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マイクロチップが常に追求している目標は、お客さまに優れた半導体ソリューションを提供することです。 しかし、半導体はその一部に
過ぎず、評価および製品開発プロセスの効率化をはかるには、プログラマ、コンパイラ、リファレンスデザイン、ライブラリ、アプリケーション 
ノート、評価ボードなどのサポート ツールが不可欠な要素となります。 IC のみならず、サポート ツールの生産体制が整ってこそ、一つの製品が
リリースされたと言える、マイクロチップは、そう考えています。 本書は、最新の 16ビット PIC24 マイクロコントローラ（MCU）と dsPIC®
デジタル シグナル コントローラ（DSC）のサポート ソリューションについて紹介します。 ここでは次のツールとソリューションを紹介します。

開発ツール：
• MPLAB®IDE Integrated Development Environment
• MPASM™ アセンブラ, MPLINK™ リンカー、MPLAB™ Librarian、MPLAB®SIM シミュレータ
• MPLAB®C30 C コンパイラ
• MPLAB Visual Device Initializer
• MPLAB®ICD 2 In-Circuit Debugger/Programmer
• MPLAB®REAL ICE™ In-Circuit Emulation システム
• ソフトウェアライブラリほか

リファレンス デザインと開発ボード
• 開発ボード
• リファレンス デザイン（アプリケーション ノートと Web ベースの資料付）
• アプリケーション開発設計

設計資料とトレーニング
• データシートと参照資料（印刷、オンライン、CD のいずれか）
• 地域セミナー、MASTERs、Web セミナー、スタートアップ ガイドなど

PIC24MCU と dsPIC DSC 用の製品ソリューションに関する最新情報は、マイクロチップの Web サイト（www.microchip.com/16bit）
をご覧ください。

マイクロチップの
製品とソリューション
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PIC24/dsPIC® DSC 周辺装置ライブラリ SW300021 30

マイクロチップ TCP/IP スタック (ENC28J60 ドライバ) SW300024 31

アプリケーション
開発ツール

dsPICworks™ データ解析 DSP ソフトウェア SW300023 32

デジタルフィルタ設計ツール/ デジタルフィルタ設計ライト SW300001/LT 33

PIC24/dsPIC® DSC 用 RTOS/CMX-RTX™ SW300031 34

PIC24/dsPIC® DSC 用 RTOS/CMX-Tiny+™ SW300032 35

PIC24/dsPIC® DSC 用 RTOS/CMX-Scheduler™ SW300030 36

PIC24/dsPIC® DSC 用 TCP/IP-CMX-MicroNet™ CMX に要問い合わせ 37

アプリケーション
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dsPIC30F を使用したセンサレス BLDC モータ コントロール AN901 38

ACIM のベクトル制御に dsPIC30F を使用 AN908 39

dsPIC30F2010 を使用したセンサ付 BLDC モータコントロール AN957 40

dsPIC30F による AC 誘導モータコントロール AN984 41

dsPIC30F を使用したセンサレス BLDC モータコントロール AN992 42

dsPIC30F DSC で PMSM モータを正弦コントロール AN1017 43
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開発ツール

MPLAB® Visual Device Initializer (MPLAB®IDE 付属) SW007002 44

MPLAB® C30 C コンパイラ SW006012 45

MPLAB® REAL ICE™ In-Circuit Emulation System DV244005 46

ソリューションツールセレクトガイド （価格情報付） 47-50

16ビット設計者のための
ツール＆ソリューション
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開発ボード
16 ビットデバイス サポート

