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PICD-F1000ユーザーズガイド

型番：PICD-F1000 REV.3.00

USB2.0対応 高速プログラマ搭載

面実装PIC24/dsPIC33/PIC32MXシリーズ対応

開発用統合評価ボード

取扱説明書

お使いになる前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

(C)2013 マイクロテクニカ

ボード本体

製品の概要

面実装PIC24/dsPIC33/PIC32MXシリーズ対応、開発用統合評価

ボード(型番:PICD-F1000、以下型式で記載)は、ボード上にUSB2.0

対応のマイコンライターを搭載し、最新の16ビットマイコン、PIC24シ

リーズ及びDSP機能を搭載したdsPIC33シリーズ、32ビットマイコン、

PIC32MXシリーズに対応した統合開発ボードです。

PIC24及びdsPIC33、PIC32MXシリーズは高機能、RAMやフラッシ

ュメモリーの大容量化、高速動作を実現したPICマイコンシリーズで、

多品種展開されています。本ボードは、これらのPICのうち、より高機能

かつI/Oピン数の多い面実装タイプを手軽に使えるように開発された

開発用の統合評価ボードです。

ボード上に搭載のUSB接続マイコンライターは、多くのデバイスに対

応しており、基板上に装着したマイコンにプログラムを書き込みできま

す。USBバスから電源を取りますので、別途電源を準備する必要があり

ません。

ボードに搭載されている各周辺回路に接続されているピンは周辺回

路に接続して利用するか又は周辺回路には接続しないで使用するかを

ディップスイッチやジャンパーソケットで選択できます。また全I/Oピン

はボードに実装されているヘッダピンから取り出すことができます。ま

た、本セットには6KワードまでのHEXファイルが生成できるICD機能付

きの体験版Cコンパイラーを付属。本書にはチュートリアルも収録され

ているので、すぐに16ビットマイコン、32ビットマイコンの世界を体験

できます。

パッケージの内容

■同梱物

・PICD-F1000ボード本体

・EasyTFT(320x240ドットカラーTFT液晶ディスプレイ)

・USBケーブル

・CD-ROM

・マニュアル（本書）

※MCUカード(マイコンが装着されたボード)は本体には付属しており

ません。別途使用するカードをご購入ください。

ドライバのインストール及びパソコンとの接続

■デバイスドライバーのインストール

PICD-F1000をパソコンと接続する前に、デバイスドライバーをパ

ソコンにインストールします。

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 Programmer Software"のフォルダを開きます。

3 "Driver"フォルダを開きます。

4 OSごとにフォルダがあります。ご使用のパソコンのOSにあったフォ

ルダを開きます。

5 開くと実行ファイル、"USB18PRG～.exe"がありますので、右クリッ

クしてメニューを表示させます。メニューから「管理者として実行」

クリックしてインストーラーを実行します。

6 実行するとダイアログが表示されますので、そのまま"次へ"をクリッ

クして続行します。

7 ドライバーのインストールが開始されます。

下記のような警告ダイアログが表示された場合には、"このドライバ

ソフトウエアをインストールします"をクリックして続行してくださ

い。
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下図のようなメッセージが表示された場合には、"インストール"ボ

タンを押してください。

8 インストール作業が完了すると、下図のような画面になりますので、

"完了"ボタンを押してインストールを完了します。

この時、"状態"のボックスに「使用できます」と表示されていること

をご確認下さい。エラーが表示された場合には、ご使用OSの種類

と、実行したデバイスドライバーの種類が一致しているかご確認下

さい。

■パソコンと接続する

パソコンのUSBポートにPICD-F1000を接続します。

1 PICD-F1000の電源スイッチをONにします。

また、電源をUSBのバスパワーより給電しますので、"POWER SUP

PLY"のジャンパー"USB"側にソケットを装着してください。

"USB"側にセット

"ON"側にセット

2 USBケーブルで、パソコンのUSBポートと、PICD-F1000を接続し

ます。

USBポートにケーブルを装着します。

3 接続が完了したら、本体左上の"ON"LED(緑LED)が点灯することを

確認してください。

PICD-F1000がパソコンに正しく認識されるとUSBポート下にあ

る"LINK"LED(黄LED)が点灯します。

"LINK"LEDの点灯を確認してください。

"LINK"LEDが点灯しない場合には、本機が正しくパソコンに認識さ

れておらずマイコンライターの機能などを使用することができませ

ん。点灯しない場合には再度デバイスドライバーのインストールが

正しいかご確認ください。

またUSBポートを別のポートにしたりUSBハブを使用しないで接続

するなど接続方法を変えてお試し下さい。

※USBハブ接続時などでは十分な電流をUSBバスパワーから取り

出すことができず本体の動作や認識が不安定になることがありま

す。

WIndows7/8.1/10環境でご使用のお客様へ

ユーザーアカウント制御無効設定のお願い

忘れずに設定してください！！

Windows7、8、10環境で、PICD-700SXをご使用の場合、Windows

に搭載されたユーザーアカウント制御(UAC)機能がUSBポートへのア

クセスを拒否することにより、下図のようなエラーメッセージが表示さ

れて、書き込みができないという現象を確認しています。

この現象は、Windowsにおいて標準で有効になっているユーザーアカ

ウント制御機能を無効に設定することで回避できます。下記の方法で

設定を変更して頂けますようお願い致します。
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■Windows7のユーザーアカウント制御を無効に設定する

