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型番：MMB-32MX REV1.00

320x240ドットTFT液晶搭載

PIC32MXマルチメディアボード

(C)2015 マイクロテクニカ

概要

PIC32MXマルチメディアボード(型式MMB-32MX、以下型式で記載)

は、320×240ドットのタッチパネル付きカラーTFT液晶やMP3デコー

ダIC、3軸加速度センサ、マイクロSDカードスロットなどを搭載したPIC

32MXマイコンマルチメディアボードです。

片手に収まる小さな基板にPIC32MX460F512Lを搭載。タッチパ

ネル液晶画面を用いた様々なアプリケーションのプラットフォームとし

てご使用頂けます。

加速度センサやマイクロSDカードスロット、MP3デーコーダなど豊

富な機能がワンボードに凝縮されています。

プログラムの書き込み用のUSB HIDブートローダー機能を採用。U

SBケーブルでパソコンと接続するだけで専用ソフトウエアからHEXフ

ァイルの書き換えができます。PICkit3用のICSP端子もありますが、US

B経由で簡単にプログラムを書き換えられるので実験やデバッグが効

率よく行えます。

プログラムの開発にはMMB-32MXと相性のよいCコンパイラ、mikro

C PRO for PIC32MXがおすすめです。またTFT液晶の各種コントロー

ルや画面描画、タッチ操作などのイベントに対応したコード作成など

は、Visual TFTというソフトウエアがおすすめです。Visual TFTとmikro

Cは協同して動作します。MMB-32MXをお買い上げのお客様には特別

価格でmikroC PRO for PIC32MX及びVisual TFTをご購入頂けるク

ーポンを差し上げています。

MMB-32MX本体

本体前面

本体裏面

パッケージの内容

■同梱物

・MMB-32MX本体

・マニュアル（本書、PDF形式）

USB HID mikroBootloaderのインストール

USB HID mikroBootloaderはUSB接続で簡単にHEXファイルを書き

込みできるソフトウエアです。MMB-32MXに搭載のPIC32MX460F5

12Lにはあらかじめブートローダーファームウエアが書き込まれていま

す。パソコンと接続すれば自動的にドライバーがインストールされます。

ファームウエア書き換えについてのご注意

PIC32MX460F512Lにはあらかじめブートローダーファムウエア

が書き込まれていますので、PICkit3などのマイコンライターでICSP

によりHEXファイルを書き込むと、ブートローダーファームウエアは

消去されます。ブートローダーファームウエアが消されると以後US

B HID mikroBootladerでは書き込みができなくなります。

なお、ブートローダーファームウエアはCD-ROMに収録されていま

すので、消してしまった場合にはICSP経由で書き込めば復旧させる

ことができます。

1 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入してエクス

プローラー等で内容を表示します。

2 "USB HID bootloader"フォルダを開きます。その中にある"setup.e

xe"を実行してください。

3 画面の指示に従いインストールしてください。

インストールが完了するとスタートメニュー及びデスクトップにアイ

コンが作成されます。
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電源の投入方法

電源は3系統用意されています。1つはUSBからのバスパワー給電、

2つ目は5Vピン(1)-GNDピン(2)間への+5V給電です。

■USBバスパワー給電

パソコンとMMB-32MXを接続します。

パソコンに初回接続時は、自動的にUSB HIDデバイスとして本機が

検出されデバイスドライバーのインストールが行われます。

■+5VピンとGNDピンへの給電

本体1ピン(+5Vピン)と2ピン(GND)間に+5Vの電源を接続します。

消費電流は周辺回路の使用状況、プログラムの内容等によって変動し

ますが、平均100mA～120mA程度になります。200mA以上は取り出

せる電源をご用意ください。

電源を接続します。

本機は3.3Vでも動作可能ですが、その場合には本機の25ピン(+3.3

V)とGND間に電源を接続して使用します。ただし3.3Vで使用するとTF

T液晶のバックライト輝度が低下します。できれば5V電源での使用をお

願い致します。

リチウムポリマーバッテリーについて

MMB-32MXには市販の3.7V、2000mAhのリチウムポリマーバッ