説明/備考
dsPIC30F dsPIC33F PIC24H PIC24F

Explorer 16 開発ボード — 有 有 有 汎用開発ボード/拡張ヘッダーにより 
PICtail™ Plus プラグイン

PICtail™ Plus ドーターボード — 有 有 有

dsPICDEM™ 

80ピンスターター開発ボード 有 有 有 —
汎用開発ボード
基本入門ボード

dsPICDEM™ 

28ピンスターター開発ボード 有 — — —
モータコントロール開発ボード

基本入門ボード

dsPICDEM™ 1.1 汎用開発ボード 有 — — —
汎用開発ボード

Voiceband Codec

dsPICDEM™ 2 汎用開発ボード 有 — — —
汎用開発ボード/dsPIC30F 

18、28、40ピン DIP デバイスをサポート

dsPICDEM.net™ 接続開発ボード 有 — — —
V.32bis ソフトモデム/

10-BaseT イーサーネット 
外付 16ビット SRAM アクセス サンプル コード

dsPICDEM™ MC1

モータコントロール開発ボード 有 — — —
モータコントロール開発ボード

dsPICDEM MC1H・MC1L 
電源モジュールに接続

dsPICDEM™ MC1H 

高電圧電源モジュール 有 有 — — 3相高電圧電源モジュール

dsPICDEM™ MC1L 

低電圧電源モジュール 有 有 — — 3相低電圧電源モジュール

dsPICDEM™ SMPS 

バック開発ボード 有 — — —
モード切替電源開発モード

基本入門ボード

開発ボード
概要

概要
優れたコスト パフォーマンスを実現するフルラインナップのハードウェア開発ボードで、マイクロチップの 16ビット PIC24 マイクロコント
ローラ（MCU）および dsPIC®デジタル シグナル コントローラ（DSC）製品シリーズをサポートしています。 次の表にボードの説明と対象
の16ビッ トデバイスを示します。 本セクションでは、各ボードの詳細を紹介します。
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Explorer 16 
開発ボード

概要
低コストで PIC24F、PIC24H マイクロコントローラ、dsPIC33F 
汎用シリーズ、モータ コントローラ シリーズが評価できる開発
ボードです。 主要設計要件のスピーディな開発および検証を
実現する理想的なプロトタイプ制作ツールです。

特長
Explorer 16 開発ボードは次のような特長を備えています。
• 100ピン dsPIC33F 汎用（MA330011）、100ピン   
 PIC24F（MA240011）プラグインモジュール
• 100ピン PIC24H（MA240012）プラグイン モジュールを
 サポート
• dsPIC33FJ256GP710、PIC24FJ128GA010 をサポート
• プラグイン デモ基板用モジュール設計、拡張ヘッダ
• RS-232 シリアル チャネル
• MPLAB®ICD 2 に対応
• 2×16 個の LCD
• LED、スイッチ、ポテンショメータ

パッケージ内容
• Explorer 16 開発ボード（DM24001）/100ピン dsPIC33F  
 汎用プラグイン モジュール（MA330011）と 100ピン  
 PIC24F（MA240011）プラグイン モジュールをプログ
 ラム済み
• 関連書類（CD）

必要条件
• MPLAB IDE v7.40 以降
• MPLAB ICD 2
• MPLAB C30 v2.02 以降
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PICtail™ Plus ドーターボード：
カード エッジ モジュール拡張コネクタ
Explorer 16 ボードは PICtail Plus モジュール拡張インター
フェースで設計され、基本的機能を持つ一方で、拡張も容易で新
たな技術にもスムーズに対応できます。

PICtail Plus は、30ピン、30ピン、56ピンの 3つのセクションに
分割された 120ピン接続をベースにしており、2つの 30ピン
接続の機能は類似しています。 例えば、トップの 30ピンセグメン
トにあるピン 1、3、5、7は SPI1 機能を有し、ミドルの 30ピン
セグメントの対応ピンにも同様の SPI 機能を備えています。

各 30ピン セクションは、あらゆるシリアル通信の周辺装置だ
けでなく、I/O ポート、外部割り込み、A/D チャネルにも接続
可能です。 つまり、イーサーネット、ZigBee™ テクノロジー IrDA®
プロトコルなどさまざまな拡張インターフェースの開発に必要
な信号が使用できます。 30ピン PICtail Plus ドーターボード
は、トップおよびミドルの各 30ピンセクションに使用できます。

Explorer 16 は、ドーターボード用の 2つのエッジ コネク
タに対応する占用スペースを備えたボードで、実装済み
（Samtec の #MEC1-160-02-S-D-A） と実装なし（J6）があり
ます。 また、それ自体で拡張カードとして使用できるオス型の
エッジ コネクタ（J9）も備えています。