1 コントロールパネルを表示します。

2 コントロールパネルから"ユーザーアカウントと家族のための安全

設定"をクリックします。

3 "ユーザーアカウント"をクリックします。

4 "ユーザーアカウント制御設定の変更"をクリックします。

5 画面に表示されるスライドバーを一番下の"通知しない"に設定しま

す。

6 "OK"ボタンを押して完了します。パソコンを再起動します。

■Windows8.1、10のユーザーアカウント制御を無効に設定する

1 キーボードのWindowsキーと"X"キーを同時に押します。

2 メニューが表示されたら、"P"キーを押します。

3 コントロールパネルから"ユーザーアカウント"をクリックします。さ

らにもう一度、"ユーザーアカウント"をクリックします。

4 "ユーザーアカウント制御設定の変更"をクリックします。

5 画面に表示されるスライドバーを一番下の"通知しない"に設定しま

す。

6 "OK"ボタンを押して完了します。パソコンを再起動します。

ソフトウエアのインストール

PICマイコンの開発に必要なソフトウエアをインストールします。

CD-ROMをパソコンに挿入し下記の手順でインストールしてください。

■PICプログラマソフトウエア(mikroProg Suite)のインストール

PICへプログラムを書き込む際に使用するプログラマソフトウエア、

mikroProg Suiteをインストールします。

1 CD-ROM内を開き、"USB Programmer Software"内にある"SETU

P.EXE"をダブルクリックして実行します。ダイアログが表示された

ら、"Next"をクリックして続行します。

2 次の画面では、"I accept the terms of the License Agreement"

にチェックを入れて、"Next"をクリックします。

3 次のダイアログでは、"Install for All Users"にチェックを入れて続

行します。

4 インストールディレクトリは標準ままインストールをしてください。

変更すると、mikroCコンパイラと連動動作しなくなることがありま

す。（インストールディレクトリを変更する場合には、インストールし

たディレクトリを控えておいてください。）

インストールが完了したら、"Finish"を押して終了します。

■mikroC PROコンパイラー（体験版）のインストール

CD-ROMには、PIC24及びdsPIC30/33用の16ビットPICシリーズ

用のCコンパイラー、mikroC PRO for dsPICと、PIC32MXマイコン用

の32ビットPIC用mikroC PRO for PIC32の2つのCコンパイラが収録

されています。mikroCは、豊富な組込関数を搭載している他、分かりや

すいインターフェイスで初心者の方でもすぐに使えるPIC用のCコンパ

イラーです。

本PICD-F1000には、生成できるHEXファイルのコードが6kワード

までにサイズ制限されている体験版が収録されています。体験版と言

えども、コードサイズに制限がある以外は製品版と同等の機能が利用

できます。

利用した後、気に入った場合には、コードサイズに制限のない製品版

を当方からPICD-F1000お買上のお客様特別価格（販売価格の10%

引き）にてお買い求め頂けます。なお本書に記載のチュートリアルはす

べて本mikroCでの開発例を掲載しております。

なお、mikroCを使用しない場合には、インストールしなくてもかまいま

せん。

1 CD-ROM内の"Cコンパイラー"フォルダを開きます。まず16ビット

用から、続いて32ビット用とインストールします。

フォルダ内のEXEファイルをダブルクリックして実行します。

"Next"をクリックして続行します。

2 "License Agreement"のダイアログが表示されたら内容をよくご確

認の上、同意する場合には"I accept the terms in the License

Agreement"にチェックを入れて、"Next"クリックして続行します。な

お同意しないとインストールは続行できません。

3 次の画面では、"Install For All Users(recommended")にチェック

を入れて、"Next>"ボタンを押して続行します。

4 インストールするソフトウエアコンポーネントを選択します。

3つすべての項目にチェックが入っていることを確認します。

（CompilerとHelp Filesはグレーアウトしていますが、そのまま続行

してください。）

"Next"ボタンを押してください。

5 インストールディレクトリを選択します。

通常はそのままの設定でかまいませんが、変更する場合には、"Bro

wse"ボタンをクリックして、インストール場所を指定してください。

なお、インストール場所にサンプルプログラムなどもインストールさ

れますので、インストールした場所はメモを取るなどして覚えておい

てください。

※ディレクトリ名に日本語や2バイト文字が含まれないようにしてく

ださい。

設定が完了したら、"Install"ボタンをクリックします。

→インストールが開始されます。
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6 インストールが完了すると、"Finish"ボタンが表示されますので、ク

リックしてインストールを完了します。

引き続き、下図のようなメッセージが表示されますので、"いいえ"を

クリックします。

さらに下図のような"Do you want to install mikroProg Suite dr

ivers?"というメッセージが表示された場合には、"いいえ"をクリッ

クします。

7 これで、ソフトウエアのインストールは完了です。

再度手順1に戻って、mikroC PRO for PIC32の32ビットPIC用を

インストールしてください。

■TFT液晶開発用ソフトウエア VisualTFTのインストール

本ボードには320×240ドットの262kカラーのTFT液晶ディスプレ

イが標準で装着されています。タッチパネル付きですので、さまざまな

アプリケーション開発にこの液晶を利用できます。しかしながらTFT液

晶の駆動や、プログラム開発はなかなか手間がかかりコードサイズも

大きくなり大変です。そこで、このTFT液晶のアプリケーション開発をサ

ポートしてくれるソフトウエア、Visual TFTを使います。このソフトウエ

アは単体で動作するわけではなく、mikroC PRO for PIC32などのmikr

oCと連動させて使うことで、液晶ディスプレイを使ったアプリケーショ

ン開発を大幅に支援してくれるソフトウエアです。

画面の構成やボタン、文字列、チェックボックスなどのさまざまなデ

ザイン、イベントコードの設定などが可能で、コードはmikroCで書くこと

ができます。

本Visual TFTは体験版ですので開発できるコードサイズに制限があ

りますが、体験するには十分です。もしより大きなプログラムを作る場

合には製品版を購入することも可能です。（生成できるコードサイズは

Visual TFT体験版によるものと、mikroC体験版による2つの制限をう

けることになります。）

本マニュアルでは、チュートリアルでVisual TFTを使ったプログラム

開発例を紹介しているため、ここでVisual TFTをインストールしておき

ます。（TFT液晶をmikroCで開発する計画がない場合にはインストール

する必要はありません。）

1 CD-ROM内のVisual TFT"フォルダ内にある"SETUP.EXE"をダブ

ルクリックして実行します。インストーラーが起動しますので、"Next"

