えば-2.5 の整数部は-2 ですが、
int(-2.5) は -3 です。

【補足２】 小数点以下を含む数値は、見かけの精度が得られないことがあります。例えば、a=0.1; と定義されたパラメータは、正確
には 0.10000000149 として扱われます。そのため、(10*a) <= 1 という式は等号が成立せず ｢偽｣ となります。有限の
桁数では、10 進法で記述された数を 2 進法で正確に表現できないことがあります。整数値であっても、絶対値が 223 以
上になると精度が劣化します。

3.5.9 制御文

制御文には、「if 文」 と 「while 文」 があります。

（１） if 文の構文は以下です。

if　式　｛　１個以上の文　｝
　「 elsif　式　｛　１個以上の文　｝ 」　という文の 0 回以上の繰り返し
　　　　…………
else　｛　１個以上の文　｝

if に続く式の表す値が正（真）のとき、それに続く｛ ｝の処理が実行され、それ以外のとき、次の elsif に続く式が順番 に
評価されます。いずれの式も正でないときは最後の else に続く｛ ｝の処理が実行されます。いずれかの式が正（真）であっ
た場合、それに続く文が実行され、それ以降は実行されません。

elsif　式　｛　１個以上の文　｝ は省略可能です。

最後の else｛１個以上の文｝ も省略可能です。その場合、それ以前のどの式も「０または負」（偽）のとき、何も実行されませ
ん。

【補足１】 式 または else の後に続く文は、１文だけでも ｛ ｝ に入れなければなりません。
【補足２】 elsif はひとつの単語であり、else if ではありません。else の後には { が必要です。
【補足３】 Ｃ言語では 0 を偽、0 以外の値を真としますが、本言語では 0 または負の値を偽、正の値を真とします。

（２） while 文の構文は以下です。

while 式　｛　１個以上の文　｝

式の値が正（真）である限り｛ ｝の処理を繰り返します。最初から式の値が｢０または負｣（偽）の場合、何も実行されません。

３．６ 宣言部

宣言部はパラメータや信号に予め値を与える部分で、メイン処理部よりも先に記述します。宣言には表 3の記述があります。
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表 3　　宣言の書式

種類 書式 説明

演算周期の指定 dtMsec = 数値；
演算周期をミリ秒単位で指定 します。この文があると、実行コードを生
成したとき、オペレーションウィンドウの演算周期の欄には指定した数
値が入り、固定されます。

A/D 変換の入力レン
ジ指定

adRange = 5;
A/D 変換の入力レンジを±5V に指定します。 5 以外の値は無視され、
宣言しない場合と同じ（±10V）になります。
【注意】チャンネル毎に異なるレンジとすることはできません。

A/D 内蔵フィルタの
平均化回数指定

adOS = 数値;

A/D 変換器 AD7606 に内蔵されているデジタルフィルタの平均化回数を
指定します。指定しなければ平均化なしになります。数値として1～6 の
整数値を指定しますと以下の設定になります。

設定値 平均化回数 増加時間

1 2 5μs
2 4 15μs
3 8 35μs
4 16 74μs
5 32 154μs
6 64 311μs

上記以外 1（なし） 0

平均化回数を増やすと所要入力時間が増えるので、そのぶん演算周
期を長く設定する必要があります

定数宣言 パラメータ名 = 数値；

メイン処理部のパラメータに値を与えます。宣言したパラメータはオペレ
ーションウィンドウに現れないので、ソースコードでしか変更できなくな
り、変更を有効にするにはコード生成が必要になります。変更の頻度が
低い場合、数値をソースコードで管理したい場合、ユーザ関数と共有し
たい場合等に使います。

var 信号名；
proc{ }中に現れる単語がパラメータではなく信号であることを明示しま
す。フィードバックを伴う処理で必要となります。

変数宣言

var 信号名 = 数値；
上記に加えて、この信号に初期値を与えます。宣言しない信号の初期
値は０です。

拡張宣言 xType = 文字列；
接続する拡張インターフェースを指定し、運転に必要なデータを与えま
す。詳細は各拡張インターフェースのデータシートに記述します。

３．７ ユーザ関数定義部

ユーザ関数部は、ユーザが作成する関数を定義する部分で、メイン処理部と同じように｛　｝で囲まれた文の集合です。定義された
関数は、メイン処理部から呼び出して使うことができます。

ユーザ関数定義部の書式は以下です。

関数名（ 引数 1, 引数 2, …………　）
{  

 １個以上の文;
 return 式；

}

関数に続く（ ）に０個以上の引数をコンマで区切って記し、続く ｛　　｝ の中に文を記述して関数を定義します。最後に return 文
を書くと、その式の値が関数の値になります。メイン処理部からその関数を呼出すとき、引数として信号やパラメータ、または数値を
与えると、関数はそれらを使って計算された値を返します。
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ユーザ関数定義部で計算された信号の値は次回のサイクルでも保存されます。また、同一のユーザ関数の呼び出しををメインソー
スから複数回記述した場合には、記述毎に異なる記憶領域を使って信号の値を記憶します。したがって、ひとつのユーザ関数を
使って、パラメータ値の異なる複数のフィルタを作ることができます。

ユーザ関数を使う際の制約として以下があります。

a. ユーザ関数定義部はメイン関数部よりも上位に（複数のページから成る画面では右側に）記述します。
b. ユーザ関数定義部では、予約された関数を使うことはできますが、自分自身または別のユーザ関数を呼び出すこと

はできません。
c. 呼出し側で与える引数は単一の信号、パラメータ、または数値です。それ以外の式や関数で与えることはできません。

ただし、数値として与える場合に限り負号をつけることは可能です。
d. ｢return　式；｣ は関数定義の最後の文でなければなりません。
e. ユーザ関数定義部で使用するパラメータは、定数宣言されたパラメータ以外は、全て引数として与えねばなりません。

定義部で新たな信号をつくることはできますが、新たなパラメータをつくることはできません。
f. ユーザ関数定義部で定義された信号はオペレーションウィンドウには現れません。
g. ユーザ関数内で使う信号を宣言することはできません。宣言してもメイン処理部の信号と解釈されます。
h. ユーザ関数内でメイン処理部と同じ綴りの信号を記述しても、それは別の信号と解釈されます。逆に、異なる綴りであ

っても、引数として与えられた信号は、対応するメイン処理部の信号そのものです。よって、ユーザ関数内でその値
が変更されると、その影響はメイン処理部にも反映されます。

３．８ ーザ補助関数

ユーザ補助関数 auxfunc はユーザ関数内で計算された信号の値を得るための関数です。 ユーザ関数を呼び出した後、別のユ
ーザ関数を呼ぶ前に そのユーザ関数内の信号名を引数として使うと、その信号の値を得ることができます。

下に例を示します。関数 myFuncSUM は引数 a、b の和 x と差 y を計算し、関数 myFuncMAX は a、b の大きい方の値 x と小さい方の
値 y を計算します。どちらもリターンで返すのは x の値だけですが、auxfunc(y)を使ってｙの値も得ることができます。

 

myFuncSUM( a, b )　// a,b の和を返すユーザ関数

{   
 x = a + b; // x は a,b の和

 y = a - b; // y は a,b の差
 return x;

}

myFuncMAX( a, b ) 　// a,b の大きい方を返すユーザ関数

{  
 if a>b{ x=a; y=b;} // 大きい方が x
 else { x=b; y=a;} // 小さい方が y
 return x;

}

proc
{   

 Sin = w_sin(period,0,amp); // 正弦波発生

 Cos = w_sin(period,0.25,amp); // 余弦波発生

 sum = myFuncSUM(Sin,Cos);
 diff = auxfunc(y); // MyFuncSUM の y を得る
 max = myFuncMAX(Sin,Cos);
 min = auxfunc(y); // MyFuncMAX の yを得る

}

図 14　　ユーザ補助関数のプログラム例と実行結果
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４． 関数

４．１ 概要

Aproc-1 で使用できる関数の一覧を表 4に示します。演算子については表 1、表 2を参照してください。

表 4　　関数一覧

分類 関数名 記号 説明 時間[μs]

Ain アナログ信号を入力します 2
アナログ入出力

Aout アナログ信号を出力します 2
Bin ８ビットのバイナリデジタル信号を入力します 2

デジタルバイト入出力
Bout ８ビットのバイナリデジタル信号を出力します 2
Din ビット単位でデジタル信号を入力します 2

デジタル入出力
Dout ビット単位でデジタル信号を出力します 2
Xin 拡張インターフェースから信号を入力します

入出力

拡張入出力
Xout 拡張インターフェースへ信号を出力します

装置
依存

w_sqr 矩形波（方形波）を発生します 3
w_saw ノコギリ波を発生します 4
w_tri 三角波を発生します 3

周期関数の発生

w_sin 正弦波を発生します 19
PWM 波発生 w_pwm PWM 波を発生します 3
ユーザ定義波発生 w_udef 演算周期毎に指定した値を発生します 2
白色正規雑音発生 gauss 正規分布した乱数を発生します 9
一様乱数発生 random 0 以上 1 未満の一様乱数を発生します 2

polyLine ファイル定義の折線信号を発生します。繰り返しもできます 2
折線/階段関数発生

stepLine ファイル定義の階段信号を発生します。繰り返しもできます 2
pulse 指定した時刻に任意幅のパルスを発生します 2

パルス発生
trigger 引数の数値が変化したとき、任意幅のパルスを発生します 2

信号生成

現在時刻 currTime 運転開始からの時間を秒単位で得ます 1
integral 飽和機能つき積分フィルタです 3
lag1 1 次遅れフィルタです 2
deriv 微分フィルタです 2

１次フィルタ

leadlag 位相を進めたり遅らせたりするフィルタです 6
bqLpf 2 次ローパスフィルタです
bqHpf 2 次ハイパスフィルタです
bqBpf 2 次バンドパスフィルタです
bqNotch 2 次ノッチフィルタです