SD/MMC PICtail™ Plus 
ドーターボード （AC164122）
SD/MMC PICtail Plus ドーターボードは、セキュア デジタル
（SD）とマルチメディア カード（MMC）をマイクロコントローラ
のシリアル周辺装置インターフェース（SPI）バスに接続させる
ユニバーサルボードです。 PICtail ボードは、PICtail 信号サポート
するタイプ、PICtail Plus 信号（Explorer 16 のようなカード
エッジコネクタを利用）をサポートするタイプ、非標準の PICtail 
信号をサポートするタイプなど、さまざまなデモボードと組み合わ
せで操作できます。 このボードは、PICtail Plus 拡張ヘッダーの 
30ピンセクションの一つに接続し、16ビット全製品との互換性
があります。

イーサーネット PICtail™ Plus 
ドーターボード （AC164123）
イーサーネット PICtail Plus ドーターボードは、コスト パフォー
マンスに優れたイーサーネット コントロールアプリケーションの
評価と開発を実現します。 開発ボードは 28ピン ENC28J60 
イーサーネットコントローラを搭載しており、マイクロコントローラ
の SPI バスに接続できます。 また、RJ-45 コネクタを備え、ネッ
トワークにイーサーネットを接続できます。動作電圧が 3V の 
16ビット全製品に互換性があります。

IrDA®プロトコル PICtail Plus ドーターボード （予定）
IrDA®プロトコル PICtail Plus ドーターボードは、IrDA 通信
機能が追加できるよう Explorer 16 デモボードの機能を拡張す
るボードで、Vishay Semiconductor 社の TFDU100 赤外線
光学センサモジュールを備えています。 PIC24 と dsPIC33F 
UART モジュールは、TFDU100 へのダイレクト接続に必要な 
3/16 エンコーダとデコーダを実行します。 あらゆる PIC24 と
dsPIC33F 製品に互換性のあるカードです。

CompactFlash PICtail™ Plus ドーターボード （予定）
CompactFlash PICtail™ Plus ドーターボードは、16ビット製
品と CompactFlash メモリ カードの接続を可能にします。 この
インターフェースは、多ピンの 16ビットデバイスに搭載されて
いる汎用 I/O ピンや PMP モジュールをベースとしており、カード
は 16ビット全製品と互換性があります。

ワイヤレス通信 PICtail™ Plus ドーターボード （予定）
ワイヤレス通信 PICtail™ Plus ドーターボードは、SPI モジュー
ル経由で IEEE 802.15.4™ を 16ビット デバイスに接続します。
使用には、PCB トレースアンテナ、またはユーザーの SMA コネク
タのいずれかを選択できます。 ZigBeeプロトコル、またはマイク
ロチップの MiWi™ ワイヤレスネットワークプロトコルと組み合
わせて使用可能で、動作電圧が 3V の 16ビット全製品に互換
性があります。

音声合成 PICtail™ Plus ドーターボード （予定）
音声合成 PICtail™ Plus ドーターボードでは、四次ロー パス 
フィルタ（LPF）、スピーカー アンプ、スピーカー、再生専用アプリ
ケーションの 1Mビット SPI シリアル EEPROM を実行できま
す。 音声合成は、16ビット製品に統合した PWM モジュール
で実行し、LPF で音声波形にフィルタリングします。 PICtail、
PICtail Plus いずれのコネクタでも動作するよう設計された
ボードで、動作電圧が 3V の 16ビット全製品に互換性があり
ます。

PICtail™ Plus
ドーターボード
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dsPICDEM™ 
80ピン スターター開発ボード

概要
PIC24 と dsPIC®デジタルシグナルコントローラ（DSC）の汎用
シリーズ、モータコントロールシリーズのいずれも経済的に評価
できる開発ボードです。 主要な設計要項の開発・評価をスピー
ディに行う理想的なプロトタイプ ツールです。