をクリックして続行します。

2 ライセンス許諾画面が表示されますので、同意される場合には、

"I accept the terms in the License Agreement"の方にチェック

を入れて、"Next"ボタンをクリックします。

3 次の画面はそのまま"Next"をクリックします。

4 インストールするディレクトリを指定します。通常は設定を変えずに

デフォルト設定でインストールしてください。もし変更が必要な場合

には、"Browse"ボタンを押してディレクトリを変更してください。

"Install"ボタンを押すとインストールが開始されます。

5 インストールが完了したら"Finish"ボタンを押して完了します。
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MCUカードの装着

PICD-F1000で使用するデバイスはすべて面実装タイプのため、ボ

ードへの脱着がしやすいようにカードタイプになっています。MCUカー

ドにはPICマイコンと外部発振子（水晶発振子）と電源用のパスコンが

配置されています。2.54mmピッチに変換された形状になっており、全ピ

ンが取り出せますので、本ボードに装着して使用する以外でもブレッド

ボードで使うなど応用が可能です。

PICD-F1000を使うには目的に応じたMCUカードをソケットに装着

する必要があります。使い始める前にまずはMCUカードを装着してくだ

さい。装着方向がありますので間違えないように下記手順に参考にし

て装着してください。

1 PICD-F1000本体の電源を切断してください。

2 MCUカードの両脇を持ち、PICD-F1000のソケットの上からまっす

ぐ下に下ろしてソケットの上に乗せます。

この時、MCUカードの凸部と、PICD-F1000のシルク印刷の凸部が

同じ方向になるようにして装着してください。

この部分が一致するように

してください。

3 上からまっすぐ垂直下方向に押してソケットにMCUカードをしっか

りと差し込みます。

取り外すときはボードを押さえながらMCUカードをまっすぐ垂直上

方向に引き上げます。この時MCUカードが斜めになってしまうとピ

ンが曲がってしまいますので十分注意して下さい。

しっかり装着してください！！

MCUカードは、ヘッダピンの金色ピン部分が見えなくなるまでしっ

かりとソケットに差し込んでください。差し込み不良による接点不良

があると正しい動作をしなくなります。

MPLAB-ICD3を使用する場合

PICD-F1000には、マイクロチップ社純正のMPLAB-ICD3を接続

するための6ピンモジュラーコネクターが付いています。ここにMPLAB

-ICD3を接続することでPICD-F1000をターゲットボードとして使用

することができます。

モジュラーケーブルはMPLAB-ICD3に付属の物をご使用ください。ご

使用に当たっては次のように電源に関する注意事項がありますので必

ずご確認ください。

■MPLAB-ICD3の設定

MPLAB-ICD3のVddピンはPICD-F1000のVddと接続されていま

すが、MPLAB-ICD3側からPICD-F1000の電源を供給することはで

きません。（MPLAB-ICD3から取り出せる容量を超過します。）

MPLAB-ICD3を接続する場合は、電源の設定及びMPLAB-ICD3の

電源設定を下記のように設定してください。接続及び設定を誤ると、機

器が故障する原因となります。

・PICD-F1000の電源は必ずACアダプタにて外部電源から給電する

・PICD-F1000のマイコンライター部のUSBはパソコンと接続しない

・PICD-F1000のUSBライター機能は使用しない

・MPLABで電源の設定を、"Target has own power supply"にする

→ターゲットボードの自己給電設定

MPLAB-ICD3を使用する場合には、絶対にPICD-F1000に搭載の

USBライター機能は使用しないでください。
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PICD-F1000の各部の説明

⑱実験用イーサネットコネクタ

①ACアダプタジャック電源選択ジャンパ ③オンボードUSBライター部 ⑯実験用MP3デコーダ/音声IN/OUT

②給電方法選択ジャンパー ⑮拡張用mikroBUS

⑭リセットスイッチ

⑬ﾏｲｸﾛSDｽﾛｯﾄ

④温度センサIC用ピン

⑲ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘとEEPROM ⑰ADｺﾝﾊﾞｰﾀ用ﾎﾞﾘｭｰﾑ

⑤USB-UARTポート ⑫MCUカードソケット

2系統

⑩320x240ドットTFT液晶

⑥実験用USBホストポート

⑪ジョイスティック

⑦実験用USBポート

⑧MPLAB-ICD3ジャック

⑨実験用CAN端子

⑧実験用圧電ブザー

⑨各ポート毎I/Oピン取り出しヘッダピン

及びタクトスイッチ、状態表示LED、

プルアップ/ダウン設定ディップスイッチ群

①ACアダプタジャック及び電源選択ジャンパ

PICD-F1000の電源をACアダプタから給電する場合には、このジャ

ックにDC9V出力で2.1φのACアダプタを接続します。センター極性

は問いません。電流は500mA以上を取り出せる安定化されたものを

使用してください。

※給電方法については、②のジャンパー設定が必要です。

②給電方法選択ジャンパー

PICD-F1000への給電方法を選択します。USBパスパワーから給

電するのか、ACアダプタより給電するのかをJ9ジャンパーで設定し

ます。

③オンボードUSBライター、USBコネクタ

オンボードUSB2.0マイコンライター部です。

パソコン本体のUSBポートに接続します。mikroCと組み合わせること

で、ICD機能を実現することができます。

USBデバイスとして正しくパソコンに認識されると、USBコネクタす

ぐ下の"USB LINK"のLEDが点灯します。

④温度センサIC用ピン

ワンワイヤ通信方式を採用したマキシム社のデジタル温度センサIC、

DS18S20及びアナログ信号出力タイプの温度センサIC、LM35を接

続するためのコネクタです。

DS18S20は非常にシンプルな構成で-55℃～125℃までを計測で

き、信号はデジタル信号として出力されます。インターフェイスはワン

ワイヤーI/Fを採用しています。
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データ信号線DQ端子は4.7kΩの抵抗器でプルアップされており、S