２次フィルタ

bqApf 2 次オールパスフィルタです

2

pi PI(比例＋積分)制御指令を生成します 3
制御フィルタ

pid PID(比例＋積分＋微分)制御指令を生成します 7
FIR フィルタ fir 任意段数の FIR フィルタです
IIR フィルタ iir 任意段数の 2 次カスケード型 IIR フィルタです
移動平均フィルタ average 任意時間の移動平均フィルタです

サイズ
依存

時間遅延フィルタ delay 演算周期の整数倍の時間だけ信号を遅らせます 2
ヒステリシス hystere ヒステリシスを与えます 2

フィルタ

リミッタ limit 最大値、最小値で飽和させます 2
絶対値 abs 絶対値を返します 2
平方根 sqrt 平方根を演算します 6

sin 三角関数の正弦値 sin を演算します 18
cos 三角関数の余弦値 cos を演算します 18三角関数
tan 三角関数の正接値 tan を演算します 18
asin 三角関数の逆正弦値 sin‐1 を演算します 24
acos 三角関数の逆余弦値 cos‐1 を演算します 24
atan 三角関数の逆正接値 tan‐1 を演算します 17

算術関数

逆三角関数

atan2 三角関数の逆正接値 tan‐1(y/x)を４象限で演算します 18
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分類 関数名 記号 説明 時間[μs]

sinh 双曲線関数 sinh を演算します 20
cosh 双曲線関数 cosh を演算します 20双曲線関数
tanh 双曲線関数 tanh を演算します 20
ln 自然対数を演算します 16

対数関数
log10 常用対数を演算します 18

指数関数 exp ex を演算します 17

算術関数

べき乗：ｘY pow x>0 としてｘY を演算します 32
その他 ユーザ補助関数 auxfunc ユーザ関数の内部信号を返します 1



http://e-arima.com 20

シグナルプロセッサ Aproc-1
ユーザーズマニュアル

Ver １．０ 　２０１４年３月１５日

４．２ 入出力関数

４．２．１ アナログ入力 :　Ain
書式 信号名 = Ain （ チャンネル番号， オフセット電圧， スケール ）;

チャンネル番号
整数部が 0～15 の値です。小数点以下は切捨てられます。
0～7 は本体のアナログ入力チャンネルです。
8～15 は、アナログ入力増設用拡張インターフェースAX-010 の入力チャンネルです。

オフセット電圧 変換値が 0 となる電圧（単位ボルト）です。

引数

スケール １V あたりの数値です。

等価式 信号の値 ＝ （ 入力電圧 － オフセット電圧　) × スケール値

1 v = Ain( 2, 0, 1 ); //　信号 v はアナログ入力第 2 チャンネルの電圧値（単位[V]）です。

２
0[m/s2]で 2.5[V]、[9.8m/s2]で１[V]の感度がある加速度センサをアナログ入力第 1ch へ接続します。

acc = Ain( 1, 2.5, 9.8 ); //　信号 acc は[m/s2] を単位とする加速度です。

３
20[℃]のとき 5[V]、10[度]あたり１[V]の感度がある温度センサをアナログ入力第 3ch に接続します。

temp = Ain( 3, 5, 10 ) + 20; //　信号 temp は[℃] を単位とする温度です。

使
　
用
　
例

４

アナログ入力第 3チャンネルから入力した信号を、固有周波数 100rad/s、ダンピングファクタ0.5の2次ローパスフィ
ルタに通し、アナログ出力第 5 チャンネルへ出力するプログラムです。

proc
{   

input = Ain( 3, 0, 1 ); // 第 3 チャンネルから単位[V]で信号入力
output = bqLpf( input, 100, 0.5 ); // 2 次ローパスフィルタ
Aout( 5, 0, 1, output ); // 入力と同じスケールで結果を第 5 チャンネルへ出力

}

参考
アナログ入力には、CR フィルタとA/D 変換機内蔵の帯域 10KHz のアンチエリアスフィルタがあります。
詳細はデータシートを参照ください。

注意
同じチャンネルに対して複数回の入力文を記述しても、実際のアナログ入力は設定した周期について１回しか実行さ
れませんので、スケール値とオフセット値が同じなら全て同じ値になります。
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４．２ 入出力関数

４．２．２ アナログ出力 :　Aout
書式 Aout （ チャンネル番号， オフセット電圧， スケール値, 信号名 ）;

機能 信号の値を電圧に変換し、アナログ出力コネクタの指定チャンネルへ出力します。

チャンネル番号
整数部が 0～15 の値です。小数点以下は切捨てられます。
0～7 は本体のアナログ出力チャンネルです。
8～15 は、アナログ出力増設用拡張インターフェースAX-020 の出力チャンネルです。

オフセット電圧 信号値が 0 のとき出力される電圧（単位ボルト）です。

スケール値 出力が１V 変化するために必要な信号の変化量です。

引数

信号名 出力する信号の名前です。

等価式 出力電圧　＝ 信号の値／スケール値  ＋  オフセット電圧

使用例 1 v = Ain( 2, 0, 1 ); //　信号 v はアナログ入力第 2 チャンネルの電圧値（単位[V]）です。

使用例２
0[m/s2]で 2.5[V]、[9.8m/s2]で１[V]の感度がある加速度センサをアナログ入力第 1ch へ接続します。

acc = Ain( 1, 2.5, 9.8 ); //　信号 acc は[m/s2] を単位とする加速度です。

使用例３
20[℃]のとき 5[V]、10[度]あたり１[V]の感度がある温度センサをアナログ入力第 3ch に接続します。

temp = Ain( 3, 5, 10 ) + 20; //　信号 temp は[℃] を単位とする温度です。

使用例４

アナログ入力第 3チャンネルから入力した信号を、固有周波数 100rad/s、ダンピングファクタ0.5の2次ローパスフィ
ルタに通し、アナログ出力第 5 チャンネルへ出力するプログラムです。

proc
{   

Input = Ain( 3, 0, 1 ); // 第 3 チャンネルから入力
FilterOut = bqLpf( Input, 100, 0.5 ); // 2 次ローパスフィルタ
Aout( 5, 0, 1, FilterOut ); // 第 5 チャンネルへ出力

}

参考
アナログ入力には、CR フィルタとA/D 変換機内蔵の帯域 10KHz のアンチエリアスフィルタがあります。
詳細はデータシートを参照ください。

注意
同じチャンネルに対して複数回の入力文を記述しても、実際のアナログ入力は設定した周期について１回しか実行さ
れませんので、スケール値とオフセット値が同じなら全て同じ値になります。
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４．２ 入出力関数

４．２．３ バイナリ入力 :  Bin
書式 変数＝Bin( )；

機能 デジタル入力ポートから８ビットのバイナリデータを入力します

引数 なし

真理表

入力論理
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

入力結果

Low Low Low Low Low Low Low Low 0
Low Low Low Low Low Low Low High 1
Low Low Low Low Low Low High Low 2
Low Low Low Low Low Low High High 3
Low Low Low Low Low High Low Low 4
Low Low Low Low Low High Low High 5
Low Low Low Low Low High High Low 6

High High High High High Low Low Low 248
High High High High High Low Low High 249
High High High High High Low High Low 250
High High High High High Low High High 251
High High High High High High Low Low 252
High High High High High High Low High 253
High High High High High High High Low 254
High High High High High High High High 255

使用例 1
level ＝ Bin( )；

デジタル入力 D0～D7 のレベルから、真理表に基づき、変数 level の値は整数値 0～255 のいずれかになります。

使用例２

if Bin()==5 { switch= 1; } else { switch=0; }

入力の D0 とD2 が High で他の入力が全て Low の場合だけ switch=1 になり、
それ以外の場合は switch=0 になります。

使用例３

if Bin() & 5 { switch= 1; } else { switch=0; }

D0 とD2 のどちらかがHigh の場合、他の入力が何であろうとswitch=1 になり、
D0 とD2 の両方ともLow なら、他の入力が何であろうとswitch=0 になります。

使用例４

if ( Bin() & 5 ) ==　5 { switch= 1; } else { switch=0; }

D0 とD2 の両方ともHigh の場合、他の入力が何であろうとswitch=1 になり、
D0 とD2 のどちらかがLow なら、他の入力が何であろうとswitch=0 になります。

参考
デジタル入力の論理は、入力電圧が 約 2.0V 以上で High、約 0.8V 以下で Low、その中間の電圧値では不定
（High または Low）となります。入力に何も接続されていない場合は Low と判断されます

注意
デジタル入力範囲は 0～3.3V です。この範囲を超える電圧が加わりますと破損する恐れがあります。
Aproc-1 本体のデジタル入力端子は 5V までの入力に耐えますが、拡張インターフェースの標準デジタル入
力の最大入力電圧は 4.2V になっています。
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４．２ 入出力関数

４．２．４ バイナリ出力 :  Bout
書式 Bout( 変数名 )；

機能 デジタル出力ポートに８ビットのバイナリデータを出力します

引数 変数名 出力する変数の名前です

等価式

出 力変数の値
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 未満 Low Low Low Low Low Low Low Low
1 以上 2 未満 Low Low Low Low Low Low Low High
2 以上 3 未満 Low Low Low Low Low Low High Low
3 以上 4 未満 Low Low Low Low Low Low High High
4 以上 5 未満 Low Low Low Low Low High Low Low
5 以上 6 未満 Low Low Low Low Low High Low High

250以上 251未満 High High High High High Low High Low
251以上 252未満 High High High High High Low High High
252以上 253未満 High High High High High High Low Low
253以上 254未満 High High High High High High Low High
254以上 255未満 High High High High High High High Low

255以上 High High High High High High High High

使用例 1
Bout( err )；

変数 err の値に対応して出力端子 D0～D７へ真理表の論理を出力します。

使用例２
Bout( data & 7 )；

変数 data の整数部の下位 3 ビットをD2、D2、D0 へ出力します。

参考
デジタル出力電圧は出力電流に依存し、Low 出力時電圧は吸込み最大電流 8mA 未満で 0.4V 以下、High 出力
時電圧は吐き出し電流 4mA 未満で 2.9V 以上になります。電流が少ないほど High 電圧は 3.3V に、Low 電圧は
0V に近づきます。