特長
dsPICDEM 80ピンスターター開発ボードは次のような特長を
備えています。
•  80ピン dsPIC30F6014A プラグインモジュール
 （MA300014）
•  100～80ピンアダプタ dsPIC33F プラグインモジュール
 （MA330012）(3.3V VDD ソリューションを使用)
•  9V 電源入力
•  5V/3.3V のいずれかを選択できる電圧レギュレータ出力
•  LED、スイッチ、ポテンショメータ、UART インターフェース
•  音声バンド信号入力用 A/D 入力フィルタ回路
•  音声バンド信号入力用オンボード DAC とフィルタ
•  回路プロトタイプ制作エリア
•  アセンブリ言語デモプログラムとチュートリアル
•  80ピン dsPIC30F3010A プラグインモジュール
 （MA300015）対応 - 別売り
•  100～80ピンアダプタ PIC24H プラグインモジュール
 （MA33001X）- 別売り（3.3V VDD ソリューション使用）

パッケージ内容
• dsPICDEM 80ピンスターター開発ボード
• dsPIC30F6014A プラグインモジュール
• dsPIC33FJ256GP710 プラグインモジュール
• 関連書類（CD）

必要条件
• MPLAB® IDE v7.40 以降
• MPLAB ICD 2
• MPLAB C30 v2.02 以降
• dsPICDEM 80ピン開発ボード（DM300019）
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概要
低コストがポイントの dsPICDEM™ 28ピンスターター開発
ボードです。 28ピン SDIP、または SOIC の dsPIC30F デバイス
を使用して、簡単に開発ツールの設定内容を検証することがで
きます。 ソケット付 dsPIC30F2010 デジタルシグナルコント
ローラ、電源レギュレータ、水晶オシレータ、ICDヘッダー、シリアル
ポート、電源インジケータ、リセット用プッシュボタン、28L SOIC 
レイアウトパッド、プロトタイプ制作エリアなどを備えた開発
ボードです。

特長
dsPICDEM 28ピンスターター開発ボードは次のような特長を
備えています。
• dsPIC30F2010 28ピン SDIP サンプルデバイスとソケット
• 9V 電源入力
• MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger 用コネクタ
• RS-232 インターフェース
• 全デバイスの I/O ピンにアクセスするヘッダー
• 28ピン SOIC デバイス用レイアウトパッド
• プロトタイプ制作エリア
• 割り込み処理、デバイス I/O、UART 通信のデモを実行する  
 パワーオン デモ プログラム
• MPLAB IDE でのプロジェクト設定方法を示すアセンブリ
 コードのチュートリアルプログラム

dsPICDEM™ 
28ピンスターター開発ボード

パッケージ内容
• dsPICDEM 28ピンスターター開発ボード
• dsPIC30F2010 28ピンデバイス
• 関連書類（CD）

必要条件
• MPLAB® IDE v7.40 以降
• MPLAB ICD 2
• MPLAB C30 v2.02 以降
• dsPICDEM 28ピンスターター開発ボード（DM300017）



DS01033B_JP-9www.microchip.com

dsPICDEM™ 1.1 
汎用開発ボード

概要
dsPICDEM™ 1.1 汎用開発ボードは、アプリケーション設計者
に低コストの開発ツールを提供するボードです。 dsPIC®デジ
タル シグナル コントローラ（DSC）16ビット アーキテクチャ、
高性能周辺装置、パワフルな命令セット用に設計されています。

このボードは、dsPIC30F6014A デバイスにアクティブな開発
プログラムを備えています。 プログラム機能の一部は、LCD に表示
されるメニュー システムから選択できます。 選択できる機能に
は、温度測定、電圧測定、デジタル ポテンショメータからボード
上に生成されるサイン波信号の周波数領域特性、FIR/IIR デジタ
ル フィルタ セレクション、コーデック インターフェース周辺装置
を使用した DTMF トーン生成（外部スピーカーが必要）などがあ
ります。

また、アセンブリ言語で記述されたシンプルなチュートリアルも
含まれます。 パッケージに含まれる MPLAB®IDE Integrated 
Development Environment を使用して、プロジェクトの作成、
コードの組み立てとリンク、コードのプログラム、および/または
デバッグが実行できます。 別売りの MPLAB ICD 2 In-Circuit 
Debugger を使用することも可能です。