W11のディップスイッチ3番スイッチにてPICのRA0と接続するかど

うかを設定できます。ソケットにDS18S20を装着する際には、極性

を間違えないようにご注意ください。

LM35は出力電圧が、摂氏(℃)温度にリニアに比例する高精度のア

ナログ電圧出力タイプの温度センサICです。温度検出範囲は－55℃

～＋150℃まで可能です。部品の入手がしやすいという利点もあり

ます。

LM35の電圧出力ピンは220Ωの抵抗器を介してSW11の4番スイッ

チと接続されています。このスイッチのON/OFFでPICのRB0へ接続

するかどうかを設定できます。PICからはADコンバータでこの電圧を

読み取って温度データに変換します。詳しくはLM35のデータシート

をご覧下さい。

⑤USB-UARTポート2系統

FT232RLを搭載したUART信号をUSB通信可能にする、USB-UAR

Tポート2系統です。PICマイコンのUART通信信号をパソコンのUSB

ポートに接続してパソコン側からは仮想COMポート経由で従来のR

S232C同様にアクセスできます。

FT232RLは、FTDI社の有名なUSB信号とUART信号をブリッジする

ワンチップ変換ICです。FT232RLのUSBポートをパソコンと接続す

ると、パソコンに仮想COMポートが作られます。一方、FT232RLのU

ART側ピンは、通常のRS232CなどのUARTと同様、TX線、RX線とい

ったピンが用意されています。これによって、ユーザーはUSBの専門

知識を意識することなくUART信号を、USB端子経由でパソコンと送

受信できます。パソコン側は仮想COMポートが作られていますので、

RS232Cポートを開くのと同様、汎用的なシリアルターミナルソフト

でポートをオープンすることで、通信が可能となります。

RS232Cポート搭載のパソコンが減る中、マイコンがパソコンと通

信する場合は多く、そのインターフェイスはUSBに移行してきていま

す。しかし、USBインターフェイスは複雑なプロトコルの中で動作して

いるため、プログラムもそれなりに複雑になり、USB通信の専門知識

も必要となります。mikroCなどのCコンパイラでもUSB通信を行うた

めの各種組込関数を搭載しており、PICマイコンから直接USB通信

をすることもできますが、リソースがUSB通信に使われてしまい、他

の処理が出来なくなるなどの問題もあります。FT232RLのようなワ

ンチップUSB-UART変換ICを使うことで、従来のUART通信と同じ

要領でUSB経由でのパソコンとの通信ができますので、様々な場面

で使用されています。

本PICD-F1000ボードでは、マイコンとFT232RLとの接続はRX線

とTX線の2線のみとなり、ハードウエアフロー制御には対応していま

せん。

PICD-F1000には2系統のポートAとBがありそれぞれ配線が異な

っています。

ポートAは、ディップスイッチSW12の1番ピンでTX信号、2番ピンでR

X信号をそれぞれPICマイコンのRF5及びRF4と接続するかどうかを

指定できます。

ポートBは、SW12の3番ピンと5番ピンがTX信号でそれぞれRF13又

はRF3と接続できます。

SW12の4番ピンと6番ピンはRX信号でそれぞれRF12又はRF2と接

続できます。使用するPICマイコンに応じてハードウエアUARTのピン

が割り当てられているピンが異なりますのでここで適宜スイッチを設

定してPICマイコンに信号線を接続します。

なおUARTを使用しない時には必ずスイッチはすべてOFF位置にして

ください。また本ポートを使用するには、デバイスドライバーと仮想C

OMポートドライバーのインストールが必要です。

ドライバは、CD-ROM内の"FT232Rドライバー"フォルダに入ってい

ます。パソコンに接続した後、デバイスドライバーを要求されたら、こ

のフォルダを指定してインストールしてご使用ください。なお、ドライ

バーインストールはチップ本体のドライバーと、仮想COMポートドラ

イバーとで2回行われます。

新たに作成された仮想COMポートのポート番号は、デバイスマネー

ジャで調べることができます。
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⑥実験用USBホストポート(TypeA)