テリーを接続して充電、使用ができる回路が付いています。電源管

理用にMCP73832が搭載されています。本機のコネクタと接続し、

USBバスパワー経由で充電ができます。

しかしながらリチウムポリマーバッテリーは使い方を誤ったり、過充

電、端子間の短絡、バッテリーの劣化などにより爆発、発火などの危

険性があり本機の性質上基板がむきだしになっていることなどか

ら使用上の安全性が確保できないため当方では使用はできないこ

ととしております。

万が一本機にリチウムポリマーバッテリーを接続して使用したこと

により、怪我をしたり発火、火災、爆発などの事態が生じても当方や

メーカーは一切責任を持ちません。もしどうしてもリチウムポリマー

バッテリーを使用する場合には、バッテリーのリスクを理解し、あく

までもお客様の責任で使用されることが前提条件となります。その

旨ご理解のうえご使用くださるようお願いいたします。

マイクロテクニカでは本機の仕様として、リチウムポリマーバッテリ

ーの使用はできないものとさせて頂きます。

サンプルプログラムの動作について

MMB-32MXにはあらかじめ動作確認用のサンプルプログラムが書

き込まれています。サンプルプログラムではマイクロSDカードへのアク

セスによるMP3ファイルデーコード機能が体験できます。

サンプルプログラムは、TFT液晶の画面設計ができるソフトウエア、

Visual TFTと、PIC32用のCコンパイラ、mikroC PRO for PIC32MXに

て開発されています。

マイクロSDカードに保存されているMP3ファイルを再生するデモプ

ログラムです。次の方法でマイクロSDカードにMP3ファイルを保存して

ください。

・ファイルフォーマット：FAT16 (2GB程度のマイクロSDカード)

・MP3ファイル名： sound1.mp3

上記のファイルを保存したマイクロSDカードをMMB-32MXのマイク

ロSDカードスロットに挿入し、MMB-32MXのステレオミニジャックに

外部アンプ又はイヤホンを挿入してください。
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本体に電源を投入すると、黒い画面が表示され白文字で"Touch sle

cted corners for callibration"と表示され、右上に矢印が表示されま

す。まずはここをペンでタッチしてください。続いて左下に矢印が表示さ

れますのでペンでタッチしてください。2カ所をタッチすることでタッチ

パネルのキャリブレーションが実行されます。

続いて下図のような画面が表示され、正しくマイクロSDカードからM

P3ファイルのデータが読み取れるとすぐに再生されます。

"PLAY/STOP"ボタンを押すと、再生→停止、停止→再生を繰り返しま

す。"TOP"ボタンを押すと音楽ファイルが先頭から再生されます。

"5 FF>>"ボタンは5秒スキップ送りボタンです。

下の3つのボタンはそれぞれ秒数別のスキップ戻しボタンです。2秒、3

秒、5秒再生位置を戻します。

USB HID mikroBootloaderでHEXファイルを書き込む

MMB-32MXに搭載のPICマイコンにはあらかじめブートローダーフ

ァムウエアが書き込まれており、USB経由でHEXファイルの書き込みが

できます。パソコン側のソフトウエアは、mikroBootloaderという名称で

す。このmikroBootladerを使うにはちょっとしたコツがありますので下

記をお読みください。

■ブートローダーモードに入るタイミング

マイコンがブートローダーモードに入るタイミングは、リセットボタン

を押した直後から3秒間、又は本体に電源が投入された直後から3秒

間です。リセット直後又は本体電源投入直後から3秒間のみブートロー

ダーモードに入ることができます。これ以上の時間が経過するとブート

ローダーモードは終了し、書き込まれているユーザープログラムが動作

し始めます。

よって、HEXファイルの書き込みを行うには、このリセット直後又は電

源投入直後から3秒間にパソコン側のmikroBootloaderによって、ブー

トローダーモードで接続する操作が必要になります。

■mikroBootloaderの使い方

1 MMB-32MXのUSBポートをパソコンと接続します。

初回接続時は、デバイスドライバーのインストールが行われます。本

機はHIDデバイスとして検出され、特別デバイスドライバーを用意す

る必要はありません。自動的にドライバーがインストールされます。

※もしデバイスドライバーのインストールがうまくいかない場合に

はMMB-32MXをパソコンから再度脱着させてお試しください。

2 mikroBootloaderを起動します。

"Connect"ボタンをすぐに押せるようにマウスカーソルを"Connect"