注意
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４．２ 入出力関数

４．２．５ デジタル入力 :  Din
書式 変数 =  Din( 端子番号, ハイ値, ロー値 )；

機能 デジタル入力の指定した端子が High のときハイ値を、Low のときロー値を返します。

引数 端子番号 0～7 の整数値で、対応する入力端子 D0～D７を表します。

ハイ値 入力が High のとき返す値です

ロー値 入力が Low のとき返す値です

使用例 1
sign = Din( 0, 10, ‐10 );

変数 sign の値は、デジタル入力端子 D0 の電位が High のとき 10、Low のとき‐10 になります。

参考
デジタル入力の論理は、入力電圧が 約 2.0V 以上で High、約 0.8V 以下で Low、その中間の電圧値では不定
（High または Low）となります。入力に何も接続されていない場合は Low と判断されます

注意
デジタル入力範囲は 0～3.3V です。この範囲を超える電圧が加わりますと破損する恐れがあります。
Aproc-1 本体のデジタル入力端子は 5V までの入力に耐えますが、拡張インターフェースの標準デジタル入
力の最大入力電圧は 4.2V になっています。

４．２．６ デジタル出力 :  Dout
書式 Dout( 端子番号，変数名，しきい値 );

機能 デジタル出力ポートにビット単位で出力します

引数 端子番号 0～7 の整数値で、対応する入力端子 D0～D７を表します。

変数名 出力する変数です

しきい値 変数の値がこの値より大きい場合 High を出力し、それ以外のとき Low を出力します。

使用例 1
Dout( 1，err，0.5 )；

D1 端子の出力は、err ＞0.5 のとき High となり、err ≦0.5 のとき Low となります。

参考
デジタル出力電圧は出力電流に依存し、Low 出力時電圧は吸込み最大電流 8mA 未満で 0.4V 以下、High 出力
時電圧は吐き出し電流 4mA 未満で 2.9V 以上になります。電流が少ないほど High 電圧は 3.3V に、Low 電圧は
0V に近づきます。

注意
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４．２ 入出力関数

４．２．７ 拡張入力 :  Xin
書式 変数 =  Xin( チャンネル番号，スケール値 )；

機能 拡張インターフェースの指定したアドレスへデータを出力します

アドレス 入力のアドレスを示す整数値です。
引数

スケール値 接続する機器により異なります。各装置のデータシートを参照してください。

等価式
8bit データの場合 ：　戻り値 = 入力データ * スケール値 * 2

-7

16bit データの場合 ：　戻り値 = 入力データ * スケール値 * 2
-15

24bit データの場合 ：　戻り値 = 入力データ * スケール値 * 2
-23

使用例

xType="A03-111100-0"; // AX-030 のカウンタ4チャンネルを×4倍モードで使用、PWMなし
sCnt=377487.36; // = 360 * 2^23 / 8000  （2000パルス/転のエンコーダを使用）
proc
{   

cnt0 = Xin( 0, sCnt ); // 第0チャンネルの回転角（単位[deg]）を得る
 cnt1 = Xin( 1, sCnt ); // 第1チャンネルの回転角（単位[deg]）を得る
}

４．２．８ 拡張出力 :  Xout
書式 Xout( チャンネル番号，スケール値， 変数名 )；

機能 拡張インターフェースの指定したアドレスへデータを出力します。

アドレス 出力のアドレスを示す整数値です。

スケール値 接続する機器により異なります。各装置のデータシートを参照してください。引数

変数名 出力する変数です

等価式

8bit データの場合 ：　出力値 = 変数値 ／ スケール値 * 2
7

16bit データの場合 ：　出力値 = 変数値 ／ スケール値 * 2
15

24bit データの場合 ：　出力値 = 変数値 ／ スケール値 * 2
23

使用例

xType = "A02-41-C800"; // AX-020使用 PWM×4ch / period20ms
sclDA = 0.64; // PWM信号のスケール
proc
{

Xout( ch+8, 0, dac ); // 拡張D/Aチャンネルへdacを出力
Xout( ch+16, scｌDA, pwm-scｌDA ); // PWM信号pwmを出力

}
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４．３ 信号発生関数

４．３．１ 周期信号発生
w_sin, w_sqr, w_saw, w_tri, w_pwm

書式

（１） w_sin ( 周期，位相, 振幅 )
（２） w_sqr ( 周期，位相, 振幅 )
（３） w_tri ( 周期，位相, 振幅 )
（４） w_saw ( 周期，位相, 振幅 )
（５） w_pwm ( デューティ比，周期，位相, 振幅 )

機能

（１） 矩形波（方形波）を発生します。
（２） 正弦波を発生します。
（３） 三角波を発生します。
（４） ノコギリ波を発生します。
（５） PWM 波を発生します。

周期 周期を秒単位で与えます。

位相 位相角度を回転数で与えます。１回転 = 360 度です。

振幅 振幅値を与えます。引数

デューティ比
PWM 波で 1 周期中に HIGH となる比率です。
1 以上のとき 100%（常時 HIGH)、負のとき 0%（常時 0）になります

使用例 1

振幅 2.5、周期 0.1 秒の3 相交流波形 U, V, W を生成します。得られる波形は第 2 章図 5と同様です。

proc
{   

U = w_sin( 0.1, 0, 2.5 ); // U は振幅 2.5、周期 0.1秒（10Hz）の正弦波
V = w_sin( 0.1, 0.3333333, 2.5 ); // V は U よりも位相が1/3 回転=120 度進んだ正弦波
W = w_sin( 0.1,-0.3333333, 2.5 ); // W は U よりも位相が1/3 回転=120 度遅れた正弦波

}

使用例２

三角波を変調します。演算周期=1[ms]です。なお、PWM は duty≦0 のとき出力=0 になります。

proc
{  

duty = w_tri( period, 0, 0.9 ); // 周期 20 秒の三角波
PWM = w_pwm( duty, 0.5, 0, 0.5 ); // 変調波

}
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使用例３

三角波、およびデューティの異なるPWM 波を発生します。図は演算周期=1ms のシミュレーション結果です。

period=0.2; // 発生周期 0.2 秒 （周波数 5Hz）
proc
{  

Ref  = w_tri( period, 0, 2 );  // 周期 0.2 秒、振幅 2 の三角波
 PWM2 = w_pwm( 0.2, period, 0, 1 ); // デューティ 20％ のPWM 波

PWM4 = w_pwm( 0.4, period, 0, 1 ); // デューティ 40％ のPWM 波
PWM6 = w_pwm( 0.6, period, 0, 1 ); // デューティ 60％ のPWM 波
PWM8 = w_pwm( 0.8, period, 0, 1 ); // デューティ 80％ のPWM 波

}

参考
これらの周期関数はソフトウェアで波形を生成しますので、その周波数帯域は演算周期によって制約を受けます。高
周波の PWM 波を出力したい場合は、拡張インターフェースを使用してください。
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４．３ 信号発生関数

４．３．２ ユーザ定義信号の発生 w_udef

書式 変数 =  w_udef (　更新間隔，点数，ファイル名　)；

機能 ユーザが定義した関数を周期的に発生させます

更新間隔
（この数値＋1）回毎に数値が更新されます。更新間隔＝0 の場合は毎回更新されます。更新間隔
＝1 の場合は 1 回おきに更新されますので、発生周期は 2 倍になります。同様に更新間隔＝2 の
場合発生周期は 3 倍になります。

点数 1 周期のデータ数を整数値で与えます。パラメータ名や信号名で与えることはできません。引数

ファイル名
データを格納したテキストファイル名です。直接ファイル名を書くことはできませんので、例のように
ファイル名を定義した定数を与えます。ファイルはプロジェクトファイルと同じディレクトリに置き、フ
ァイル名にパスは含めません。

使用例

filename = “myFunc.csv”; // ファイル名
proc
{

x0 = uFunc( 0, 64, filename ); // 定義波の発生
Aout( 0，1，x0 )； // アナログ出力

}

ファイル c:¥Arima¥myFunc.csv に定義された64 個の数値を毎回更新で変数 x0 へ代入し、それをアナログ電
圧として出力します。

参考
データファイルは 1 行に1 つのデータが記載された（上記使用例では 64 行の）テキストファイルです。エクセルなどを
使って作成し、CSV 形式で保存します。例に使ったファイル myFunc.csv のデータを次頁に示します

注意
生成される信号の周期は演算周期によって変化します。上の例は演算周期 2ms で実行させた場合のモニタ画面で
す。周期は 2ms×64=128ms になります。
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４．３ 信号発生関数

４．３．３ 白色正規雑音発生 gauss

書式 gauss ( 標準偏差 )；

機能 平均値 0 の白色正規雑音 （白色ガウス雑音） を発生します

引数 標準偏差 雑音の標準偏差を与えます

使用例

振幅 1 の矩形波に標準偏差 0.4 の白色正規雑音を加算した信号 in を発生させ、それを1 次フィルタと2 次フィル
タに通して比較しました。period=2[ms]、演算周期=1[ms]です。

proc
{

in = w_sqr( period, 0, 1 ) + w_gauss( 0.4 ); // 矩形波 + 雑音
f1 = lag1( in, 0.01 ); // 1 次フィルタ 時定数 10ms
f2 = bqLpf( in, 100, 0.8 ); // 2 次フィルタ 固有周波数 100rad/s

}

参考
－0.5～＋0.5 の範囲で発生させた15 ビットの一様乱数を 12 回加算することによって、近似的な正規分布の乱数と
しています。

注意 ノイズを初期化する機能はありません。したがって同じノイズを再現させることはできません。
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４．３ 信号発生関数

４．３．４ 一様乱数発生 random
書式 random（ 範囲 ）

機能 [0～範囲） の間で一様な発生確率密度をもつ乱数を発生します。

引数 範囲 発生乱数の上限値

注意

0～32767 の整数値として発生させた一様乱数を、指定された範囲の浮動小数点表現に変換しています。したがっ
て、発生する数値も32768 通りしかありません（離散値であって連続ではありません）。