PICマイコンに搭載のUSBホスト機能の実験に使用するたのUSBホ

ストポートです。USBホスト機能搭載のマイコンを使ってUSBキーボ

ードなどのHIDデバイスや、USBストレージクラスのUSBメモリーな

どを接続した実験ができます。

USBホストはターゲットデバイスに対して+5Vの電源を供給します。

その制御をディストリビューションスイッチICのTPS2041Bが行って

います。USBデバイスに対して+5Vの電源を供給するかどうかの設

定をPICマイコンのRB5で指定できます。ディップスイッチSW14の7

番スイッチをONにすると、RB5とTPS2041BのENピンが接続され

ます。このピンをLレベルにすると+5Vの電源がUSBデバイス側に供

給されます。Hレベルで供給を遮断できます。過電流が流れた場合に

は"OC"と記載されたLEDが点灯して注意を促します。

USBホストポートを使用する場合には必ず設定をしてターゲットデ

バイスに対して電源を供給するかどうかを設定してください。

USB-VBUSはUSBターゲットデバイスが接続されたかどうかを認

識するラインです。

⑦実験用USBポート（クライアントTypeB）

USB実験用のポートです。PICマイコンをUSBデバイスとして動作さ

せる実験等に使用できます。

USBホスト機器からのバスパワーはUSB-VBUSラインと接続され

てUSB機器検出のために使用されますが、PICD-F1000の電源供

給には使用されません。あくまでもホストへの接続検出用です。

⑨実験用CAN端子

CAN通信を行うための信号線、CANHとCANLがそれぞれ接続され

た端子台が設置されています。

CANコントローラには、SN65HVD230が接続されており、RXピン及

びTXピンは、ディップスイッチSW12の7番、8番スイッチを介して、

RG1とRG0にそれぞれ接続されるようになっています。

端子台を使うときには、ねじを緩めた後にツイストケーブルの芯線を

挿入し、ねじで固定してください。

SN65HVD230は3.3V電源系で使用できるCANのトランシーバーIC

です。

⑭圧電ブザー

実験用の圧電ブザーです。NPN型トランジスタによってマイコンの出

力が増幅されて圧電ブザーを駆動します。

SW14の8番スイッチを介してRD3と接続することができます。

圧電ブザーは、そのままではスピーカーですので、電圧を印加しても

音は聞こえません。主に20Hz～20KHzまでの可聴域の周波数内で

発振波形を印加することで、音として聞こえます。
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⑨各ポート毎I/Oピン取り出しヘッダピン

タクトスイッチ、状態表示LED、プルアップダウン設定スイッチ群

■状態表示LED

各ビットの状態を表示できるLED群です。

該当のピンがHレベルになると点灯します。本製品で使用されている

LEDの順方向電流は、1mAです。抵抗器を通してマイコンのピンと接

続されています。

LEDのカソード側をGNDと接続するかどうかを、ディップスイッチSW

15によってポート単位の上位ビット下位ビットで設定できます。

基板上にスイッチ横のシルク印刷に、どのポートのスイッチかが記載

されています。

SW15の設定でLEDへの配線を接続しておくと該当ピンのHレベルの

場合、LED側に電流が流れ点灯します。よって、別の回路等と接続し

ている場合、LEDに電流が流れることでHレベル時の電圧が低下する

ことがあります。LEDを使用しない場合や、ピンに外部回路を接続す

る場合にはスイッチをOFFにしておくことが推奨されます。

※LEDには回路構成やPICマイコンの設定などにより点灯しないも

のや、PICマイコンのピンをHレベルにしていなくても薄く点灯してい

る場合があります。これはボード内での回路の引き回し等によって電

流が流れている場合で、特に異常ではありません。

■プルアップ/ダウン設定スイッチ

全ピンには個別に4.7kΩの抵抗器でプルアップするか、プルダウン

するを設定できるディップスイッチが搭載されています。各ポート毎

のLED、タクトスイッチが付いている部分にあるスイッチがそれに該

当します。

スイッチ上部にシルク印刷されているピンの部分のスイッチを上位

置にするとプルアップ状態に、下位置にするとプルダウン状態にりな

す。

←上位置でプルアップ

←中位置で抵抗と接続されず

←下位置でプルダウン

この設定は、タクトスイッチを押したときの状態を決めるのに大変重

要になります。通常タクトスイッチを使用しない場合など、理由がな

い限りプルアップ/ダウンはせずスイッチを中位置にしておきます。

■タクトスイッチ

アクティブHigh又はアクティブLowが選択可能なタクトスイッチ群で

す。

タクトスイッチを押した時に該当ピンの状態をLレベルにするアクテ

ィブロー論理にするか、押した時にピン状態をHレベルにするアクテ

ィブハイ論理にするかは、各ピンのプルアップ/ダウンができる設定

スイッチと、SW10の"BUTTON PRESS LEVEL"と記載されたディ

ップスイッチの組み合わせで設定を行います。

SW10は各ポート単位で、タクトスイッチを押した時Hレベルにする

か、Lレベルにするかを設定できます。

←上位置でHレベル(VCC)

←下位置でLレベル(GND)

スイッチ論理の組み合わせ例について下図で紹介します。

押下時VCCと接続設定

定常時プルダウン

上図は模式的にRF3について描かれた図です。SW10は"PORTF"に

ついてはボタン押下時の状態をH(VCC)側に設定しておきます。

一方のピン毎に設定できるプルアップ/ダウンスイッチは、プルダウ

ン側に設定しておきます。

この設定の組み合わせの場合、RF3はスイッチを押さないときはLレ

ベルに固定されています。タクトスイッチを押すと、Hレベルになりま

す。この状態をアクティブハイと呼びます。回路図を書くと下のように

なります。

逆に定常時はHレベルで、スイッチを押したときにLレベル(GNDと接

続)にしたい場合（アクティブロー）には、SW10を下位置のGND側に

設定し、プルアップ/ダウン設定のディップスイッチを上位置のプル

アップ側にすればよいことになります。

なおこの2つの関係が正しく設定されていないとスイッチを押した時

に正しくプログラムで1・0の判定ができませんのでご注意ください。
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SW10の両隣にあるジャンパーソケットJ6とJ7は、短絡防止用の