ボタンの上に置いておきます。

すぐにクリックできるように

マウスカーソルを置いて準備する

3 MMB-32MXのリセットボタンを1回押します。

リセットボタンは、本機表面（LCDのある側）の上側にあります。

※裏面中央部にもあります。

4 リセット直後、mikroBootloaderの「1 Wait for USB link」のアイコ

ン部分が赤くなっていることを確認し、すぐに"Connect"ボタンを押

します。

マークが赤くなった

ことを確認して

↓

↓

"Connect"ボタンを

押す

なお、この時間は3秒間です。アイコンが赤くなったら3秒以内に"Co

nnect"ボタンを押してください。タイミングを逃すとブートローダー

モードには入れません。

正しくブートローダーモードに入れると"Connect"ボタンの表示が"

Disconnect"という表示になります。また「History Window」に"Con

nected."という表示が出て、USBデバイスマークアイコンが赤くなっ

たままになります。
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←アイコンが赤くなったまま

←ボタンの表示が"Disconnect"になる

"History Window"には"Connected"と表示される

ブートローダーモードに入れない場合～1～

USBアイコンが赤くならない場合には本機のデバイスドライバー

が正しくパソコンにインストールされていない可能性があります。

その場合には、一度USBポートから本機を外して、再度パソコン

に装着してみてください。うまくいかない場合には何度かお試しく

ださい。

ブートローダーモードに入れない場合～2～

本体のリセット、USBコネクタへの脱着を繰り返してもアイコン

が赤くならない場合には、Windowsのデバイスマネージャの反応

が遅いことが原因かもしれません。

次の方法でWindowsにデバイスを再認識させてブートローダーモ

ードに入れるかお試しください。

①MMB-32MXをパソコンのUSBポートから取り外します。

②Windowsのデバイスマネージャを起動します。

③"ハードウエア変更のスキャン"ボタンを1回押します。

→MMB-32MXが装着されていない状態をWindowsに認識させ

ます。

④MMB-32MXをパソコンのUSBポートに接続します。

⑤mikroBootladerのUSBアイコンが赤くなるか確認します。

→赤くならない場合には再度手順③の"ハードウエア変更のスキ

ャン"ボタンを1回押しUSBアイコンが赤くなるか確認します。

5 "Browse for HEX"ボタンを押して書き込みたいHEXファイルを選

択します。

6 "Begin uploading"ボタンを押すと書き込みが開始されます。

進捗状況がプログレスバーで表示されます。

7 書き込みが終わるとプログラムが走ります。

動作クロックは32MHzに設定します

mikroBootloaderで書き込むHEXファイルは、必ずクロック周波数

32MHz動作として作成してください。

MMB-32MXは外部発振子8MHzを源振として内部PLLで4逓倍

し、32MHzで動作しています。

よって各種コンパイラでプログラムを作る場合には32MHz動作

のプログラムとして作成してください。
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MMB-32MXの本体各部の概要とピン配置

本体表面 本体裏面

※④⑤はリチウムバッテリー用の部材のため使用しません。

本体ピン配置図
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①コネクションパッド

外部回路と接続する時に便利なPICマイコンの各ピンにアクセスできるパッドです。

本機の電源+5VとGNDを印加する場合には1ピンと2ピンを使います。

ピンの一般的な配置は本書4ページの「本体ピン配置図」をご覧ください。なおこの配置図に記載されているピンの機能はプログラムによって変え

ることもできますので、ここに記載のピン配置は最も使いやすい一例としてお考えください。

②320×240ドットタッチパネル付きTFT液晶ディスプレイ

262144色を表現できる解像度320×240ドットのTFT液晶です。タッチパネルは4線式抵抗膜方式でX+,X-,Y+,Y-の各線はPICマイコンと接続

されています。配線は下図の通りになっています。

使用されているTFT液晶ディスプレイはMULTI-INNO TECHNOLOGY社製の型式MI0283QT-9Aです。主な仕様は下記の通りです。

・8データライン、5制御ライン

・TFT液晶コントローラICはILI9341を搭載

・262K RGBカラー

・4線式抵抗膜方式タッチパネル搭載

mikroC PRO for PIC32MX並びにVisual TFTはデフォルトでMIO283QT-9Aをサポートしていますので、標準のライブラリで簡単に制御できます。

