
●PiC24F・ PiC24H・ dsPiG33Fマ イコンの評価

●グラフィックLCD表示で多彩な表現

●DSPサポー ト各種インタフエース搭載

●イーサネットインタフエース搭載

●CAN通信・ USB・ RS232C通信インタフェース

MA230 16bit PICハイパフォーマンス評価ボー

ドは16bit PICマ イコンのパフォーマンスを徹

底検証できるよう設計された実験評価ボードで

す。16bit PICマ イコンの目玉はDSPエ ンジンを

搭載したdsPIC33F、 信号処理の出入日となるA/D、 D/Aコ ンバータとCODECチ ップにより、音声

処理、音声発生、制御系の帰還処理など信号処理に対応できるインタフェースを搭載していま

す。また、グラフイツクLCD表示ユニットは内部の信号処理データを豊かな表現力で表示しま

す。PIC24F O PIC24Hは 高速処理のPICマ イコンで強力な通信インタフェースがポイントです。

イーサネットLAN、 非同期シリアル、CAN通信インタフェースをボード上に搭載しています。さ

らにUSBに よるパソコンとの接続も考慮しています。外音6ポートはCPUよ り30bitのポートを開

放しており、加えて1lbitの TTLレ ベルのポートにより、キャラクタLCDも 接続することができ

ます。開発環境はMPLABと ICD・ REAL― ICEデバッカによる環境で、C30Cコ ンパイラによる効率

の良いプログラム開発が行えます。CPUユ ニットはdsPIC33 0 PIC24F・ PIC24Hデバイスを差し替

えて評価することができます。いずれも充分なメモリを搭載したデバイスで、信号処理や音声

発生などで大きな配列を取ることができます。

MA230は 16bit PICマ イコンの機能評価はもちろんのこと、信号処理の可能性の見極めや、プロ

グラム開発、信号処理教育用ボードとして利用いただけます。

●PiCマイコン   ||‐ | |‐ ■|
16bitシ リーズのPICマイコン

dsP1033F・ PIC24H・ PiC24Fを差し替

えて搭載可能。ハイパフォーマンス

な3種類の16bitPICを MA230上で評価
できます。

デバックは iCD・ REAL
―ICEに 対応し、MPLAB

上で円滑なプログラ

ム開発が可能です。

ICD

REAL― lCE

デバッカ接続

●辮 部●SID力■ド |■ |■
LED・ スイッチ・ブザー・ボリューム
などの操作部と信号入出力端子を基板手前に用意。

SD(MMC)カ ー ドインタフェースは拡張大規模メモリ。

SDカー ドインタフェース操作手順や、FATフ アイルシス

テムを詳しく解説したテキス トを用意。 (オプション)

●イ■サネツ|卜LANI‐ |■■■■‐

10Base―Tイーサネットを搭載。特定機器との

データ通信だけでなく、WEBへのホームペー

ジ発信やFTP転送、メール操作など高度な通

信をテス トすることができます。

●グラフイツク LCID■■■■■|

128x64dotの グラフィックLCD表示ユニ

ットを搭載。配列内のDSPデータを簡単
にグラフ画面表示できます。専用コン

トローラを使用し非同期シリアルによ

リコマンド形式で描画できます。

|●●ANIluSI日通信■■■ ■■‐

USBはFT232を使用したシリアル通信変換
型。(オプション)dSPIC33Fで はCAN通

信機能によりCANによる□―カルなLANを

構築できます。

● 00DECとアナログインタフ
=■

ス■

dsPiC33FのDCI機能を利用 して80DECよ

り音声アナログ信号を入出力すること

ができます。その他PIC A/Dに よる信号

入力、3/Aコ ンバータとPWMによる信号

出力ができます。



マイクロチップの16bit PICマ
イコンファミリはPIC16、 PIC18
マイコンとは違ったハイパフォ
ーマンスなマイコンです。この
マイコンが持つパワーを充分に

評価実験できるようにMA230は

高度な周辺インタフェースを搭
載しています。
dsPIC33FにおけるDSPを 実現す
るアナログ入力はCodecと A/Dコ
ンバータがあります。A/DはPIC
マイコン内蔵の10bit。 12bit