抵抗器を有効にするか無効にするかを設定するピンです。

例えばPICマイコンがHレベルの出力（≒Vcc）を出しているとき、誤っ

てGNDに接続されるタクトスイッチを押した場合、PICマイコンから

大きな電流が流れてしまい場合によってはPICマイコンを破損させて

しまいます。このJ6及びJ7を開放しておくと、タクトスイッチのボタ

ン押下時には220Ωの抵抗を通して接続されるため、誤ってHレベル

を出力しているPICマイコンのピンをGNDと接続してしまっても最大

で13mA程度しか流れないためPICマイコンの破損を防ぐことができ

ます。通常はJ6とJ7のソケットは外しておくことをお奨めします。

■ヘッダーピン

すべてのPICマイコンのピンにアクセスできるヘッダーピンが装備さ

れています。

外部の別の機器と接続したり、計測器と接続したりするのに使えま

す。また各ヘッダピンにはVcc(+3.3V)と、GNDがアサインされていま

す。計測器などと接続する場合にはショートに十分に注意してくださ

い。

⑩320×240ドットTFT液晶（タッチパネル搭載）

解像度320×240ドットの4線式抵抗膜方式タッチパネル搭載のTF

T液晶です。本格的な画像を表示できる他、mikroCの関数で文字列や

変数の内容などを表示することもでき、多目的に利用できます。

TFT液晶とPICマイコンとの結線は下図の通りです。

もしTFT液晶を使用しない場合でPORTEのTFT液晶のデータ線に

割り当てられているピンをI/Oピンとして使いたい場合には、TFT液

晶を取り外してください。

※液晶ディスプレイの脱着時は必ずPICD-F1000の電源を切断し

た状態で行ってください。

TFT液晶のバックライトは、常にONにしておく方法と、PICマイコンの

RD2ピンをPWM出力して明るさを可変させて点灯させる方法の二通

りがあります。一定の明るさで点灯させておく場合には、ディップスイ

ッチSW11の1番スイッチをONにします。

PWM信号でコントロールしたい場合には1番スイッチは必ずOFFに

した上で、SW11の2番スイッチをON位置にします。このスイッチをO

N位置にするとTFT液晶のバックライトはトランジスタを介してPICマ

イコンのRD2と接続されます。RD2のピンがHレベルで点灯します。

また、このTFT液晶ディスプレイには4線式抵抗膜方式のタッチパネ

ルが装着されています。タッチパネルのXR,YU,XL,YDピンはそれぞれ

PICマイコンと次のように接続されています。

端子名 座標方向 ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ 接続先

XR RIGHT いいえ RB3

YU TOP はい RB14

XL LEFT はい RB15

YD BOTTOM いいえ RB2

それぞれの端子はSW11の5番～8番スイッチでON/OFFすることが

できます。タッチパネルを使わない場合には必ずOFF位置になってい

ることを確認してください。
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本製品に使われている320×240ピクセルのTFT液晶は、Watterott

社のMI0283QT-9Aを使っております。

コントローラドライバはHX8347Dで、TFT液晶ドライバとして有名な

デバイスです。付属の体験版コンパイラ、mikroC for dsPIC(PIC32)

でも組込ライブラリから制御ができます。

⑪ジョイスティック

ジョイスティックは上下左右4方向+センターボタン1つの合計5方

向の入力ができるスイッチです。それぞれの方向スイッチごとに、スイ

ッチを押すと（そちらの方向に倒すと）該当ピンがGNDと接続されま

す。よって使用するピンは必ずプルアップしておく必要があります。

各方向とピントの接続は次のようになっています。

方向 接続先

左 RA6 左表の各ピンはSW2にてプルアップします。

右 RA7

上 RA4

下 RA5

中央 RA1

⑬マイクロSDスロット

マイクロSDカードを挿入できるスロットです。

SPI通信で使用します。カードディテクト（CD）ピンも使用可能です。

マイクロSDカードを使用する場合には各信号線をPICマイコンと接

続します。接続はSW13の1番ピン～3番ピン、SW14の1番、2番ピン

をそれぞれON位置に設定します。

SPI通信用信号線のSCK、MISO、MOSIは別のMP3デコーダIC、フラ

ッシュROMとも兼用になっています。なお各信号線はPICマイコンの

ハードウエアUSARTにアサインされているピンに接続されます。

SDカードのCS線はRD12にCDはRD13にSW14を介して接続され

ます。使用しない時はいずれのスイッチをOFF位置にしておきます。

SDカードは通常のメモリーカードと異なりファイルシステムをメモリ

ー上で形成した上でデータを作ります。通常Windowsで読み書きでき

るようにするためには、FAT16やFAT32でフォーマットした上で、そ

のファイルシステムに準拠した方法でファイルを作成又は読み出しま

す。mikroCなどのCコンパイラではこれらの機能を実現するためにラ

イブラリが用意されていますので、比較的簡単に使用できます。

⑭リセットスイッチ

マイコンのMCLRピンと接続されており、スイッチを押すとマイコン

のMCLRピンがGND電位となり、ハードウエアリセットがかかります。

※コンフィギュレーションビットの設定でMCLRピンを入力ピンとし

て設定した場合、リセット機能は働きません。

⑮拡張用mikroBUS

将来拡張用のコネクタ部です。別途販売される後付けの各種機能モ

ジュールをここに取り付けることで様々な機能拡張をすることがで

きます。拡張機能モジュールについては当方のWEBサイトから販売

致します。

⑯実験用MP3デコーダ/音声IN/OUT

ハイエンドステレオのオーディオコーデックIC、VS1053を搭載した

実験用の音声回路です。

VS1053はOgg Vorbis・MP3・AAC・WMA・FLAC・WAV・MIDIオーデ

ィオ形式のデコーダと、PCM・IMA ADPCM・Ogg Vorbisエンコーダ

を集積したICです。⑬のマイクロSDカードと組み合わせてSDカード

内のMP3ファイルを再生するなど応用が可能です。

PICマイコンとのインターフェイスはSPI通信となります。その他に音

声出力のR/Lステレオライン出力、マイク入力が実装されています。

SPI信号線とPICマイコンの接続は、SW13の1～3番及び5～8番ス

イッチにて設定できます。使用する場合にはこのスイッチをON位置

に設定します。使用しない場合菜は必ずOFF位置にしておいてくださ

い。

PICマイコン側 VS1053側
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⑰ADコンバータ用ボリューム