③USBミニBコネクタ

PICマイコンに直接接続されているUSBミニBコネクタです。本機の電源をパスパワー給電にて供給することができます。

ピンアサインは下記の通りです。

PIC側 USBコネクタ側

RG2 D+

RG3 D-

RF3 USB ID (on-the-go用)

Vbus VBUS (電圧監視)
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本コネクタは本機をUSBクライアントとしても使用できますが、miniB-typeAメスメーブルを別途ご用意頂くことでUSB OTG(on-the-go)のポー

トとしても使用できます。

PICのRF3ピンはUSB-IDとして割り当てるか、I/Oピンとして利用するかは面実装のジャンパーで設定できます。デフォルトではI/Oピンとして使用

するように設定されています。

⑥3.5mmヘッドフォン端子 / ⑩VS1053ステレオMP3デコーダIC

オーディオコーデックIC、VS1053と、3.5mmステレオジャックを搭載したオーディオ回路です。VS1053はMP3などのデコードに対応したオーディオ

コーデックICです。PICとはSPI通信で制御します。MMB-32MXにはマイクロSDカードスロット(⑮)も搭載されていますので、マイクロSDカードに保

存されたMP3ファイルを再生するプレイヤーアプリケーションも作成可能です。

ピンアサインは下記の通りです。回路構成は回路図ファイルをご参照ください。

PIC側 VS1053側 ヘッドフォン端子は3.5mmでVS1053のLEFT出力ピン、RIGHT出力ピンと10Ωの抵抗器を介して接続

RG15 CS されています。

RD9 RST

RD8 DREQ

RB8 BSYNC

RG6 SPI_SCK

RG7 SPI_MISO

RG8 SPI_MOSI
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⑧8Mビットシリアルフラッシュメモリー(M25P80)

M25P80はサイズ8Mビットの不揮発性RAMです。フラッシュメモリはブロック単位で書き込み及び消去が行われます。

制御はSPIで行います。最高で75MHzのクロックで動作する高速なメモリーです。

ピンアサインは下記の通りです。回路構成は回路図ファイルをご参照ください。

PIC側 M25P80側 M25P80のHOLD#ピン、W/P#ピンはそれぞれVcc(3.3V)と接続されています。

RG6 SCK

RG7 MISO

RG8 MOSI

RC2 CS#

⑨リセットボタン

本機のPICマイコンをリセットします。MCLRピンと接続されており、このボタンを押すとMCLRピンがGNDに接続されリセットがかかります。

mikroBootloaderのブートローダーモードに入る場合などに押します。

⑪PIC32MX460F512L / ⑬8MHz水晶発振子

本機のコントローラIC、PIC32MX460F512Lは1.56 DMIPS/MHz, 32bit MIPS M4Kコアを搭載した32ビットマイコンです。

512kBのプログラムメモリー、32kバイトのRAMを搭載しています。

本ボードでは外部に8MHzの水晶発振子を実装しており、PICのCLKO、CLKIピンと接続されています。コンフィギュレーションビットの設定によりこ

のクロックからUSB通信のためクロックを作れます。

またSOSCIピン(RC13、73ピン)と、SOSCOピン(RC14、74ピン)間にはPIC内蔵のRTCCモジュールを使うのに便利な32.768kHzの水晶発振子

が実装されています。

⑫3軸加速度センサー(ADXL345)

ADXL345はI2Cインターフェイスをもつ3軸加速度センサーです。高分解能（13ビット）の加速度計測が可能です。

デジタル出力データは16ビットの「2の補数フォーマット」です。クセスできます。

傾き計測をする重力の静的加速度計測や、動き及び衝撃、振動のような動的加速度も計測できます。傾き検出は1.0°以下の傾きを測定できます。

PIC側 ADXL345側 I2C信号線は10kΩの抵抗器でプルアップされています。

RA2 SCL

RA3 SDA
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ADXL345のI2Cアドレスは0又は1に設定できるよう、基板上に0Ωの面実装抵抗器が実装され