設計要項をスピーディに開発および検証する理想的なプロト
タイプ制作ツールとしても力を発揮する開発ボードです。

特長
dsPICDEM 1.1 汎用開発ボードは次のような特長を備えてい
ます。
•  dsPIC30F3014A プラグイン サンプル（MA300014）
•  シリアル通信チャネル インターフェース
 （UART 2個、SPI、CAN、RS-485）
•  MIC 入力/スピーカージャック付 Si3000 音声バンド コーデック
•  拡張ヘッダー付汎用プロトタイプ制作エリア
•  122 × 32ドットアドレス可能 LCD
•  MPLAB® ICD 2/MPLAB ICE 4000 エミュレータをサポート
•  LED、スイッチ、ポテンショメータ
•  温度センサ
•  デジタル/アナログ電圧レギュレータ
•  DAC 機能対応デジタル ポテンショメータ

パッケ-ジ内容
• dsPIC30F6014A デバイスを組み込んだ dsPICDEM 1.1   
 汎用開発ボード
• RS-232 ケーブル
• 電源
• サンプルソフトウェアと関連書類（CD）

必要条件
• MPLAB® IDE v7.40 以降
• MPLAB ICD 2
• MPLAB C30 v2.02 以降
• dsPICDEM 1.1 開発ボード（DM300014）
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特長
dsPICDEM 2 汎用開発ボードは次のような特長を備えてい
ます。
• 18/28/40ピン PDIP、および SPDIP デバイス用ソケット
• MPLAB IDE ワークスペースとサポート対象の dsPIC30F 
 デバイス用のプロジェクト ファイルを備えたサンプル 
 アプリケーション プログラム
• dsPIC30F4011 40ピン PDIP サンプル デバイス インス
 トール済み
• 5V レギュレータで 9V DC 電源から VDD および AVDD に
 対応
• MPLAB ICD 2 In-Circuit Debugger 対応
　 − 代替デバッグ チャネルの選択オプション
• RS-232 インターフェース
• コントローラエリアネットワーク（CAN）インターフェース
• 温度センサとアナログ ポテンショメータ（A/D 入力をシ
 ミュレート）
• プッシュボタン スイッチ 2個と LED 表示 2個（デジタル
 入出力をシミュレート）
• SPI インターフェースを備えた 2×16 ASCII 文字 LCD
• 2×40ピンヘッダーから dsPIC30F デバイスソケットの
 全ピンにアクセス
• 関連書類とサンプル アプリケーション プログラム（CD）
• dsPIC30F3012 と dsPIC30F4013 が入ったサンプル 
 パック

dsPICDEM™ 2 
開発ボード

概要
dsPICDEM™ 2 開発ボードは、dsPIC®デジタル シグナル コント
ローラ（DSC）を使用したエンベデッド アプリケーション作成で
力を発揮する開発および評価ツールです。 dsPIC30F モータ
コントロールシリーズの 28ピン/40ピンデバイスと dsPIC30F 
汎用、センサシリーズの 18/28/40ピンデバイス用のソケットを
提供します。 サポート対象デバイスを下記に表示します。

ボードには、40ピンモータコントロールソケットのサンプル
dsPIC30F4011、電源レギュレータ、各ソケットセット用水晶
オシレータ、MPLAB®ICD 2 In-Circuit Debugger 用 ICD コネ
クタ、外部通信用 CAN ポートが搭載されています。 また、LED 
表示、プッシュボタンスイッチ、ポテンショメータ、温度センサ、
2×16 LCD スクリーンを含むプロトタイプ制作ハードウェアも
備えています。 デバイスソケットのすべてのピンにヘッダーから
アクセスできます。

dsPIC30F デバイス サポート対象パッケージ 

モータ コントロール シリーズ
dsPIC30F2010 28ピン SPDIP

dsPIC30F3010 28ピン SPDIP

dsPIC30F4012 28ピン PDIP

dsPIC30F3011 40ピン PDIP

dsPIC30F4011 40ピン PDIP

センサ シリーズ
dsPIC30F2011 18ピン PDIP

dsPIC30F3012 18ピン PDIP

dsPIC30F2012 28ピン SPDIP

dsPIC30F3013 28ピン SPDIP

汎用シリーズ
dsPIC30F3014 40ピン PDIP

dsPIC30F4013 40ピン PDIP

必要条件
• MPLAB® IDE v7.40 以降
• MPLAB ICD 2
• MPLAB C30 v2.02 以降
• dsPICDEM 2 開発ボード（DM300018）
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dsPICDEM.net™ 1/ dsPICDEM.net™ 2
接続開発ボード