ADコンバーター評価用につかえる10kΩの可変抵抗器です。

アナログ電圧を印加するPICマイコンのピンをジャンパーピンJ8に

よってRB0・RB1・RB4・RB8・RB9から選択できます。

電圧は0V～Vcc(+3.3V)の範囲で印加されます。

ADコンバータの分解能が10ビットの場合には1024段階で電圧を

検出できますので、1ビットあたり3.222mVとなります。

ADコンバータを使用しない場合にはジャンパーソケットは必ず外し

ておいてください。またADコンバータを使用するピンのプルアップ/

ダウンは設定せず設定ディップスイッチは中間位置にしておいてくだ

さい。

⑱実験用イーサネットコネクタ

イーサネットの実験ができるRJ-45コネクタと周辺回路です。

イーサネットトランシーバIC、LAN8720Aが実装されたタイプのMCU

カードを使うことで、このRJ-45を使用してイーサネットの実験がで

きます。

LAN8720Aは上図のようにMCUカードに実装されておりボード内で

PICマイコンと接続されています。

ボードのRJ-45とMCUカードのソケットは下図のように接続されて

います。

MCUカード内での配線についてはMCUカードの回路図をご覧下さ

い。イーサネット通信に必要なPHYはすべてMCUカード側に実装され

ている必要がありますので、イーサネットの実験をする場合には必ず

イーサネット対応のMCUカードを選択してください。

mikroCには様々なイーサネットに関するライブラリがあります。

⑲フラッシュメモリーとEEPROM

実験で使用できるSPIインターフェイスの容量8Mビットフラッシュメ

モリーM25P80と、I2Cインターフェイスの容量1024バイトのEEPR

OM、24AA01が搭載されています。

フラッシュメモリーは電源を切断しても内容を保持できる不揮発性

メモリーです。但し新しいデータを書き込む場合には必ず書き込まれ

ているデータを消去する必要があり、この点はEEPROMと異なりま

す。M25P08はSPIインターフェイスで制御する8Mビットサイズのフ

ラッシュメモリーです。16セクターから構成され、各セクターは256

のページを含みます。また各ページは256バイト幅です。

よって、16セクター×256ページで全体では4096ページから成るこ

とが分かります。また4096ページ×256バイトで1048576バイト

が最大サイズとなります。なおこのメモリーの読み込みスピードは4

0MHzと高速です。

M25P80を使用する場合にはディップスイッチSW13の1～4番ピン

をON位置に設定します。

EEPROMは、不揮発性メモリーで電源を切断しても記録内容が保持

されます。フラッシュメモリーより動作が遅く、メモリーサイズも小さ

いですが、書き込みの際に古いデータを消去しなくても上書きできま

す。マイコンからの制御には使いやすいメモリーと言えます。

24AA01はI2Cインターフェイスで制御します。速度は400kHzをサ

ポートしています。容量は1024バイトです。アクセスはシングルバイ

ト又は16バイト（ページ単位）での書き込み、読み込みができます。

スレーブアドレスは0x01に固定されています。
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24AA01のI2C信号線のSDA及びSCLは、ディップスイッチSW14の

3、4番スイッチ又は、5、6番スイッチでPICマイコンと接続できます。

3、4番スイッチは、RA2、RA3に、5、6番スイッチはRA14、RA15に接

続されます。PICマイコンの仕様に応じてどちらのピンを使うか決め

ます。どちらの組み合わせでディップスイッチを設定してお使い下さ

い。

なお両信号線は、2.2kΩの抵抗器によって、プルアップされています。
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書き込みソフトウエアの使用方法

付属のUSB2.0マイコンライターの使い方を紹介します。マイコンライターは、コンパイラで作成したHEXファイルをPICマイコンへ書き込む際に使

用するソフトウエアです。ソフトウエアは、mikroProg Suite for PICを使用します。付属のCコンパイラー、mikroCを使用すると、コンパイルと書き込み

を連動させて行うことができて大変便利です。

■PICプログラマーの起動

PICプログラマーは、Windowsのスタートメニュー又はデスクトップに作成されたショートカットから起動できます。

スタートメニューから起動する場合には、"スタート"→"プログラム"→"Mikroelektronika"→"mikroProg Suite For PIC"→"mikroProg Suite For PI

C"の順でクリックして起動します。

■アプケーション概要

デバイスファミリー選択

デバイス選択プルダウン

コンフィギュレーションビット

設定画面表示ボタン

操作ボタン

HEXファイル操作ボタン

コンフィギュレーション

HEXコード内容表示ボタン ビット設定ウインドウ

オプション設定画面表示ボタン

進捗状況表示プログレスバー

初期画面 "CONFIG"ボタンを押した時に右側に表示される画面

■操作の順番

次の順番でHEXファイルを書き込みます。

1 デバイス設定プルダウンより、書き込むデバイスを選択します。

最初に"デバイスファミリー選択"プルダウンからデバイスファミリー

を選択します。"dsPIC33F"及び"PIC24シリーズ"が選択できます。

2 続いて"デバイス選択プルダウン"より書き込みを行うデバイスを選

びます。

3 書き込むHEXファイルを読み込みます。

HEXファイル操作ボタンの"Load"ボタンを押します。

ダイアログが表示されますので、ファイルを選択します。

→ファイルが読み込まれるとステータスバーに、ファイル名が表示

されます。

※同じファイルを再度ロードする場合には、いちいち上記のように

ファイルを指定しなくても、"Reload HEX"ボタンを押すことで再読

込ができます。

※ファイル名や、ファイルの配置してあるディレクトリ名に日本語や

2バイト文字が含まれている場合、正しくHEXファイルの読み込みが

できません。必ず半角英数字になるようご注意ください。

4 一般的にはこれで書き込み準備は完了ですが、必要に応じてコンフ

ィギュレーションレジスタの設定を確認します。

コンフィギュレーションレジスタは、プログラムを書き込む時にだけ

しか設定できないPICマイコン全体の動作や基本的な設定などを

行う特殊なレジスタです。

コンフィギュレーションビットの設定が間違っているとプログラムや

回路が正しくてもプログラムは動作しません。通常、コンフィギュレ

ーションビットの設定内容は、プログラム内に埋め込まれているた

め、HEXファイルを読み込んだ時点で自動的に設定されます。
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"コンフィギュレーションビット設定画面表示ボタン"をクリックしま

