
Aproc-1はアナログ・デジタル信号を入力し、処理結果をリアルタイムに出力する装置です。
多くの機能を備えていますので、短時間でプログラムを作成し、そのまま運転できます。

Aproc-1 Plusではさらに入出力機能を増強し、利用範囲を広げました。

 リアルタイムの信号処理や計測・制御のシステムを安価に、かつ短時間で実現します。

 従来の Aproc-1に下記機能を追加しました。

エンコーダ信号入力×4チャンネル （サーボモータの制御等に利用できます）
　PWM信号出力　×8チャンネル （RCサーボ、パワードライブ等へ利用できます）

 拡張入出力を工業標準の SPI方式とし、ユーザによる設計・製作が可能になりました。
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価格改訂

定価　￥38,000

シグナルプロセッサ

Aproc-1 Plus
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項　目 仕　様

演算精度 単精度浮動小数点演算の精度

算術関数

四則演算、論理演算、比較、平方根、

三角関数、逆三角関数、指数関数、

自然・常用対数、ユーザ定義関数など

フィルタ関数

１次、２次、微分、積分、位相進み遅れ、

ＰＩＤ制御、ＦＩＲ、ＩＩＲ、

移動平均、時間遅延など

波形生成関数

正弦波、矩形波、三角波、のこぎり波、

ＰＷＭ波、ユーザ定義波、一様雑音、

白色正規雑音、折線・階段関数など

入出力関数、
アナログ入出力、デジタル入出力、

ＰＷＭ出力、カウント入力、拡張入出力

演算部

演算周期 ０．１ｍｓ～１００ｍｓ

信号、パラメータ 各４０９５ワード（約１６Ｋバイト）

プログラムサイズ ８１９２ステップ（約１６Ｋバイト）メモリ

スタンドアロン用 フラッシュメモリ約９００Ｋバイト

最大記録速度 ８×１００Ｋサンプル／秒データ

レコーダ トリガ入力 内部トリガ

項　目 仕　様
チャンネル数 ８

電圧範囲／分解能 ±１０Ｖ、±５Ｖ／ １６ビット

サンプリング方式 全チャンネル同時サンプリング

入力インピーダンス 約１ＭΩ

精度／非直線性 ±６ＬＳＢ（±１０Ｖ時）／±２ＬＳＢ以内

入力フィルタ帯域 １２ＫＨｚ（±１０Ｖ時）、１０ＫＨｚ（±５Ｖ時）

アナログ

入力

入力絶縁／保護 絶縁なし／±１６．５Ｖまで保護

チャンネル数 ８

電圧範囲／分解能 ±５Ｖ／１６ビット

精度／非直線性 ±１６ＬＳＢ／±１ＬＳＢ以内

アナログ

出力

出力絶縁／保護 絶縁なし／合計出力±５０ｍＡに制限

点数 入力８、出力８デジタル

入出力 電圧レベル ＬＶＴＴＬ（入力は５Ｖまで許容）

エンコーダカウンタ ２４ビット４ＣＨ（デジタル入力と兼用）

ＰＷＭ出力 １６ビット８ＣＨ（デジタル出力と兼用）
その他

入出力
パルス幅入力 ３２ビット８０ＭＨｚ

拡張入出力 通信方式 同期シリアル （ＳＰＩ　１０ＭＢＰＳ）

ＰＣ接続 通信方式 ＵＳＢ２．０ハイスピードモード

寸法・重量 １５０×１００×３０ｍｍ／２４０ｇ

消費電力 ＵＳＢバス電力 約１Ｗ（出力を除く）

付属品 信号接続用コネクタ（３個）、ＵＳＢｹｰﾌﾞﾙ（１本）

のデータ

拡張インターフェース用プロトタイプボード  PX-1200

Aproc-1 Plusの拡張入出力を使うと、任意の信号を入出力できる
ようになります。その際、このボードに実装された CPLD を利用する
と、ハードウェアの作成が容易です。データシートに記載したサンプ

ル 程度の複雑さであれば、ご購入時に のソースコ

ードを無料で提供できます。 詳細はご相談ください

ハードウェア構 成

主 な仕 様

関連製品

￥8,000

シグナルプロセッサ Aproc-2

入出力以外の機能・性能は Aproc-1 と同等です。

  価格改訂
￥24,000

システム開発用 フリーツール AprocS

プログラム作成 → シミュレーション → 実機運転 という

手順を、簡単な操作で効率よく実行します。 次ページの使用例を

ご覧ください。　Ｃ言語に似たスクリプトで、簡潔に処理内容を記述

できます。プログラム作成サービス（ 無料 ）を実施中です。

https://e-arima.com
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使 用 例

速度指令角度指令 シグナルプロセッサ
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　Aproc-1 Plusを使い、図のような
構成でサーボモータを制御します。

　　そのプログラムです。注 ）

５つの関数を使い、

たった７行でできあがり。

左辺のスペルが信号名に、

それ以外はパラメータ名に

なります。

proc
{
    Pc = Ain( 0, 0.2, 1 ); // 位置指令アナログ入力

pos = Cin( 0, 1/scaleIN ); // パルスカウント入力
 err = Pc - pos; // 誤差

acc = Kp * err - Vc; // 加速度の計算
acc = limit( Amax, -Amax, acc ); // 加速度制限
Vc = integral( acc, Vc, T, Vmax, -Vmax ); // 積分して速度指令
Aout( 0, 0, 1, Vc ); // 速度指令アナログ出力

}

　　角度指令 とモータ角度

から速度指令 を生成し

ます。速度や加速度を制限した

軌道を作っています。

赤い文字は信号名です。

スペルは任意です。

②

①

③

④
　シミュレーション注２ 　でパラメータを決めます

⑤

注２  シミュレーションするには入力信号 と位置信号 を

内部で生成する必要があります。上図では を矩形波

で与え、 は速度指令 の積分値としました。詳細は

ホーむページのサンプルプログラムをご覧ください。

　　ハードウェアを接続して上記プログラムを

運転することができます。下図は運転やシミ

ュレーションを実行するための画面です。

注１ このリストは AprocS1.92以降でコンパイル可能です