乱数発生を初期化する機能はありませんので、同じ乱数を再現させることはできません。

４．３．５ 現在時刻 currTime
書式 currTime（ ）

機能 運転開始してからの経過時間を[秒]単位で返します

引数 なし

使用例

// 経過時間を使って折線信号を発生させ、それを2次フィルタへ通す
proc
{  

if    currTime()<1 { x = 0; } // 1秒後までは x=0
elsif currTime()<3 { x = 3; } // 3秒後までは x=3
elsif currTime()<6 { x =-2; } // 6秒後までは x=-2

 else { x = 1; } // それ以降は x=1
Lpf = bqLpf( x, 20, 0.2 ); // 生成した波形を2次フィルタに通す

}

注意

指定可能な時刻は（232×演算周期）までです。例えば、演算周期 1ms なら最大時刻は約 1193 時（約 50 日）になり

ます。ただし、時間分解能については、演算周期と同等なのは（224×演算周期）までです。それを超えると分解能が
徐々に劣化し、最終的には（28×演算周期）程度にまで広がります。これは 32 ビットの整数値を仮数部が 24 ビットの
浮動小数点値へ変換しているからです。
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４．３ 信号発生関数

４．３．６ 折線信号発生

　polyLine, stepLine

書式
変数 =  polyLine (　点数，ファイル名　)；
変数 =  stepLine (　点数，ファイル名　)；

機能 時刻を指定して定義したデータファイルを使って信号を発生させます

点数 時刻［秒］と数値のペア数です。折れ点、または階段の数になります。

引数
ファイル名

定義したデータを格納したテキストファイル名です。直接ファイル名を書くことはできませんので、
例のように定数へファイル名を定義して使います。ファイルはプロジェクトファイルと同じディレクトリ
に置き、ファイル名にパスは含めません。

使用例

// poly.csv のデータを直線で結ぶ信号 poly（青）と、階段で結ぶ信号 step（赤）を発生させます
// poly_r.csvは、poly.csv の8 番目のデータを0 として繰返し用としたものです

line = “poly.csv”; // 折点データファイル
repeat = “poly_r.csv”; // くり返しデータファイル
proc
{

poly = polyLine( 17, line ); // 折線
step = stepLine( 17, line ); // 階段
rPoly = polyLine( 8, repeat ); // 折線のくり返し
rStep = stepLine( 8, repeat ); // 階段のくり返し

}

参考
データファイルで時刻=0 を検出すると、最初に戻って再び同じデータを発生しますので、いつまでも、その間のデー
タを繰返すことになります。
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４．３ 信号発生関数

４．３．７ パルス発生　pulse, trigger

書式
パルス関数　：　pulse (　時刻，時間幅　)

トリガ関数　：　trigger (　トリガモード、ソース、時間幅、しきい値 )

機能
pulse は、指定した時刻に、任意時間幅のパルスを発生します。
trigger は、ソースがトリガモードで変化したとき、任意幅のパルスを発生します。

時刻 起動時を0 とするパルス発生時刻を［秒］単位で与えます

時間幅
発生パルスの時間幅を［秒］単位で与えます。 ただし、実際に発生するパルスの時間幅は、演
算時間の整数倍で、指定時間を越えない最大の長さです。指定時間を T、演算周期をΔt とす
ると、パルス時間幅は (T/Δt の整数部）×Δt となります。

ソース トリガ要因となる信号名またはパラメータ名です

しきい値 ソースの値と比較される値です

引数

トリガモード

0～5 の数値で発生するトリガ条件を与えます

トリガモード パルス発生条件

0 ソースの値が変化した時
1 ソースの値が増加した時
2 ソースの値が減少した時

しきい値は
無視されます

3 ソースの値がしきい値を超えて増加または減少した時

4 ソースの値がしきい値を超えて増加した時

5 ソースの値がしきい値を超えて減少した時
上記以外 パルスは発生しません

使用例

level=0.5;　width=0.01; // しきい値とパルス幅
proc
{

pls = -pulse( 0.3, width ); // 指定時刻に負のパルス発生
tri = w_tri( 0.5, 0, 1 ); // 三角波
trig3 = trigger( 3, tri, width, level ); // mode=3でパルス発生
trig4 = trigger( 4, tri, width, level ); // mode=4でパルス発生
trig5 =-trigger( 5, tri, width, level ); // mode=5で負のパルス発生

}

注意 指定する時刻の制約について、4.3.5 currTime のページを参照してください。
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４．４ フィルタ

４．４．１ 積分器　integral

書式 integral( 入力信号，出力信号，時定数，上限値，下限値 )；

機能
伝達関数で 

1
τs

 　と記述されるフィルタ。ただし、τは時定数、s はラプラスの演算子です。

出力は上下限を超えないよう飽和させます

出力信号 フィルタの出力が格納される信号名

入力信号 フィルタの入力となる信号名

時定数 秒単位の積分時定数。τ＝0 のとき、出力は入力の符号により上限値または下限値になります

上限値 積分を飽和させ、これ以上に増加させません

引数

下限値 積分を飽和させ、これ以下に減少させません

使用例

td=0.25; // 時定数
var y=-1; // yの初期値
var z=-0.5; // zの初期値
proc
{  

x = w_sqr( 1, 0, 2 ); // xは振幅2の矩形波
y = integral( x, y, td, 1, -1 ); // xを積分してyを得る
z = integral( y, z, td, 1, -1 ); // yを積分してzを得る
s = integral( z, s, td, 1, -1 ); // zを積分してsを得る

}
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４．４ フィルタ

４．４．２ １次遅れフィルタ　lag1

書式 出力信号 ＝ lag1( 入力信号，時定数 )；

機能 伝達関数で 
1

１+τs
 　と記述される1 次ローパスフィルタ。ただし、τは時定数、s はラプラスの演算子です。

入力信号 フィルタの入力となる信号を与えます。
引数

時定数 遅れ時定数［秒］です。τが制御周期より小さい場合、出力=入力になります。

等価
漸化式 入力｛ XK　｝、出力｛ YK　｝、 K=1,2,… としたとき、 YK= YK-1＋

XK-1－YK-1
τ

 

使用例

// 矩形波を時定数の異なる３つの１次遅れフィルタへ通します。

dtMsec=1; // 演算周期１ms
proc
{

x = w_sqr( 1, 0, 2 ); // 周期 1 秒振幅 2 の矩形波（青）
y1 = lag1( x, 0.10 ); // 時定数 0.10 秒の1 次遅れフィルタ（赤）
y2 = lag1( x, 0.05 ); // 時定数 0.05 秒の1 次遅れフィルタ（黄）
y3 = lag1( x, 0.01 ); // 時定数 0.01 秒の1 次遅れフィルタ（緑）

}

参考

注意
このフィルタが連続な伝達関数で近似できるのは、時定数τが演算周期よりも十分大きい場合に限ります。
時定数が演算周期より短い場合、このフィルタの出力は入力と同じになります。
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４．４ フィルタ

４．４．３ １次微分フィルタ  deriv

書式 出力信号 ＝ deriv( 入力信号，時定数 )；

機能 伝達関数で 
τs

１+τs
 　と記述される1 次ハイパスフィルタ。 ただし、τは時定数、s はラプラスの演算子です。

入力信号 フィルタの入力となる信号を与えます。

引数
時定数

遅れ時定数［秒］です。

τが制御周期より小さい場合、出力＝
入力－前回入力値

演算周期
  とします

等価
漸化式 入力｛ XK　｝、中間変数｛ YK　｝、出力｛ ZK　｝、 K=1,2,… としたとき、 YK= YK-1＋

XK-1－YK-1

τ
 、　ZK= XK－YK

使用例

dtMsec=1; // 演算周期 1ms
proc
{

x = w_tri( 4, 0, 2 ); // 周期4秒振幅2の三角波を入力とする（青）
y1 = deriv( x, 0.1 ); // 時定数0.1秒の微分フィルタ（赤）
y2 = deriv( x, 0.2 ); // 時定数0.2秒の微分フィルタ（黄）

}

参考
時定数τを小さくすると理想的な微分に近づきますがノイズに敏感 になります。逆に大きくすると高周波数領域で有
効な微分になりません。したがって、時定数は入力信号の S/N と必要とされる帯域との兼ね合いで設定します。通常
は、時定数τは演算周期よりも十分大きい値に設定します。よって、できるだけ演算周期を短くするのが有利です。
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４．４ フィルタ

４．４．４ 位相進みフィルタ leadlag

書式 出力信号 ＝ leadlag( 入力信号，遅れ時定数，進み時定数 )；

機能 伝達関数で 
1+τ2s
１+τ1s

 　と記述される1 次フィルタ。 ただし、τ１、τ2、は時定数、s はラプラスの演算子です。

入力信号 フィルタの入力となる信号の名前です。

遅れ時定数τ１
引数

進み時定数τ2

τ1＜τ2 にすると位相が進み、τ1＞τ2 にすると位相が遅れます。

単位は［秒］です。

等価式
1+τ2s
１+τ1s

  = 
τ2

τ1

  ＋ 
τ1－τ2

 τ1

 ・
1

１+τ1s
  と変形できるので、伝達関数は定数と１次遅れの和になります。

使用例４

dtMsec=1; // 演算周期 1ms
proc
{

In = w_sin( 1, 0, 1 ); // 周期 1 秒、振幅 1 の正弦波（青）
Lead= leadlag( In, 0.2, 0.4 ); // 位相進みフィルタ（赤）
Lag = leadlag( In, 0.4, 0.2 ); // 位相遅れフィルタ（黄）

}

参考
このフィルタのゲインは、低周波数領域では１、高周波数領域では

τ2

τ1

 となり、

中間の周波数　（１／ τ1τ2 ［rad/s］）　近傍で位相変化が最大になります。

注意
他の１次フィルタと同様に、τ1 は演算周期よりも十分大きく設定します。
τ1 は正の値でなければなりませんが、τ2 は負の値も可能です（非最小位相）。
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４．４ フィルタ