す。右側に設定ウインドウが展開します。

5 必要に応じてコード保護機能も設定します。

コードプロテクションを有効にすると、一度書き込んだHEXデータ

は読み出せなくなります。コードを不正にコピーされることを防止

できます。通常は"None"及び"Write protection Off"に設定します。

6 設定が完了、確認したら書き込みを行います。

PICD-F1000本体の"USB LINK"の黄LEDが点灯していることを

確認してから操作ボタンの"Write"ボタンをクリックします。

書き込みを開始します。

書き込み動作中は、進捗表示プログレスバーに進捗状況が表示さ

れます。完了するまで待ちます。

書き込みが完了すると、プログラムがすぐにボード上で動作を開始

します。

■その他の機能

・Read機能

→PICマイコンからデータを読み込みます。

読み込んだデータは、"Code"ボタンで閲覧できます。またメニュ

ーバーの"File"→"Save HEX"で保存できます。

・Verify機能

→現在読み込まれているHEXファイルの内容と、PICに書き込まれ

ているプログラムの内容が一致しているか検証します。

・Blankチェック機能

→現在装着されているデバイスのプログラムメモリがブランク

（空）かチェックします。

・Erase機能

→現在装着されているデバイスのプログラムメモリの内容を消去

します。

■オプション設定画面の内容

"Options"ボタンを押すると、より詳細な設定が可能です。通常、操作

することはあまりありませんが、特に設定する場合には下記を参考にし

てください。

プログラム書き込み時及びベリファイを実行する

領域です。チェックを外すとそのエリアにはデータが書き込ま

れなくなる他、ベリファイもされません。

・Verify Chip Writes

→HEXファイルの書き込み実行後に自動的なにベリファイをする

かどうか設定します。チェックを入れるとベリファイが自動実行

されます。少し時間がかかることがありますが、書き込みの正確

性が検証されます。

・Disable vpp-First mode entry

→デバイスがVPPピンに印加される高電圧でプログラミングモー

ドに入ることを無効にします。低電圧書き込みモードでプログラ

ミングしたい場合にはチェックします。

通常時は必ずチェックを外しておきます。

・Preserve DATA

→チェックを入れておくと、HEXファイル書き込み時にEEPROMメ

モリーを消去しません。EEPROMのデータを書き換えたくない

時にのみチェックを入れます。（書き換えをしたくない場合には、

Program/Verify Optionsの項目でも"DATA"のチェックを外し

てください）

チェックを外しておくとHEXファイル書き込みの度にEEPROM

の内容も一度消去されます。

・Clear Buffer Before Load

→書き込み実行時に一度このソフトウエアにバッファされている

コードどデータの値をクリアーします。

通常はチェックを入れておきます。

・Autoload HEX File

→チェックを入れておくと、"Write"ボタンを押した時に自動的にH

EXファイルを再読込します。"Reload HEX"ボタンを押さなくて

も最新版のHEXファイルが書き込まれます。

主な仕様

電源電圧： USBバスパワー給電時 DC5V

ACアダプタ給電時 DC9V

給電方法： USBバスパワー又はACアダプタ

USB規格： Ver.2.0対応

対応OS: WindowsVISTA/7/8.1/10

※32ビット、64ビット両方に対応

対応デバイス： dsPIC33F,PIC24シリーズ

PIC32MXシリーズ

生産国： セルビア/日本
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対応デバイス一覧

PIC32MX320F128L, PIC32MX340F128L, PIC32MX360F256L

PIC32MX360F512L, PIC32MX440F128L, PIC32MX460F256L

PIC32MX460F512L, PIC32MX534F064L, PIC32MX564F064L

PIC32MX564F128L, PIC32MX575F256L, PIC32MX575F512L

PIC32MX664F064L, PIC32MX664F128L, PIC32MX675F256L

PIC32MX675F512L, PIC32MX695F512L, PIC32MX764F128L

PIC32MX775F256L, PIC32MX775F512L, PIC32MX795F512L

PIC24FJ64GA010, PIC24FJ96GA010, PIC24FJ128GA010

PIC24FJ64GA310, PIC24FJ128GA310, PIC24FJ64GA110

PIC24HJ64GP210A, dsPIC33FJ64GP310A, PIC24FJ128GA110

PIC24FJ64GB110, PIC24HJ64GP510A, PIC24HJ128GP210A

PIC24FJ192GA110, dsPIC33FJ128GP310A, PIC24HJ128GP310A

PIC24FJ128GB110, PIC24HJ128GP510A, dsPIC33FJ64MC510A

dsPIC33FJ32GS610, PIC24FJ256GA110, PIC24FJ192GB110

dsPIC33FJ128MC510A, dsPIC33FJ64GP710A, PIC24HJ256GP210A

dsPIC33FJ256GP510A, PIC24FJ256GB110, PIC24FJ128GB210

PIC24FJ128DA110, dsPIC33FJ128GP710A, dsPIC33FJ64GS610

dsPIC33FJ64MC710A, dsPIC33FJ256MC510A, PIC24HJ256GP610A

PIC24FJ256GB210, dsPIC33FJ128MC710A, PIC24FJ256DA110

PIC24FJ128DA210, dsPIC33FJ256GP710A, PIC24FJ256DA210

dsPIC33FJ256MC710A, dsPIC33EP256MU810, dsPIC33EP512MU810

PIC24EP256GU810, PIC24EP512GU810

サポート情報

当方では、PICD-F1000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

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弊社のwebページにてお知らせ致しますの

で、弊社webページを定期的にご確認ください。

http://www.microtechnica.net/

PICマイコン用の統合開発環境，MPLABはマイクロチップ社製のソフ

トウエアです。バージョンアップ等の情報についてはマイクロチップ社

のホームページより告知されますので，下記ページを定期的にご確認く

ださい。

http://www.microchip.com/ （英語サイト）
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