ています。

デフォルトでは"1"側にセットされています。

⑮マイクロSDカードスロット

マイクロSDカードが挿入できるスロットです。配線は下図の通りです。

PIC側 マイクロSDカードスロット側

RG8 MOSI

RG7 MISO

RG6 SCK

RG9 CS#

RF13 CD#

⑯⑰ICSPピン

MMB-32MXに搭載のPIC32MX460F512Lに外部ライターを使用してHEXファイルを書き込むためのICSPピンです。

書き込みに必要な信号線、PGC線・PGD線、Vppピン及びVcc(3.3V)、GNDが用意されています。ピンアサインは基板上にシルク印刷されています。

ICD3やPICKit3、当方で販売中のEPIC-950などのマイコンライターと接続します。

通常MMB-32MXではHEXファイルの書き込みはPIC32MX460F512Lにあらかじめ書き込まれたUSB HIDブートローダーによってUSB接続で行

うことができます。しかし直接HEXファイルを書き込みたい場合や、ブートローダーファムウエアを書き込みたい場合にこのピンをご使用ください。

ファームウエア書き換えについてのご注意

PIC32MX460F512Lにはあらかじめブートローダーファムウエアが書き込まれていますので、マイコンライターでICSPによりHEXファイルを書

き込むと、ブートローダーファームウエアは消去されます。ブートローダーファームウエアが消されると以後USB HID mikroBootladerでは書き込

みができなくなります。

ブートローダーファームウエアはCD-ROMに収録されていますので、消してしまった場合にはICSP経由で書き込めば復旧させることがきまです。
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外形寸法

主な仕様

電源電圧： USBバスパワー給電時 DC5V

外部給電DC5V又はDC3.3V

※推奨DC5V

消費電流： 動作時平均約100mA程度

給電方法： USBバスパワー又はピンからの給電

搭載MPU: PIC32MX460F512L

動作周波数： 8MHz外部クロック

USB規格： Ver.2.0対応

書き込み方式： USB HIDブートローダー

In-Circuit Serial Program (ICSP)

対応OS: WindowsVISTA/7/8.1 (32,64ビット)

生産国： セルビア

サポート情報

MMB-32MXのサポートを行っております。以下のいずれかの方法で

ご質問をお寄せください。

■FAX番号 03-3700-3548

■電子メール support@microtechnica.net

ご質問時には、できるだけ詳しくその内容をお書きください。例えば

パソコンのOS及び32ビット版か64ビット版か、エラーメッセージが表

示される場合には、その内容などをお知らせください。また必要に応じ

て画面キャプチャやデバイスマネージャのキャプチャを添付してくださ

い。なお、他社製品に関することや自作回路に関するご質問にはお答え

致しかねますのであらかじめご了承ください。

ソフトウエアはアップグレードされることがあります。アップグレード

されると対応デバイスが増えたりバグが修正されたりします。

アップグレードの情報などは当方のwebページにてお知らせ致しますの

で、定期的にご確認ください。

ソフトウエアについて

本製品はPIC32MX460F512Lが開発できるコンパイラであれば種

類を問わずご使用頂けますが、当方ではPIC32に対応したmikroC PR

O for PIC32MXをお奨めしております。ライブラリが豊富で、本ボード

の開発もライブラリを使うことで簡単にご使用頂けます。

また、TFT液晶の画面開発にはVisual TFTが便利です。

Visual TFTの体験版は最大7つのコンポーネントまで配置できます。

それ以外の機能は製品版と同様にお使い頂けます。8つ以上のコンポ

ーネントをスクリーンに配置する場合には製品版が必要になります。

mikroC PRO for PIC32MXの体験版は6144バイトまでのHEXファ

イルを生成できます。それ以外の機能は製品版と同様にお使い頂けま

す。上記より大きなサイズのHEXファイルを生成する規模のプログラム

を作る場合には製品版が必要となります。

（Visual TFTと組み合わせて使う場合、画面描画のプログラムやタッチ

パネル制御のプログラムが含まれるため体験版ではほぼ実用的なプ

ログラムを作ることはできません。）

本製品をお買い上げのお客様は特別価格にてVisual TFT並びにmik

roC PRO for PIC32MX（ファイルライセンス版のみ）をお買い上げ頂

けます。ご注文時に別紙のクーポンコードをオーダーフォームに記入頂

くことで特別価格になります。クーポンコードは別紙に記載されており

ます。

マイクロテクニカ

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-3-10

TEL: 03-3700-3535 FAX: 03-3700-3548
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