４．４．５ ２次（バイクォッド）フィルタ
bqLpf, bqHpf, bqBpf, bqBef, bqApf

書式

（１） ローパス ：　bqLpf （ 入力信号， 固有周波数， ダンピングファクタ ）；
（２） ハイパス ：　bqHpf （ 入力信号， 固有周波数， ダンピングファクタ ）；
（３） バンドパス ：　bqBpf （ 入力信号， 固有周波数， ダンピングファクタ ）；
（４） ノッチ ：　bqBef （ 入力信号， 固有周波数， ダンピングファクタ ）；
（５） オールパス：　bqApf （ 入力信号， 固有周波数，　ダンピングファクタ ）；

機能 固有周波数とダンピングファクタを引数とする、５種類の２次フィルタです。

入力信号 フィルタの入力となる信号名です

固有周波数 ωｎ

フィルタの帯域を表す正の値で単位は[rad/s]です
この値は演算周期の逆数よりも小さく設定する必要があります引数

ダンピングファクタ ζ 振動の減衰度を指定する正の無次元数です。この値に比例して減衰が大きくなります。

伝達関数

λ≡
ｓ

ωｎ

 

ローパス ハイパス バンドパス ノッチ オールパス

1
1+2ζλ+λ2 

2ζλ+λ2

1+2ζλ+λ2 
2ζλ

1+2ζλ+λ2 
1+λ2

1+2ζλ+λ2 
1-2ζλ+λ2

1+2ζλ+λ2 

使用例

dtMsec=1; // 演算周期 1ｍｓ
proc
{  

In = w_sqr( 1, 0, 10 ); // 周期 1 秒の矩形波（青）
Lpf1 = bqLpf( In, 50, 0.25 ); // ζ=0.25（赤）
Lpf2 = bqLpf( In, 50, 0.5 ); // ζ=0.5（黄）
Lpf3 = bqLpf( In, 50, 1 ); // ζ=1.0（緑）

}

 

参考
ζ>1 のとき、特性根は実数となり、1 次フィルタが 2 段になったのと等価になります。
ζ<1 のとき振動的になり、応答性は高まりますが、あまり小さいと安定が悪くなります。
ζ=0.5 のとき、そのフィルタの特性は「2 次のバターワース」と呼ばれます。
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４．４ フィルタ

４．４．６ 制御フィルタ  pi, pid

書式
pi ( 入力信号，比例ゲイン，時定数 1，積分上限，積分下限 )；

pid ( 入力信号，比例ゲイン，時定数 3，時定数 2，時定数 1，積分上限，積分下限 )；

機能 比例（Ｐ）＋積分（Ｉ）＋微分（Ｄ）要素からなる制御用フィルタです

入力信号 入力となる信号名です
比例ゲイン フィルタ全体のゲインです。ブロック図の K に相当します
時定数 3 積分時定数［秒］です。ブロック図のτ1 に相当します
時定数 2 微分時定数［秒］です。ブロック図のτ2 に相当します
時定数 1 遅れ時定数［秒］です。ブロック図のτ3 に相当します

引数

積分上下限 積分器出力の最大・最小値をこれらの値で飽和させます

ブロック図
入力信号 出力信号

Ｋ

比例ゲイン

積分　＋　 飽和要素

微分要素( ＰＩＤのみ)

１
τ3s

 

τ2s
1+τ1s 

使用例

var pos; 　var vel; // 位置、速度は信号
proc
{

s = w_sqr( 0.4, 8, -0.125, 0.1 ); // ステップ指令の発生
cmd = integral( s, cmd, 0.4, 0.1, 0 ); // 積分して台形波の指令とする
err = pcmd - pos; // 位置の誤差
force = pid( err, 80, 0.05, 0.5, 1, 1, -1 );// PID 制御で駆動力を発生させる
vel = integral( force,　vel, 1, 10, -10 ); // 数学モデル：駆動力を積分して速度を計算
pos = integral( vel, pos, 1, 10, -10 ); // 数学モデル：速度を積分して位置を計算

}
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４．４ フィルタ

４．４．７ ＦＩＲフィルタ  fir

書式 fir( 入力信号，係数の数，データファイル名 )；

機能 FIR(Finite Impulse Response)フィルタです。フィルタの係数はテキストファイルで与えます。

入力信号 フィルタの入力となる信号の名前です。

係数の数　Ｎ （遅延要素の数＋１） を整数値で与えます。定数名や信号名で与えることはできません。引数

データファイル名 Ｎ個の係数値を記したテキストファイルの名前です。

ブロック図
係数

入力

出力

遅延要素

c0 cNc1 c2

z-1 z -1 z-1

等価式
出力 = ∑

k=0

N
CK・x(t-kΔｔ) 

ただし、Ck は係数、x(t)は時刻 t の入力値、Δt は演算周期、N は係数の数。

使用例

coeFir = "fir.csv"; // FIR フィルタ係数ファイル
proc
{  

Input = w_sqr( period, 0, 1 ); // 入力は矩形波
FIR = fir( Input, 21, coeFir ); // FIR フィルタ
biQuad = bqLpf( Input, 50, 0.5 ); // 比較用の2 次フィルタ

}
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使用例

係数ファイル fir.csvの内容です。グラフは必要ありません。

注意
FIR フィルタは、段数を大きくすることにより理想に近い振幅特性を得ることができますが、遅延要素が多くなると時間
遅れが長くなります。フィードバック制御に FIR を使う場合は、遅れによる安定性の劣化に留意してください。

参考
本ソフトには FIR フィルタの係数を作成する機能はありません。フリーのフィルタ設計用ツールとして、株式会社テクノ
クリエートの Filter、石川工専山田洋士研究室の Digital Filter Design Services 、CQ 出版社の広告｢はじめ
て学ぶディジタル・フィルタと高速フーリエ変換｣からダウンロードできるものなどがあります
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４．４ フィルタ

４．４．８ ＩＩＲフィルタ  iir

書式 iir( 入力信号，段数，データファイル名 )；

機能
任意段数の IIR(Infinite Impulse Response)フィルタです。

フィルタの係数はテキストファイルで与えます。

入力信号 フィルタの入力となる信号の名前です。

段数　Ｎ フィルタの段数を整数値で与えます。定数名や信号名で与えることはできません。
引数

データファイル名
定義したデータを格納したテキストファイル名で、1 行に各段の 5 つの係数をコンマで区切った
Ｎ行のデータです。直接ファイル名を書くのではなく、ファイル名を定義した定数を与えます。

伝達関数
出力 = ∏

=
−−

−−

−−
++N

k kk

kkk

zCzC
zCzCC

1
2

2
1

1

2
5

1
43

1

ただし、N は段数、z は遅延演算子、Cｋ1～Cｋ5 （ｋ＝1，2，…，Ｎ）は係数。

ブロック図

使用例

coefIIR = "iir_w.csv"; // IIR フィルタ係数
proc
{

Input = w_sqr( period, 0, 1 ); // 入力は矩形波
IIR1 = iir( Input, 1, coefIIR ); // IIR フィルタ1 段
IIR2 = iir( Input, 2, coefIIR ); // IIR フィルタ2 段
IIR3 = iir( Input, 3, coefIIR ); // IIR フィルタ3 段

}



http://e-arima.com 43

シグナルプロセッサ Aproc-1
ユーザーズマニュアル

Ver １．０ 　２０１４年３月１５日

使用例

係数ファイルは、１段について５つの係数を１行にコンマで区切って与えます。例に使ったデータを以下に示します。
全く同一のデータを３列並べています。フィルタIIR１はこの 1 列目だけを使用し、IIR2 は 2 列まで、IIR3 は 3 列ま
でを使います。なお、この数値は使用方法を説明するためのもので、フィルタの性能を考慮したものではありません。

参考

本ソフトには IIR フィルタの係数を作成する機能はありません。フリーのフィルタ設計用ツールとして、石川工専山田
洋士研究室の Digital Filter Design Services や、 CQ 出版社の広告 ｢はじめて学ぶディジタル・フィルタと高速
フーリエ変換｣からダウンロードできるものなどがあります。ただし、係数の定義がやや異なります。

例えば前者の場合、フィルタの条件を与えると、各段の 2 次フィルタについて係数 ｋ、a 0、a 1、a 2、b 1、b 2 を計算し
てくれますので、下記のように換算します。

C i 1　＝　-b 1
C i 2　＝　-b 2
C i 3　＝　k * a 0
C i 4　＝　k * a 1
C i 5　＝　k * a 2
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４．４ フィルタ

４．４．９ 移動平均フィルタ  average

書式 average（ 入力信号，平均個数 ）

機能 Ｎサンプル過去から現在までのデータを記憶し、それを平均します。

入力信号 入力信号の名前です。
引数

平均個数　Ｎ 平均するサンプル数です

使用例

dtMsec=2; // 演算周期 2ms なので、100 回で 0.2 秒間のデータを平均します。
proc
{

Input = w_tri( period, 0, 1 ); // 三角波を生成しフィルタ入力とする
Ave = average( Input, 100 ); // 過去 100 回のサンプルを平均する
Aout( 0, 0, 1, Ave ); // アナログ出力第０CH に Ave を出力

｝
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４．４ フィルタ

４．４．１０ 時間遅延フィルタ  delay

書式 delay （ 入力信号，遅延個数 ）

機能 入力を記憶し、Ｎサンプル過去のデータを与えます。

入力信号 入力信号の名前です。
引数

遅延個数　Ｎ 過去に遡るサンプル数です。遅延時間は （演算周期×Ｎ） になります。

使用例

dtMsec = 1; // 演算周期 1ms
proc
{  

Input = w_tri( 1, 0, 1 ); // 入力は周期 1 秒の三角波（青）
dly1 = delay( Input, 100 ); // 100 段で0.1 秒の遅延（赤）
dly2 = delay( Input, 200 ); // 200 段で0.2 秒の遅延（黄）