• LED、スイッチ、ポテンショメータ
• 温度センサ
• フルセット開発コード
 − スタートアップ チュートリアル
 − フル機能の dsPICDEM.net ボード設定とコントロール 
  デモ
 − V.22bis ソフトモデム（フルバージョンのソースコードを
  提供）
 − CMX-MicroNet Web サーバ
 − CMX-MicroNet FTP サーバ
• 開発コードに関するユーザーガイド

パッケージ内容
• dsPICDEM.net 接続ボード（組み込み済の dsPIC30F6014  
付属）

• RS-232 ケーブル
• CAT 5 クロスオーバー ケーブル
• 電源
• サンプル ソフトウェアと関連書類（CD）

必要条件
• MPLAB® IDE v7.40 以降
• MPLAB ICD 2
• MPLAB C30 v2.02 以降
• dsPICDEM 2 開発ボード（DM3000004-1 または   

DM3000004-2）

概要
dsPICDEM.net™ 1/ dsPICDEM.net™ 2 接続開発ボードは、
接続が要求されるケースと要求されないケースのいずれをも開
発および評価を実行できる基本プラットフォームです。

dsPICDEM.net ボードは、一般公衆回線（PSTN）と 10-Base T 
MAC/PHY インターフェースをそれぞれサポートするハード
ウェア回路を内蔵しています。
• dsPICDEM.net™ 1 の PSTN インターフェース ハード
 ウェアは、FCC/JATE に適しています。
• dsPICDEM.net™ 2 の PSTN インターフェース ハード  
ウェアは、CTR-21 に適しています。

このボードの付属品には、dsPIC30F3014 デバイスにインス
トールされた ITU-T 規格の V.22bis/V.22 モデム開発モジュール
があります。 このデモ ボードで、dsPIC®デジタル シグナル コン
トローラ（DSC）ソフトモデム（dsPIC DSC SM）と ITU-T 規格の
参照モデムの間の接続とデータ転送を行うフル ソースコード
を提供します。 モデムは、Originate（発信）モードと Answer
（着信）モードのどちらでも設定できます。
dsPIC30F ソフトモデムデモの設定とコントロールは、最適化
されたATコマンドセットでサポートされています。 AT コマンド
セットは、HyperTerminal™ など PC 上で動作する最適な通
信プログラムに入力され、RS-232 シリアル チャネル経由で 
dsPIC DSC に送信されます。
CMX-MicroNet™ web と FTP サーバー プログラムも付属し
ており、10-Base T イーサーネット データリンク レイヤーで 
TCP/IP プロトコル ベースの 2種類のアプリケーションをデモ
実行します。

特長
dsPICDEM.net™ 1/ dsPICDEM.net™ 2 接続開発ボードは
次のような特長を備えています。
• dsPIC30F6014 プラグイン モジュール（MA300011）
• 10-Base T イーサーネット MAC/PHY インターフェース
• DAA/AFE チップセット付 PSTN インターフェース
• シリアル通信チャネル インターフェース（UART、CAN）
• 定数保存用の外部 I2C™ EEPROM メモリ
• 外部 64K × 16 RAM メモリ
• 拡張ヘッダー付汎用プロトタイプ制作エリア
• デュアルチャネル デジタル ポテンショメータ
• 2×16 LCD ディスプレイ
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dsPICDEM™ MC1 
モータ コントロール開発システム

