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TPSA-900ユーザーズガイド

型番：TPSA-900 REV.1.00

240×128ドットGLCD搭載

タッチパネルアプリケーション開発ボード

補足説明書

このマニュアルは基本的な使い方を記載した補足説明書です。

回路図は別途付属又はダウンロード可能な図をお読みください。

(C)2016 マイクロテクニカ

製品の概要

240×128ドットGLCD搭載タッチパネルアプリケーション開発ボー

ド（型式TPSA-900、以下型式で記載）は、ドットマトリックスLCDコン

トローラには、RA6963(T6963互換)を採用し、制御用にPIC18F87K

22を搭載、4線式抵抗膜方式RGBバックライト付きGLCD搭載したタッ

チパネルアプリケーション開発用のボードです。

GLCDのバックライトは、RGBタイプでそれぞれのLEDをON/OFFす

ることで組み合わせて使用できます。（全点灯で青みがかった白色とな

ります。）

本体microSDカードスロットや、USB-UART変換IC(FT232RL)回路

(USB miniB端子搭載)、圧電スピーカーなどの周辺回路を搭載してお

りグラフィックLCDを用いた様々なアプリケーション開発にご利用頂け

ます。また、PICマイコンのGPIOも本体上部の2.54mmピッチパッドから

アクセスできますので、外部に様々な回路を接続できます。

制御CPUのPIC18F87K22にはあらかじめブートローダーが書き込

まれていますので、マイコンライターを使わずに専用のソフトウエアを

使うことでパソコン上から簡単にHEXファイルを書き込めます。

■Visual GLCDと、mikroC PRO for PICでのプログラム開発

プログラムの開発はT6963コントローラのライブラリが使えますが

当方から販売している「Visual GLCD」と、「mikroC PRO for PIC」を組

み合わせ使うことで、とても簡単にタッチパネルアプリケーションが開

発できます。

Visual GLCDでは、GUI環境でGLCD上に表示したい図形やボタン、

文字列、その他チェックボックス等のオブジェクトを配置し、それらのプ

ロパティを編集することでダイナミックなプログラムが作れます。また

発生したイベントに対してコードを記述することで、イベントに対応した

プログラムが作れます。例えば、ボタンコントロールを配置した場合に

は、ボタンの「プレス」イベントにプログラムを記述することでボタンが

押されたときにどのような動作をさせたいかを記述できます。

Visual GLCDのコードはPICマイコン用のCコンパイラ、mikroC PRO

for PICでコンパイルしてHEXファイルを作れます。Visual GLCDとmik

roCは組み合わせて連動した動作をしますので、Visual GLCDとmikroC

を組み合わせて使うことで、本格的なタッチパネルアプリケーション開

発が可能になります。

Visual GLCDではあらかじめTPSA-900用のプロジェクトひな形が

ありますので、開発者はタッチパネルの制御やGLCDの制御を意識する

ことなく、パーツを画面上に配置する感覚でプログラムを開発できま

す。

※mikroC PRO for PICやVisual GLCDを使わなくてもT6963コント

ローラ互換のプログラムが作れれば本機を使うことができます。

本体外観

デバイスドライバーのインストール

本機をパソコンとUSB経由で接続すると、パソコン側からは仮想CO

Mポートとして本機を認識します。本機とパソコンの間でUART通信が

できるようになります。

本機のUSB-UART変換はFTDI社のFT232RLを使用しています。デ

バイスドライバーはこのICの仮想COMポートドライバーを使います。

■インストール手順

1 下記サイトからご使用OSに適応したドライバーをダウンロードしま

す。

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

2 ZIPファイルの場合には展開しておきます。

3 TPSA-900のUSBポートとパソコンとを接続してください。

USBポートに挿入

4 デバイスが検出されてWindowsでデバイスドライバーのインストー

ルが開始されます。Windows Updateからドライバーがダウンロード

された場合には自動的にデバイスドライバーがインストールされま

すが、自動でインストールされない場合には、手順2で展開しておい

たフォルダを手動で指定してデバイスドライバーをインストールして

ください。

5 インストールが完了すると、パソコンに仮想COMポートが作られま

す。このポートにアクセスすることでTPSA-900に搭載のPICマイ

コンのUARTピンにアクセスできます。
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仮想COMポートの番号確認は、デバイスマネージャより行います。