}

注意
長時間遅延させるには多くの内部メモリを必要とします。許容範囲に収まっているかをコンパイル時のメッセージで確
認してください。必要メモリのワード数は（遅延時間／演算周期）で計算されます。
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４．４ フィルタ

４．４．１１ 履歴フィルタ  hysteresis

書式 hysteresis（ 入力信号， しきい値Ｌ， しきい値Ｈ， 設定値 ）

機能 入力に、しきい値で定義されるヒステリシス特性を与えます。

入力信号 入力信号の名前です。

しきい値Ｌ 出力を０にする入力値です。しきい値Ｈよりも小さい値にします。

しきい値Ｈ 出力を設定値にする入力値です。しきい値Ｌよりも大きい値にします。
引数

設定値 入力が敷居値Ｈの値以上になったときの出力値です。

入出力
特性

出力は、入力≦しきい値Ｌのとき０、入力≧しきい値Ｈのとき設定値となり、
それ以外（ しきい値Ｌ＜入力＜しきい値Ｈ ）のときには変化しません。

使用例

proc
{  
 Input = w_tri( period, 0, amp );
 Output0 = hysteresis( Input, -0.5, 0.5, 0.7 ); // 入力 0.5～-0.5 で出力 0.7(赤)
 Output1 = hysteresis( Input, -0.6, 0.6, 0.8 ); // 入力 0.6～-0.6 で出力 0.8(黄)
 Output2 = hysteresis( Input, -0.7, 0.7, 0.9 ); // 入力 0.7～-0.7 で出力 0.9(緑)
}

参考 ヒステリシス特性は、デジタル入力の雑音除去に効果的なことがあります。
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４．４ フィルタ

４．４．１２ リミッタ  limit

書式 limit （ 下限値， 上限値， 入力信号 ）

機能 入力を上下限値で飽和させます。

下限値 出力を０にする入力値です。上限値よりも小さい値にします。

上限値 出力を設定値にする入力値です。下限値よりも大きい値にします。引数

入力信号 入力信号の名前です。

入出力
特性

出力は、入力≦しきい値Ｌのとき０、入力≧しきい値Ｈのとき設定値となり、
それ以外（ 下限値＜入力＜上限値 ）のときには変化しません。

var vcmd; // フィードバック量を信号として宣言
proc
{  

cmd = w_sin( 10, 0, 0.25 ); // 周期 10 秒、振幅 0.25の正弦波
verr = limit( -0.1, 0.1, cmd-vcmd ); // フィードバックの入力制限
vcmd = integral( verr, vcmd, 1, 0.15, -0.15 );// 出力制限つき積分器

}
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４．５　算術関数

４．５．１ 平方根関数  sqrt
書式 sqrt （ 式 ）

機能 入力式の表す数値の平方根　  式の値  を計算します

４．５．２ 三角関数 sin, cos, tan

書式
sin （ 式 ）
cos （ 式 ）
tan （ 式 ）

機能 入力式の表す[rad]単位の数値について三角関数を計算します

４．５．３ 逆三角関数 asin, acos, atan

書式
asin （ 式 ）
acos （ 式 ）
atan （ 式 ）

機能

入力式ｘの数値について逆三角関数 sin-1ｘ、cos－１ｘ、tan－１ｘ を計算します。

－
π
2   =　asin （ 式 ） ，acos （ 式 ） ，atan （ 式 ） ＜　

π
2  

４．５．４ ４象限逆正接関数  atan2
書式 atan2 （ 式１， 式 2 ）

機能

入力式の表す 2 次元座標値 （x，y） について逆正接関数を計算します。

atan2(x,y) = tan-1( 
y
x  )

－π = atan2 （ 式 ） ＜ π
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４．５　算術関数

４．５．５ 双曲線関数　sinh, cosh, tanh

書式
sinh （ 式 ）
cosh （ 式 ）
tanh （ 式 ）

機能 入力式の値について、その双曲線関数を計算します

４．５．６ 絶対値関数　abs
書式 abs （ 式 ）

機能 入力式の値について、その絶対値を計算します。

４．５．７ 対数関数　log, log10

書式
log （ 式 ）
log10 （ 式 ）

機能 入力式の値について、その自然対数、および常用対数を計算します

４．５．８ 指数関数　exp
書式 exp （ 式 ）

機能 自然対数の底 e について、入力式の値でべき乗した値 ex を計算します

４．５．９ 整数化関数　int
書式 int （ 式 ）

機能 入力式の表す数値を超えない最大の整数値を返します
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５． ウィンドウの操作方法

5.1 操作の概要

Aproc-1 を使ったシステムの作成と操作の手順の例を  のフローに示します。緑色の背景は操作するウィンドウです。これは代表
的な手順を示す例であり、実際にはメニューやボタンの使用順序に関する制限は多くはありません（例えば保存ボタン はいつ
でも押すことができます）。

図 15　　Aproc-1 を使用するシステムの作成手順（例）
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5.2 プロジェクトの作成と管理　― プログラミングウィンドウの使い方 ―

AprocS を起動するとプログラミングウィンドウが現れます。図 16にその要素の名称を記します。

図 16　　プログラミングウィンドウ

5.2.1 ツールボタン

表 5　　プログラミングウィンドウのボタン一覧

アイコン 名前 説 明 メニュー
終了 AprocS を終了します
新規プロジェクト 新規プロジェクトをつくるために初期化します。
プロジェクトを開く 既存のプロジェクトを開きます。
プロジェクトを保存 プロジェクトを上書き保存します。
プロジェクトに名前をつけて保存 現在のプロジェクトを別名で保存します。

ファイル

元に戻す 直前の編集を取り消します。
コピー 選択した文字列をクリップボードにコピーします。
切り取り 選択した文字列をクリップボードに切り取ります。
貼り付け クリップボードをカーソル位置に貼り付けます。

編集

実行コード生成 プログラムコードを解析して実行コードを生成します。 実行

メッセージエリアの表示 ON/OFF メッセージエリアの表示をトグルします。 表示
ヘルプ 取扱説明を表示します。 ヘルプ

5.2.2 メニューアイテム

（１）　｢ファイル｣メニュー

アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ ボタン 説 明
新規プロジェクトを作る N 新規プロジェクトをつくるために初期化します。
プロジェクトを開く O 既存のプロジェクトを開きます。
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アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ ボタン 説 明
プロジェクトを保存する S プロジェクトを上書き保存します。
プロジェクトに名前をつけて保存する A 現在のプロジェクトを別名で保存します。

ソースコードをインポート I
指定したテキストファイルの内容をメインソースとします。プロ
ジェクトを保存するときに、プロジェクト名と同じ名前で.txtの
拡張子をもつファイルに保存されます。

新規ページをつくる   P 空のページを追加します。タブ名は”untitiled”です。
ページを追加する D 　 指定したファイルの内容を新しいページとして追加します。
ページを閉じる 　  C 表示中のページを閉じます。
ページを保存する   V 表示中のページを上書き保存します。
ページに名前をつけて保存する G 現在中のページを別名で保存します。

メインソース表示
中は無効

終了 Q AprocS を終了します。

（２）　｢編集｣メニュー

アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ ボタン 説 明
元に戻す Ctrl＋Z 直前の編集を取り消します。
コピー Ctrl＋C 選択した文字列をクリップボードにコピーします。
切り取り Ctrl＋X 選択した文字列をクリップボードに切り取ります。
貼り付け Ctrl＋V クリップボードをカーソル位置に貼り付けます。
全てを選択 Ctrl＋A 現在のページ全体を選択します。
検索 Ctrl＋F 任意の文字列を検索します。
置換 Ctrl＋E 任意の文字列を置換します。

（３）｢表示｣メニュー

アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ ボタン 説 明
メッセージ E メッセージエリアの表示/非表示をトグルします 。 　 
機器情報 I 　 スタンドアロン動作のためのメモリ消費情報を表示します。 （注）
フォント   　 F フォントを変更するダイアログを表示します。

（４）｢実行｣メニュー

アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ ボタン 説 明
実行コードの生成 Atl+R 表示中のソースコードを実行コードへ変換します。
ROM 化 Atl+W 　 直前の運転条件をフラッシュメモリへ記録します。 （注）
自動運転の有効/無効 Atl+D 　 スタンドアロン動作を有効（または無効）にします。 （注）

（注）一部の機種では無効です→アップデートサービスをご依頼ください

（５） ｢ヘルプ｣メニュー

アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ ボタン 説 明
使い方 M 取扱説明を表示します。
プログラミングガイド P ソフトウェア仕様のページを表示します。
バージョン V バージョン情報を表示します。
有馬電子機材 A 　 インターネット経由で有馬電子機材のホームページを開きます。

（６） サブソースページのポップアップメニュー

アイテム 説 明 備考
右へ移動 このページを右へ移動します。
左へ移動 このページを左へ移動します。

移動できない場合は選択できま
せん。

ページを閉じる 表示中のページを閉じます。
ページを保存する 表示中のページを上書き保存します。
名前をつけて保存する 表示中のページに名前をつけて保存します。

同一の機能が｢ファイル｣メニュー
のアイテムにもあります。
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5.2.3 プロジェクトの管理

プロジェクトの管理手順とその説明を表 6に示します。

表 6　プロジェクトの作成と管理手順

順番 項目 操　作

新規 ボタンを押すと、ソースコードエリアに（Untitled）というタブがついた空のペー
ジが現れますので、そこにプログラムを入力します。

再開 既存のプロジェクトを利用する場合は、 ボタンを押してそのプロジェクトを開
き、目的に合せて変更します。1

プロジェクト
の

作成と呼出し

再利用
メニュー：｢ファイル｣→｢ソースコードをインポート｣を使ってファイルを選択すると、そ
のファイルの内容がメインソースに現れます。インポートしたソースは保存時に新た
なファイルになります。元のファイルにコードの変更は反映されません。

