
●PiC1 8F4520搭載・ PiC1 6F887搭載可

●実習テーマから生まねたインタフェース

● !CD3・ PICKl丁2をダイレク ト接続可

●MPLAB+G18コ ンパイラ環境

●サイン波ジェネレータ内蔵

●通信モニタ機能付の LCD表示

●8012bit 2つのD/Aコ ンバータ

●教材用プログラム集

MA303 8bitPIC標準評価ボードⅢ はMPLAB上でのICD3・ PICKIT2環境で円滑なプログラミングが可

能な評価ボードです。PIC18F4520標 準搭載。PIC16F887も 搭載でき、PICの8bitマ イコンを全て

カバーできる構成です。LED、 ブザー、スイッチなど基本インタフェースに加え、アナログ信号処理

に対応した交流入力、交流出力機能やサイン波オシレータを内蔵し、DSP処理にまで拡張した実

験ができます。 LCD表示はシリアル通信で制御され、9600bpsに おける通信モニタとしても機能

します。機能拡張用のコネクタはユーザの特殊な目的にあった実験ボードを増設することがで

きます。さらに傾斜型固定台に設置される1/0ポートモニタは全ポート出力端子より全ての1/0

ポートを多方面からモニタします。プログラム開発はMPLAB環境におけるMPASM,MPLAB― C18コ ン

パイラ,Hitech―PICCが利用できます。無償のIDE・ Cコ ンパイラで応用範囲が広がります。

MA303は効率の高い8bitPICマ イコンの評価に加え拡張性、安全性、機能性を重視した設計にな

っています。企業・教育機関における教育教材、研究開発を目的としてご活用頂けます。

といえるのは実習のテーマをもとに企

画設計を行つて最適なインタフェース

を搭載した点です。MA303を利用した

PIC16・ 18プログラム集は教材やスキル

アップができる基礎

から応用までの多く  咄艦黒編森菫

のテーマを網羅した

ガイ ドブックです。

●1/0ポートモニタ
全ポー トを多方面からモニタ表示するユニット。ソフトの動きを直

感的に感じ取る多機能型の表示ユニット

●拡張 1/0端子

拡張 1/0コ ネクタには14bitのポ

ー トが直接出力され、MA233拡

張実験ボー ドやユーザボー ドを

利用し、多目的な実験をカバー

●操作部分

各機能端子は正面に並びプロープがあてやすい。PICマイコ

ンの全ピンもモニタ可能。シリアル通信モニタとして機能

するLCD表示器はLEDと 高さを抑えスマー ト取付。操作しや

すいボリユーム、GND端子など、実験操作、動作検証を徹底

して重視した設計です。

●サイン波発振

信号処理用の発振器を

内蔵。外部にオシレー

タを接続せずに信号供

給可能。A/D入力にも交

流を直接供給できます。

●AM変調実験例 |

]鶯謳‖i

●電カポー ト

DCモータやランプなど

電カデバイスを接続でき

るドライバ搭載。

機械制御系実験もできる
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DOS/Vパソコン WinXP。 2000

統合開発環境

PICKIT2・ 3

デバッカはダイレクト接続

●KK-1基板固定台
MA303を しつかりとホールドする固定台です。
でも引きづられない重量があります。

●KK-6傾斜基板固定台

オシロスコープのプロープ

傾斜した形状の固定台です。表示が見やすく操作も容易に。

●MA224-OPTl拡張ユニバーサルボー ド
ちょつとした実験回路を素早く組立できるユニバーサルボードです。

●MA224-OPT2拡張固定台
拡張ユニバーサル基板などを固定するためのホルダーです。
KK l、 KK 6に取り付けて利用できます。
●MA256 1/0ポ ー トモニタ (写真おもて)

1/0ポートを多彩に表示する。

L型固定金具
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C18コ ンパイラ
MPASMアセンブラ

ブログラムは全て無償版あり

四蟄饗〕●MA237モータ実験ボー ド
DCプラシレスモータとパルスモータを

駆動実験するボー ドです。 1枚のボー

ドで両モータの実験ができます。

●MA234シ リアル同期通信実験ボー ド
SPI通信・12C通信の実験ボー ドです。シ

フトレジスタ、EEPROM、 D/A、 温度セン

サなどのデバイスが実装され、データが

シリアル同期通信で伝送されるようすを

モニタできます。12C簡単ラインモニタ

●MA288 8桁 7segLED制 御実験ボー ド

マ トリックス構成の7セグメント数字表示
LEDを制御するための実験ボー ドです。

●MA296キーマ トリックス実験ボー ド
マ トリックスのキーインタフェース、

12C通信、拡張ポー トなどの実験用に。
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PiC16F887
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● !/0ポー トモニタ用 前面パネル

PWM・ パワー制御

D/Aコ ンバータ

高速D/Aコ ンバータ

LED表示

LCD表示

通 信

スイッチ・ブザー

外部メモリ

RC用サーボモータ

内蔵オシレータ

計測機能

拡張ボー ド接続

電源・外形

PIC18F4520-1/P tt PIC16F887 PiC DIP-40ピ ン PIC16,PIC18実装可能

クロック 10MHz(HS)または40MHz(PLL)リ セットノ(ワーオンリセット、

MPLAB― ICD3・ PICKIT2ダイレクト接続 書込・デバック可能

基板上リセットボタン

VOLTボ リュームにてDC供給 (ANO)

外部入力(ANO,ANl)、 DC/AC入力切り替え ACは 2.5Vオ フセット

PWMO,1端子出力 PiC CCP機能によるPWM出カ パワー制御 124V2Aコ ントロール

12bit 2チ ャンネル DAl,a詰子出力

8bit高速D/A出力 (LEDポー ト兼用)

8bitオ レンジ色LED表示 ポー トD表示

出カフィルタ付き

16文字 x2行 通信ラインモニタ形式 9600bpsシ リアル通信インタフェース

RS2320非同期シリアル通信 SD/RDのみサポー ト SD o RD通信回線LEDモ ニタ装備

Dsub 9Pス トレー トケーブルでPC直結 LCDで送信ラインをモニタ可能 切替えでバイ トモニタ表示可能

タク トスイッチ 2個  ・ RE2に圧電ブザー (発音体形) モニタLED付 き

24LC:2Cイ ンタフェースによる拡張EEPROMメ モリ

4チ ャンネル接続可能 LEDポー ト兼用

サイン波出力 周波数500～ 1.5K可変、電圧レベル0～5Vp p 方形波出力 5Vp―p (周波数同時可変)

VM・ LA端子にて簡易電圧計・ロジック計浸1表示・周波数計測・パルスカウント PICiW18補助機能

(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

ポートモニタ ポー ト直接出力 (ポー トLEDモ ニタ接続用)

R30,1,2,3,4,5。 RCO,1,2,3,4,5・ RA3,REO,RAl,2ポートを使用可

+5V± 0 5V lA以下・温度 0～40℃ 腐食性ガス、結露なし・基板寸法 155x125mm・ 取付穴寸法 145xl15mnl M3

MA303はMA224の姉妹品で多くのプログラムが共有可能です。
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