
●dsPiC30を メインCPUに採用 高速30MiPS

●128× 64グラフィック表示LCD簡単グラフ描画

●プログラムローダ搭載、ボード単独開発可能

● DSP処理O dsPICの機能をマスターできる

●システム的なアプリケーション実験

● 1 2bitAD・ DAコントタでデジタル信号処理実験

システム的なアプリケーションに

MA280 dsPIC標 準評価ボードは

dsPICを メインCPUと した実験用の評価ボー ドです。

高速なDSPエ ンジン付きCPUを搭載し、グラフイックLCDを メイン画面として高い表

現力を確保しています。周辺は基本的な表示 0操作部に加え、12bitAD・ DAコ ンバータや高速

8bitDAコ ンバータを用意、サイン波発振器も搭載してDSP処理をサポートする充分なアナログ

回路が用意されています。開発環境ではプログラムローダ搭載でボード単体でのプログラミン

グが可能なほか、デバック装置を伴ってC言語による円滑な開発環境を得ることができます。

MA280は高速処理を生かしたシステム的なプログラム評価に対応します。

・12bit分解能 A/Dコ ンバータを3系統搭載
・1系統のA/DIま ボリュームで直流を印可
・2系統|ま 4Vp― pの交流信号を直接入力
・12bitの D/Aコ ンバータは2系統搭鐵
・D/Aの 1系統|ま 8bit高速信号出力

・非同期シリアルインタフェースは3系統
・USBに変換されPCに接続、00Mポート認識
。切替でRS2320と TTLレベルにも出力・通信モニタLED装備

。C30コ ンパイラを利用し、MPLAB― IDEで開発
・REAL― ICE(推奨)や ICDデバッカダイレクト接続

円滑なプログラミング
・プログラムローダを搭載 仙荷時)

開発装置不要で即プログラミング可能

。CPUに |まdsP1030F6012Aを採用
・動作クロックは120MHzク ロックによる30MIPS動 作
・ROM 144K,RAM 8K,EEPROM 4Kを搭載した

64ピンパッケージデバイス
・基板上にすべてのピンをIEニタできる

端子穴が設けられ、実験研究に重要な気配り

¨
・8bltモニタLED

・コマンドスイッチ 2個

・アナログ系入出力端子
・パルス系ポート端子
・OND端子 アナログOND端子

・128× 64ド ット
グラフィックLCD表示器

・バックライト照光
・専用LCDコ ントローラ装備
・簡単コマンド表示
・00M通信インタフェース

・シリアル伝送でコマンドによるドット/線/円/箱/文字等を描画
・グラフ描画は配列の転送だけで簡単にグラフ表示
・ビットマップフアイルの表示も可能 文字5× 7・ 7× 9

・高いコストパフォーマンス

・サイン波・方形波ジェネレータを搭載
・信号処理の発振源として利用可能
。500～ 1.5KHz連続可変・レベル調整可能

DSP処理の信号源はもちろん、ポートにパルス

信号を供給したりとして重宝します。

・OAN通信ポートを搭載
。MA280同 士を3線で複数つなぎ合わせ、
それぞれにメッセージを伝送可能

。MES260-CANシ リーズの表示器やユニット
を接続して制御可能

組込機器用のLANであるCAN通信|よ 容易な仕組みで
LANを体験できるため教育的にも大変効果的

・拡張1/0ポート。16bltポートを
フラットケーブルコネクタ出力

・MA233ユニバーサルボード使用で

簡単な実験回路をダイレクト接続

・2系統のPWM出カライン (前面端子)

・2系統のオープンコレクタの電力出カポート搭載
・+24VlA程 度の負荷をドライブできる
。直流モータや電球などの制御



PWMl出力

PWM2出力

電力出力1
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MA280の プログラミングはMPLAB上 でC言語のC30コ ンパイ

ラ(無償版有)を利用 して行います。REAL― ICE・ ICDの デバ

ッカをボー ドに直結できるため、これによリプログラミ

ングとデバック作業を円滑に行うことができます。

出荷状態ではコンパイルしたオブジェクトファイルをロ
ーダによリダウンロードすることもできます。MPLABと は

別の専用ローダプログラムから操作します。ローダ利用
の環境ではMA280単独で利用いただけます。デバッカの使

用でローダは消去されます。 (再供給はいたしません)
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IIA280は マイコンプログラミングにポイントを定めた評価
ボー ドです。高速なCPUと 余裕のあるメモリを生かして、

高度なプログラムを円滑に実現できます。DSP演算処理も

重視 し、アナログとの接点であるA/DoD/Aコ ンバータを複

数装備や、オンボー ドの発振器搭載など、信号処理、制御

処理をサポー トします。5Vの電圧系 もユーザインタフェー

スを容易にします。信号処理系は内部メモリのモニタが重

要で、グラフイックLCDはメモリのアナログ的表現を可能
にし、文字情報量も充分です。さらに容易な表示操作を行

うためにコマンド形式でのコントロールが可能です。
MA280は高度な組込機器の未来に対応できるスタートに最適

な評価ボードとして教育現場などで活躍が期待できます。
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dsPIC30F6012A

CPUク ロック 120MHz 30MIPS

プログラ

デノヾ MPLAB― ICD MPLAB―REALI

外部+5V-lA

グラフィックLCD

A/Dコ ンバータ

D/Aコ ンバータ 8bitパラレル アナログ

D/Aコ ンバータ2 12bit 2チ ャンネルD/Aコ ンバー

PWMコ型0/A D/Aコ ンバータ

の負荷を ドライブできる

LED・ スイッチ

リア RS232C― INF 9ピンメスコネクタ

ンタフェース シリアル変換型 USB2.0

テス ト信号

1/0 16bitポートダイレクト出力

CANイ ンタフェース

デバッ で使えなくなる)

ンタフェース ―パスフィ

オプション

周波数

ト

155×  125mm

示型 128× 64dot LEDバ ックライ ト付 非同期シリア

コンノヽ一タ ボリューム×1 入力 ×2

コンバータ ンピーダンス20K

115 mm M3ネ ジ

カタログ記載の仕様は予告ldlく変更になる可能性がこざいます。
最新の情報は弊社ホームページをご覧ください。

製品についての詳しい内容は・・・
(株)マイクロアプリケーションラボラトリー

〒211‐0053111崎市中原区上小田中6¨23-29

TEL:044-733‐ 2327  FAX:044… 711‐8609

ブザー マグネティックブザー

ユニノヽ一サルボー ド