Windowsのデバイスマネージャを開き、"ポート(COMとLPT)"のツリ

ーを展開すると、"USB Serial Port(COMx)"という表示があります

ので、ここで表示された(COMx)の番号がCOMポートの番号となり

ます。下図例ではCOM3になっています。

ブートローダーのインストール

TPSA-900に搭載されているPIC18F87K22にはあらかじめブート

ローダーが書き込まれています。ブートローダーは、UART経由でHEXフ

ァイルをPICに書き込むことのできるソフトウエアです。通常PICにHEX

ファイルを書き込む場合にはPICマイコンライターが必要ですが、ブー

トローダーがあらかじめ書き込まれている場合には、UART経由でHEX

ファイルの書き換えができます。

※ブートローダーは工場出荷時にあらかじめPIC18F87K22に書き込

まれています。これはブートローダーを使用してHEXファイルを書き換

えた場合には、そのまま使い続けられますが、PICマイコンライターを使

用してHEXファイルを書き込んでしまうとブートローダーも上書きされ

てしまいますのでご注意ください。

1 下記のURLからブートローダー本体をダウンロードします。

下記URL先のページから「T」のリンクに飛ぶと"TPSA-900"のカ

テゴリがありますので、その中から「ブートローダーソフトウエア」を

クリックしてダウンロードしてください。

http://www.microtechnica.net/manual/

2 ダウンロードしたら展開してます。

展開したファイルの中にsetup.exeがありますので実行します。

3 画面の指示に従ってインストールを進めてください。

通常、デフォルトの設定内容で問題ありません。

※できればデスクトップにショートカットを作成しておくと便利で

す。

電源の投入

電源は2つの給電方法があります。

・USB接続している場合には本機の電源はUSBパスパワーによって給

電されます。外部電源は不要です。

USBポートに挿入します。

・自己給電の場合には、本体下の電源パッド(CN4)に+5Vの電源を印

可します。電流は350mA程度流れます。

電源の給電はUSBバスパワー給電か、セルフ給電かどちらか一方に

します。両方から同時給電はしないでください。破損します。

※GLCDのバックライトは、バックライトRGBの各LEDがプログラムでO

Nになっていないと点灯しません。

各部の説明

①グラフィックLCD 240×128

②リセットボタン (PIC18F87K22のMCLRピンをLowにする)

③外部電源接続ピン
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④I/Oパッド

⑤ICSP用コネクタ

⑥USBコネクタ (miniBコネクタ USB-UART変換機能)

⑦タッチパネルコントローラー部

⑧PIC18F87K22

⑨GLCDコントラスト調整用ボリューム

⑩microSDカードスロット

⑪FT232RL (USB-UART変換IC)

⑫圧電ブザー

ブートローダーの設定とHEXファイルの書き込み

TPSA-900では、ブートローダーを使って簡単にパソコンからHEX

ファイルを書き込むことができます。最初にブートローダーソフトウエ

アの設定をします。その後書き込み方法の説明を記載しています。

■ブートローダーの設定

1 最初に通信速度の設定をします。

"115200"を選択してください。

※デフォルトは57600になっていますのでご注意ください。

2 続いてCOMポートを設定します。TPSA-900を接続しているCOM

ポートの番号をクリックしてハイライトさせてください。

その他の設定はデフォルトのままお使いください。

■ブートローダーでHEXファイルの書き込み

書き込みには本体のリセットボタンを押すタイミングがあります。TP

SA-900を手元に置いて、基板上のリセットボタンを押せる状態にして

下記の手順を実行してください。

1 書き込むHEXファイルを読み込みます。"Browse"ボタンを押すとフ

ァイルを開くダイアログが表示されますので、開きたいHEXファイル

を選択します。

2 TPSA-900本体のリセットボタンを押せるように準備します。

3 ブートローダーソフトの"Write Device"ボタンを押します。

ボタンを押す

プログレスバー

4 緑色のプログレスバーが伸びますので、5秒以内にTPSA-900本

体のリセットボタンを1回押します。

※5秒以上経過するとタイムアップします。

※タイミングを逃さないようにご注意ください。

5 書き込みが始まるとプログレスバーが伸びます。

下記のように"Transferring flash..."とメッセージウインドウに表示

されている時にプログレスバーが伸びれば書き込みが出来ていま

す。

6 書き込みが終わると"Transferring HEX successfull :-)"と表示さ

れれば成功です。

プログラムは書き込み後、すぐに動き始めます。
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本体のピンアサイン

ピンアサインは上図のようになっています。PICマイコンのIOピンをコントロールすることで各ピンを制御できます。

※上図では便宜上アナログピンや割込ピンなど色分け、機能分けしていますが、プログラム次第で通常のIOピンとしても利用できます。例えば、RF1

～RF6は"Analog I/O"と記載されていますが、プログラム内でデジタルIOピン設定にすれば通常のデジタルIOとして利用可能です。機能分けはあくま

でも便宜上の表示です。

全回路図は別途付属又はダウンロードすることができます。各機能の配線については回路図をご参照ください。
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各部の機能（別途回路図の補足としてご利用ください）