新規
新規にサブソース作る場合は、メニュー：｢ファイル｣→｢新規ページをつくる｣を選択
し、空のページを作ります。

再利用
既存のテキストファイルをサブソースとして利用する場合は、メニュー：｢ファイル｣→
｢ページを追加する｣ を選択し、ファイルを指定します。

2
サブソースを

使う場合

入替
複数あるサブソースのページの並びを変更するには、サブソースのページを右クリ
ックしてポップアップメニューから｢右へ移動｣または｢左へ移動｣を選びます。

3 編集 編集 コードの追加・修正を行います。

上書保存 開いているプロジェクトを更新する場合は を押します。

4 保存
新規保存

入力・修正を終えたら、 ボタンを押してプロジェクト名を指定すると、その名前
のプロジェクトファイルとソースファイルが生成されます。プロジェクトファイル拡張子
は wfp、ソースファイルの拡張子は txt です。

5.2.4 実行コードの作成

ツールバーのボタン ｢実行コードの生成｣を押すと、ソースコードは実行コードへ変換され、結果がメッセージエリアに報告され
ます（図 17）。実行コードの生成に成功すると、リソース消費状況が表示されます。

エラーがある場合は、その内容とその該当行が表示されます（図 18）。メッセージエリアの表示文をクリックすると、ソースコードエリ
アの対応する部分が反転表示になります。
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図 17　　リソースの表示画面例 図 18　エラーメッセージの表示例

5.3 オペレーションウィンドウ

5.3.1 概要

プログラミングウィンドウで実行コードの生成に成功すると、オペレーションウィンドウ（操作パネル）が現れます。オペレーションウィ
ンドウでは以下の操作を行います。

パラメータの設定・調整
グラフ仕様の設定
シミュレーション
Aproc-1 の起動･停止
Aproc-1 運転中のパラメータ調整
Aproc-1 運転記録の開始・停止
Aproc-1 スタンドアロンモードの設定

図 19　　オペレーションウィンドウ

5.3.2 ツールボタン
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ツールバーに配置されたボタンです。

表 7　　オペレーションウィンドウのボタン一覧

アイコン 名前 説 明
プロジェクトを保存 プロジェクトを上書き保存します。
プロジェクトに名前をつけて保存 現在のプロジェクトを別名で保存します。
シミュレーション実行 実行コードをパソコン上でシミュレートし、結果を表示します。
運転開始 実行コードとパラメータをAproc-1 へ転送し、それを実行させます。
運転停止 Aproc-1 の運転を停止します。

記録開始
運転中に押すと記録を開始します。停止中 に押すと運転と記録を同
時に開始します。記録が終わっても、運転は継続されます。

5.3.3 システムパラメータ

パラメータエリアの最初の3つをシステムパラメータ、それ以外をユーザパラメータと呼びます。システムパラメータは全てのプロジェ
クトに必要なパラメータで、演算周期、記録周期比、記録時間の 3 つです。表 8にその内容を記します。

表 8　システムパラメータ

項目 説明

演算周期

プログラムの処理 を繰り返す周期です。単位はミリ秒で、0.1～160 の値を設定できます。この周期が
短いほど広い帯域の処理が可能となりますが、その反面、処理可能な演算量は制限されます。逆に
長くすると、複雑な処理を行うことができますが、その帯域は制限されます。

【重要】 演算周期が処理に要する時間よりも短いと、正しい処理結果を得ることはできません。

運転中は、実際に要した演算時間がステータスバーに表示されます。演算時間の設定値は、この数
値よりも長くなるように設定ます。

記録周期比
記録ボタンを押して信号を記録するとき、記録する周期は演算周期の整数倍に設定できます。記録
周期比はその倍数を１～255 の整数値で設定します。

記録時間
信号を記録する時間を秒単位で設定します。データの表示は約 2秒ごとに更新され、設定された記録
時間に達した段階で終了します。記録が終了しても運転は継続されます。

5.3.4 ユーザパラメータとトラックバー

ユーザが定義したパラメータは、システムパラメータの下に並べられ、数値を入力して ENTER キーを押すと入力した値がパラメータ
に設定されます。ただし、ENTER キーを押さくても、運転開始 またはシミュレーションボタン を押したときは、表示中の値が設
定されます。

数値入力ボックスまたはトラックバー選択ボタンをクリックすると、そのパラメータはトラックバーでも調整できます。

運転中にパラメータが変更されると、その値が Aproc-1 へ送信されて演算に反映されます。ただし、FIR/IIR フィルタなど、一部の
関数のパラメータは運転中変更できないものもあります。その場合は、いったん停止 してから再度運転開始 してください。

5.3.5 信号の記録とグラフの編集

記録したい変数の指定は、ディスプレイウィンドウで表示するグラフを設定することにより行います。デ イスプレイウィンドウでは、任
意数のグラフ枠(フレーム)を作り、各フレームに最大９本の信号を描くことができます。フレームの数と、そこに描く信号を指定する
には、マウスを使って、｢信号一覧｣の信号名を、右側のフレームのあるエリアムへドラッグすることにより行います。グラフの編集方
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法を表 9に示します。

グラフに選択された信号名にはチェックが付きます。チェックのついた信号が記録される信号です。

このウィンドウのフレームがディスプレイウィンドウのフレーム（グラフの枠）に対応し、このウィンドウのフレーム内に記載された信号
がディスプレイウィンドウの対応するフレームに描かれることになります。

表 9　　グラフの編集方法

編集項目 編集方法

フレームへ信号を追加
｢信号一覧｣の信号名を選択して任意のフレームの中へドラッグすると、ドラッグした信号がそのフレ
ームに追加されます。 ただし、同じフレームに重複して追加することはできません。

新しいフレームの追加
｢信号一覧｣の信号名を選択してフレームの背景部分（フレーム以外の部分）へドラッグすると、ドラ
ッグした信号を含むフレームがその位置に追加されます。 　  

信号やフレームの削除
フレーム内の信号を選択してその信号をフレームの外（背景部）へドラッグして出すと、その信号は
削除されます。その結果フレームが空になると、そのフレームも削除されます。ただし、フレームが１
個でその中の信号も１個になると、それ以上削除することはできません。

信号の移動
フレーム内の信号を別のフレーム内へドラッグすると、その信号はドラッグ先へ移動します。移動元
のフレームが空になると、そのフレームは削除されます。

信号のコピー
Cntl キーを押したまま、フレーム内の信号を選択して別のフレームへドラッグすると、その信号はド
ラッグ先へコピーされます。

フレームの移動
フレーム内の任意の信号を選択し、右クリックして「上へ移動」または「下へ移動」を選ぶと、その信
号を含むフレーム全体が上下に移動します。また、｢先頭へ移動｣を選ぶと最上位へ、｢最後へ移
動｣を選ぶと最下位へ移動します。

フレーム内で信号の移動

同じフレームの中 で信号をドラッグすると順番が入れ替わります。信号は記載順に描画されるの
で、いちばん下の信号がグラフではいちばん手前になります。順番を入れ替えるとグラフが見やす
くなることがあります。なお、グラフの色はフレームに記載された順番に、青→赤→黄→緑→紫→ラ
イム→水色→銀→黒 となりますので、順番を変えるとその色も入れ替わります。

ディスプレイウィンドウが表示されているときにもグラフの編集は可能です。しかし、その状態でチェックの付いていない信号を新た
にフレームへ加えることはできません。追加しようとすると警告が現れますので、（表示中のデータが必要なら保存したうえで、）ディ
スプレイウィンドウを閉じてから信号を追加し、再度運転・記録またはシミュレーションしてください。保存せずにディスプレイウィンド
ウを閉じると、表示中のデータは失われます。

5.3.6 シミュレーション

シミュレーション開始ボタン  を押すと、プログラミングウィンドウで生成された実行コードが、オペレーションウィンドウに表示さ
れているパラメータを使って、パソコン本体でシミュレーションされます。シミュレーション時間は記録時間と同じですが、演算周期
は無視されますのでリアルタイムではありません。結果はグラフ設定に基づいてディスプレイウィンドウに表示されます。

シミュレーションでは信号の入出力関数は無視されます。したがって、入力信号を処理するプログラムをシミュレーションする場合
は、入力に代わる信号をプログラムしておく必要があります。簡単には正弦波（関数w_sin）や方形波（関数w_sqr）で代用しますが、
単純でない場合は折線関数や数学モデルを作ります。第２章の例を参考にしてください。

5.3.7 運転と記録

停止状態から運転を始めるには、運転開始ボタン または記録開始ボタン  を押します。前者は運転を始めるだけですが、
後者は運転を開始すると同時に記録も開始します。いったん運転のみ開始した状態で記録開始ボタン を押すと、その時点か
ら記録が開始されます。

運転が開始されると、（１）グラフ選択部分にチェックされた信号の値が数値で表示され、（２）ステータスバーの右側に 1 周期の演
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算に要した時間が表示されます。運転中のオペレーションウィンドウの例をに示します。

図 20　　オペレーションウィンドウの運転中の表示例

5.4 ディスプレイウィンドウ

5.4.1 ウィンドウの構成

ディスプレイウィンドウは、シミュレーション結果や運転時の記録データを表示するウィンドウです。データーレコーダの表示も同じウ
ィンドウを使います。このウィンドウは以下の要素から構成されます。

（１） タイトルバー データの種類（シミュレーション、または記録データ）を表示します。
（２） メニュー 操作アイテムです。
（３） フレーム 設定された信号の履歴を描きます。
（４） カーソル グラフの解析に使います。
（５） ツールバー 操作ボタンが配置され、カーソル時刻を表示します。
（６） ステータスバー カーソル位置のデータの値を表示します。

5.4.2 ボタンとメニュー

（１） ツールバーのボタン

アイコン 名前 説 明 メニュー
保存 記録したデータのうち、画面に表示されている部分だけを保存します。 ファイル
拡大 画面の時間スケール細かくして、グラフを時間方向に拡大します。
縮小 拡大したグラフを1 回拡大する前の縮尺に戻します。
元のサイズ 拡大した画面を元に戻し、全記録を表示します。
前に戻る 拡大画面で左側に隠れた部分を表示します。
１目盛戻る 拡大画面で１目盛だけ左へスクロールします。
１目盛進む 拡大画面で１目盛だけ右へスクロールします。
次に進む 拡大画面で右側に隠れた部分を表示します。
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（２） ｢ファイル｣メニュー

アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ ボタン 説 明

全データを保存 S 記録した全データを保存します。

表示データを保存 P
記録したデータのうち、画面に表示
されている部分だけを保存します。

シミュレーションデータは信号名に｢（S）｣
をつけて、データーレコーダの記録は信
号名に｢（R）｣をつけて保存します。

閉じる C このウィンドウを閉じます。

（３） ｢画面操作｣メニュー

アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ ボタン 説 明
拡大 E 画面の時間スケール細かくして、グラフを時間方向に拡大します。
縮小 H 拡大したグラフを1 回拡大する前の縮尺に戻します。
元のサイズに戻す S 拡大した画面を元に戻し、全記録を表示します。
前に戻る B 拡大画面で左側に隠れた部分を表示します。
１目盛戻る R 拡大画面で１目盛だけ左へスクロールします。
１目盛進む L 拡大画面で１目盛だけ右へスクロールします。
次に進む B 拡大画面で右側に隠れた部分を表示します。

移動可能な場合のみ
表示されます。

グラフの背景色 C 　 グラフの背景色を変更するダイアログを表示します。

5.4.3 画面の拡大と移動

表示した記録データを拡大することによって、データを詳しく調べることができます。また重要な部分だけを表示して保存することも
できるので、データ量の削減に役立ちます。

表示データを拡大した場合には全データのうち一部分だけが画面に現れますので、隠れている部分を見るためには画面をスクロ
ールしなければなりません。画面の拡大や拡大画面での移動操作はツールバーのボタンを使って行います。詳細は 5.3.2（3）｢画
面操作｣メニューの表を参照してください。

5.4.4 カーソル

記録画面では２本のカーソルを使って記録内容を調べることができます。カーソルの操作方法を表 10に示します。

表 10　カーソルの操作方法

項目 操作方法 備考

カーソル生成
グラフ上でマウスを左クリックするとカーソルが現れ、マウ
スとともに移動します。もう一度左クリックすると、カーソル
は固定されます。

カーソル移動中は、カーソル位置の時刻がルー
ツバーに、信号の値がステータスバーに表示さ
れます。

カーソル追加
ひとつのカーソルが固定されているとき別の場所を左クリ
ックすると第２のカーソルが現れ、マウスとともに移動しま
す。もう一度左クリックすると固定されます。

カーソル移動中、２本のカーソル の時間差とそ
れを１周期とする周波数値がツールバーに追加
表示されます。

カーソル再移動
固定されたカーソルの近傍で左クリックすると、そのカーソ
ルは再び移動可能になります。

カーソルが２本とも固定されているときは、マウス
ポインタに近い方が移動可能になります。

カーソル消去 マウスを右クリックすると全てのカーソルは消えます。

拡大区間の指定
２本のカーソルを停止させて拡大ボタン を押すと、カ
ーソル間のデータだけとなるように画面が拡大されます。
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5.4.5 データの保存

記録データを保存するには、（１）全データの保存、または（２）表示部分だけの保存という２種類の方法があります。全データを保
存するにはメニューで「ファイル」→「全データを保存する」を選び、表示されている部分だけを保存する場合は「ファイル」→「表示

データを保存する」を選びます。ツールバーのボタン は表示部分だけの保存に対応しています。

保存したデータは CSV ファイル形式なのでエクセルやテキストエディタ等の汎用ソフトで読むことができます。

記録・表示されているデータがシミュレーション結果なのか、運転時の記録データなのか、またはレコーダの記録なのかを識別する
ために、その扱いには表 11の違いを加えています。しかし、それ以外は全く同じです。

表 11　　記録データの識別

データの種類 タイトルバーの表示 信号名の記述 使用ソフト
シミュレーションデータ ”シミュレーション結果” 信号名に“(S)”を添付

運転記録データ ”運転記録” 信号名のみ
AprocS

レコーダのデータ ”レコーダモニタ” 信号名に“(R)”を添付 AprocR
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６． スタンドアロンモードでの使い方

6.1 スタンドアロン動作の概要

スタンドアロンモードは、パソコンを接続せず、Aproc-1単独でユーザがプログラムした信号処理を実行するモードです。2013年 12
月以降に出荷されたAproc-1 で利用できます。それ以前の Aproc-1 でも、アップデートサービスを受けることにより、スタンドアロン
モードを利用できますので、お問い合わせください。

通常の運転モードでは、運転開始時に、ユーザプログラムの実行コードやパラメータ値などがコマンドとしてパソコンから Aproc-1
へ送られますので、Aproc-1 はその情報にしたがって運転を実行します。これに対して、スタンドアロンモードではパソコンから送ら
れるべきコマンドをあらかじめＣＰＵ内蔵フラッシュメモリに記憶しておき、そのデータを元に運転を開始します。

スタンドアロンモードを実現するために、フラッシュメモリ上に表 12に示す３つの領域があります。これら３つの領域のいずれかが容
量を超えない回数だけプログラムや運転モードを追加記憶することができます。電源投入時には、最後に記録された条件で運転
を開始します。容量が不足すると、ダイアログボックスが現れますので、その指示にしたがってフラッシュメモリを初期化します。初
期化すると全領域が消去され、再び追加記録できるようになります。ただし、領域を選択して消すことはできません。

表 12　　フラッシュメモリの記憶領域

領域の名前 容量（バイト） 書換え回数 説明

スイッチ 16,384 131,072
現在の運転モードがスタンドアロンモードか否かを決めます。
１バイトで 8 回のモード切替ができます

アドレステーブル 65,536 16,384
コマンドデータの先頭アドレスを記憶します。
1 回の記憶で 4 バイトを消費します

コマンドデータ 917,504 －
コマンドデータを記録します。
データサイズは（書換え回数も）プログラムに依存します。コードサ
イズや信号数、パラメータ数が多いと、回数は少なくなります。

6.2 スタンドアロン動作の設定

スタンドアロンモードによる運転を可能とするために、コマンドデータをＣＰＵ内蔵フラッシュに記憶させるためのアイテムがプログラ
ミングウィンドウのメニューに追加されています。その内容を表 13に示します。

表 13　　スタンドアロンモードに関連するメニューアイテム

メニュー アイテム ｼｮｰﾄｶｯﾄ 説 明

表示 機器情報 I
現在の運転モードと、フラッシュメモリにある３つの領域について、その消
費状況を表示します。

実行コードの生成 ユーザプログラムから実行コードを生成します。

ＲＯＭ化
前回実行時の運転開始コマンドをフラッシュメモリのコマンドデータ領域に
記録し、その先頭アドレスをアドレステーブル領域へ記録します。

実行

自動運転を…にする

フラッシュメモリのスイッチ領域に追記して運転モードを切換えます。

● 「自動運転を有効にする」 なら、スタンドアロンモードになり、次回電源
投入時には記録コマンドで運転が開始されます。

● 「自動運転を無効にする」 なら、通常運転モードになります。
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6.3 スタンドアロン動作の設定

スタンドアロンモードにする手順をに示します。

番号 項目 操作内容

1 運転確認 保存すべきプログラムを通常モードで運転し、プログラムやパラメータ値を確定させます。

2 運転停止
停止ボタン を押して運転を止めます。この段階で、プログラミングウィンドウで メニュー「実行」
→「ROM 化」 のアイテムが有効になります。

3 記録
プログラミングウィンドウのメニューから 「実行」→「ROM 化」 を選ぶと、その時点で作成されている
実行コードと、現在表示されているパラメータ値が Aproc-1 のフラッシュメモリへ記録されます。た
だし、記録周期比は強制的に 0 （記録なし） となります。

4 モード設定
プログラミングウィンドウのメニューから 「実行」→「自動運転を有効にする」 を選ぶと、スタンドア
ロンモードになり、次回電源投入したとき、記録したプログラムとパラメータで直ちに運転が開始さ
れます。既にスタンドアロンモードになっている場合は必要ありません。

5 表示確認
プログラミングウィンドウのメニューから「表示」→「機器情報」を選ぶと、現在の使用量がメッセージ
エリアへ表示されます。

6.4 スタンドアロン動作の注意事項

スタンドアロンモードで運転する際は、以下の事項に留意してください。

（１） スタンドアロンモードにできるプロジェクトは最後に記録した１個だけです。それ以前に記録したプロジェクトを選択したり、その
プログラムやパラメータ値を読むこともできません。記録したプロジェクトは、後で参照できるように 、別名で保存しておくことを
お勧めします。

（２） スタンドアロンモードで運転中のAproc-1 に対して、AprocSから停止以外のコマンドを送ることはできません。もちろんパラメー
タの値を変更したり、信号を記録することもできません。

（３） 既にスタンドアロンモードになっていれば、新たにプロジェクトを記録しても起動モードを設定し直す必要はありません。

（４） スタンドアロンモードにすると、電源投入後直ちに運転が始まってしまいます。それが困る場合は、デジタル入力などを使って
開始信号を入力するようにプログラムしておきます。

（５） Aproc-1がスタンドアロンモードで運転状態のときAprocSを起動すると、運転停止を促すメッセージが現れます。この場合、運
転を停止するまでそれ以外の操作はできません。いったん停止すれば、その後電源を切るまでは、（スイッチがスタンドアロン
モードになっていること以外）通常モードと何の違いもありません。

（６） プロジェクトの記録に使える内蔵フラッシュメモリの容量は、約 900K バイトです。 フラッシュメモリは部分的に書き直すことがで
きないのと、書き換え回数に制限があるので、 その全てを使い切るまでは消去しません。 (データシートによれば、フラッシュ
メモリの最低消去回数は 10000 回となっています。) フラッシュメモリへの記録時に容量が不足すると、イレース処理を促すダ
イアログボックスが現れます。指示に従って消去すると、再度 900K バイトを使えるようになります。
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