A/Dを 利用し、交流信号を直接
入力できるようになっています。
アナログ出力回路はCodecと PWM
出力、8bit D/Aコ ンバータの3

系統を用意しています。PWMで
は音声帯域の交流信号出力が可
能なフイルタがあり、D/A側に
も同様なフイルタを持っていま
す。内部のDSPデータ配夕1を モ
ニタすることはプログラミング
において大変重要であり、デバ

ックの大きな助けになります。
これを実現するのがグラフイッ
ク表示のLCDユニットです。
128x64dotの画面にプログラム
から容易にデータを表示させる
ことができます。グラフイツク
描画は専用のコントローラにて
非同期シリアルラインから描画

+5V電源

コマンドで指令できPIC側のプログラム負担を最小限にし
ています。PIC24(H)に おいてはイーサネット通信をメイン

とするネットワーク環境を用意しています。CANを 含む新
しいLAN環境でのマイコンプログラムを実験できます。他
にも音声の発生、EEPROM・ MMCカ ー ドヘのデータ記録、汎

TTL拡張

RS232Cり F同期シリアル lF

CAN IF   USB IF  ■‐‐ ・|■ |  : `|

イーサネットIF

MPLAB― lCD

REAL― ICE

デバッカ IF

ブザー

拡張1/01F

8bit D/A
コンバータ

8bit LED表 示

スイッチ A/D入力端子    ＼  信号入出力端子

電圧発生ボリユーム  温度センサ

用的な16bit PICマ イコンのプログラム開発が可能です。
非同期シリアル通信はRS232Cレ ベルでの出力はもちろんのこと、
USBイ ンタフェース回路も用意しFT232に よるシリアル変換にて接
続できます。プログラム開発はICDや REAL ICEデ バッカをボー ドに
ダイレクト接続することで開発環境が容易に得 られます。パソコ
ンからMPLAB統合開発環境 (無償)に よリアセンブラ、C言語での
プログラムを制作し、MA230上 のPICマ イコンにダウンロー ドして

実行、デバックができます。Cコ ンパイラはC30コ ンパイラが無償
提供されています。DSPプ ログラム開発ではDSPワ ークスやフイル
タデザインなどの補助プログラムが必要です。

Codec

MIC入力

スピーカ
出力

SD o MMC

カー ドlF

PIC24F」 1280A010-1/PF 10-1/PF・ dsPIC33F」 256CP710-1/PF

CPUク ロック 8MHzク リスタル・ dsPIC33F o PIC24H==40MIPS  PIC24=16MIPS

デバ ダイレク

1/0 30bitl/0入 出カ ポー ト直出力3.3V 34Pフ ―ブルコネクタ

電源・外形 法 155x180mm 固定穴寸法 145x170mtt M3ネ ジ

グラフィックLCD グラフィック表示型 128x64dot LEDバッ シリアル伝送による

キャラクタLCD オプシ∃ン TTLレベル出力

LED ・スイッチ 8bit LED表 示器 (赤色 ) 高寿命タクトスイッチ

A/Dコ ンバータ ボリューム xl AD/DC入力切替

A/Dコ ンバータ インピーダンス20KΩ 程度

ンサ LM35温度センサ 10mV/℃  (A/Dポー

D/Aコ ンバータ 8bitバラレル アナログ ンタフェース ―バスフィルタ付き fc=4KHz
シリアリレEEPROM 25LC256 SPI通信制御型

非同期シリアル通信 RS232C― INF 9ピンメスコ SD・ RDoRS・ CS

ンタフェース FTDIシ リフフリレ変換型  FT232BM USB2.0(RS232Cと 切替で使用)

SDカー ド MMC o SDカ ー ドインタフェー

イーサネットLAN ENC28」 60  SPI 10Base―T モニタLED

ンタフェース MCP2551ド ライノヾ

Oodecイ ンタフェース

PWMコ望D/A

ソケットタイプ クリスタリ

コントローラ

12S(AC97)オーデ ンタフェース コンデンサMIC スピー

ン・マイク入カインピーダンス 20KΩ (ゲイ〕 可)ライン出カインピーダンス 6000 スピーカ出カインピーダンス 600
PWM出力によるD/Aコ ンバータ 出力□―パスフィ

発音体型 マグネティックブザー

(株)マイクロアプリケーションラボラトリー

〒211¨ 0053川崎市中原区上小田中6‐23…29

TEL:044‐ 733…2327  FAX:044… 711…8609

fc==33Hz・ fc==5KHz

製品についての詳しい内容は・・・
ブザー