■microSDカードスロット

SDカードを挿入してSPI通信で使用できます。

SDカードの電源は本体で3.3Vが給電されます。

■タッチスクリーン

240×128ピクセルのGLCDに装着された4線式抵抗膜方式のタッチパネルです。

タッチパネル制御回路がPIC18F87K22と接続されています。

■バックライト

TPSA-900には3色（R,G,B）のバックライトLEDが搭載されています。これらの組み合わせで9通りの色を再現できます。

バックライト用のLEDはFETに接続されており、PICからコントロールできます。それぞれのピンをHにすると点灯します。

赤 → RC2

緑 → RC1

青 → RG0

※全点灯で白色に近い光になります。全消灯でバックライトなしになります。
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■USB-UART変換回路部

ワンチップUSB-UART変換IC、FT232RL(FTDI社製)を搭載した変換回路部です。

USBポートはminiB端子でバスパワー給電もできます。

パソコンと接続後は仮想COMポートとして認識されます。

ブートローダーによるHEXファイルの書き込みもこのポートから行います。

UARTの信号線はTXとRXの2線式で、それぞれPICのRC7とRC6に接続されています。

PIC18F87K22には2系統のハードウエアUARTがありますが、RC7と6は1系統目の方になります。

■PIC18K87K22部

マイコン部です。マイコンのクロックは、外部の12MHzのセラミ

ック発振子を4逓倍して48MHzで動作しています。

プログラミングをする場合にはクロックスピードを48MHzとし

てください。（周波数はブートローダーの関係で変更できません）

MCLRピンは、TPSA-900基板のリセットピンと接続されてい

ます。定常時は1KΩの抵抗でプルアップされています。

プログラミングの際にはPIC18F87K22のデータシートをよく

お読みになりながら、ピンの設定やレジスタの設定をしてくださ

い。
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使用上の注意

TPSA-900を使用するに際して、必ず下記の注意事項をお守りくだ

さい。

①TPSA-900を使用するに際し、当方は潜在的な危険が存在する恐

れのあるすべての起こり得る状況を予見することはできません。

使用する際には、お客様の責任においてこの製品を正しくお使いいた

だけますようお願い致します。

②TPSA-900の信頼性は一般的な使用の範囲に限定されます。本製

品を宇宙、航空、原子力、燃焼制御、運輸、交通、各種安全装置、ライフ

サポート関連の医療機器等のように、特別な品質・信頼性を要求され、

その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れ

のある用途向けには使用できません。

また、不揮発性メモリーは、外部からの強力な電磁ノイズなどの影響に

より、その内容が意図せず消えたり、不正なデータになりうる恐れがあ

ることもご理解ください。

③TPSA-900では様々な外的要因等によって、データを正しく書き込

めなかったり、読み込んだデータに誤りがある場合などがあります。

本製品を使用することによって生じた、もしくはこれに関連するいかな

る直接・間接損害、懲罰的損害、その他データの破損や消失等を含むい

かなる損害についても、弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめ

ご理解とご了承頂けますようお願い致します。

④本製品を使用した製品等を製造させる場合には、様々なフェイルセ

ーフ機能（安全設計）を施して頂き、十分に機器のテストをした上で運

用されますようお願い致します。

⑤タッチパネルは、抵抗膜方式のタッチパネルを採用しておりますが、

信頼性は、下記の通りと仕様上公表されています（メーカー公表値）

・絶縁抵抗 10MΩ以上

・操作圧力 60g～100gまで

・点圧力 150gまで（一点に集中してかかる圧力の限度）

・表面硬度 3H

・使用寿命 1000000回

・動作環境温度 -10℃～60℃

タッチパネルには、上記のような仕様上の寿命があります。

製品に組み込まれる際には、そのことを十分考慮した上でご使用頂け

ますようお願い致します。

なお、使用状況等により製品の性質や耐性に変化が生じることがあり、

当方では、上記の仕様は当方が保証するものではありません。

主な仕様

電源電圧： DC5V （USBバスパワー又は外部）

DC3.3V （外部）

消費電流： 最大約350mA

動作環境： 0℃～60℃ （動作保証範囲）

GLCD： 240×128ドット 白黒2値

バックライト3色(RGB)

CPU: PIC18F87K22

CPUクロック： 48MHz(外部12MHz×4逓倍)

GLCDコントローラ： T6963互換

ブートローダー方式： 非同期式シリアル通信(115.2Kbps)

USB-UART変換： FT232RL (FTDI社製)

本体寸法： 90mm×140mm

GLCD表示寸法： 57.5mm×100.7mm

生産国： セルビア

ソフトウエア動作環境 Windows7,8.1,10

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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