概要
dsPICDEM™ MC1 モータコントロール開発システムは、
BLDC、PMAC、ACIM アプリケーションのプロトタイプ制作と
検証をスピーディに実行する 3つの主要コンポーネントを備えて
います。 主要コンポーネントには、dsPICDEM MC1 モータコン
トロール開発ボード、dsPICDEM MC1L、3相低電圧電源
モジュール、dsPICDEM MC1H、3相高電圧電源モジュールが含ま
れます。

dsPICDEM MC1 モータコントロールシステムには
dsPIC30F6010 を使用していますが、あらゆる dsPIC デジタ
ルシグナルコントローラ（DSC）のモンターコントロール変数、
周辺装置インターフェース、カスタムインターフェースシステムをサ
ポートし、さまざまなモータ電源モジュールを PCB に接続でき
ます。 また、コントロール ボードは、インクリメンタル ロータリ 
エンコーダやホ-ル効果センサなどの機械的位置センサ、カスタ
ム回路用のブレッドボード エリアを備えています。 メインコント
ロール ボードは、標準プラグイン変圧器を電源としています。

dsPICDEM MC1L の 3相低電圧電源モジュールは、50V 未満
の DC バス電圧が必要で、最大 400V の出力を実現する 3相
モータプリケーション用に最適化されています。 3相低電圧電
源モジュールは、BLDC、および PMAC モータの電源を想定し
たものです。

dsPICDEM MC1H の 3相高電圧電源モジュールは、最大 
400V の DC バス電圧が必要で最大 1 kW の出力を実現する
3相モータプリケーション用に最適化されています。 高電圧
モジュールには、dsPIC DSC でコントロールされる有効力率補正回
路が備わっています。 電源モジュールは、AC ライン電圧から
直接作動する AC 誘導モータや電力変換アプリケーション用に
作られています。

dsPICDEM MC1 モータコントロール開発システムには、2種類
の互換性を持つモータが使用できます。

特長
dsPICDEM MC1 モータコントロール開発システムは次のよう
な特長を備えています。
•  dsPICDEM30F6010 モータコントロール マイクロコントー  
  ラベースのボード

オプションの電源モジュールで次の事項が実現できます。
•  電源セクションの周囲温度冷却用ヒートシンク
•  電力回路の完全自動保護
•  電力回路からの電気分離（絶縁）
•  豊富なモータフィードバック信号用オプション

パッケージ内容
モータ コントロール開発ボード
•  プログラム済の dsPIC30F6010 プラグイン モジュー  
  ル付 dsPICDEM MC1 モータコントロール開発ボード
 （MA300013）
•  RS-232 ケーブル
•  電源
•  サンプル ソフトウェアと関連書類（CD）

電源モジュール
•  高電圧、または低電圧電源モジュール
•  サンプル ソフトウェアと関連書類（CD）

必要条件
•  MPLAB® IDE v7.40 以降
•  MPLAB ICD 2
•  MPLAB C30 v2.02 以降
•  dsPICDEM 2 MC1 モータ コントロール開発システム
 （DM300020）
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概要
PICDEM MC LV 開発ボードは、容易に使用できる BLDC 
モータ コントロール ハードウェア用プラットフォームで、
dsPIC30F2010、dsPIC30F3010、dsPIC30F4012
（PIC18F2431/2331）をベースに作成されています。 
PICDEM MC LV ボードには、オンボードの dsPIC®デジタル 
シグナル コントローラ（DSC）、または PIC®マイクロ
コントローラの制御セクションが搭載されているほか、3相電圧
ソースインバータ、故障モニタ回路、温度センサ、モニタ LED、PC 
接続用のシリアル インターフェース、プログラム/デバッグ処理の 
In-Circuit Programming™（ICSP™）コネクタを備えています。 
また、dsPIC30F2010、dsPIC30F3010、dsPIC30F4012 を
使用した BLDC のセンサ、またはセンサレス コントロールを簡単
に実行できるハードウェア インターフェースも備えています。

PICDEM MC LV 開発ボードは、センサ付/センサレスアルゴリズ
ムを使用して 10V DC～48V DC の BLDC（最大 2.2A）モータ
の直接駆動のサポートに必要なハードウェアをすべて揃えてい
ます。

特長
PICDEM MC LV 開発ボードは次のような特長を備えています。
• 3相電圧電流インバータ ブリッジ
• 運動センサ入力
• 過電流防止、ポテンショメータを使用したレベル 
 プログラミング
• I2C™ インターフェース付温度センサ
• モータ電流とバック EMF 検知のテス トポイント
• スピード コントロールポテンショメータ
• サンプル ソフトウェアと関連書類（CD）
• 24V の外部電源（オプション）
• 3相、24V BLDC 低電圧モータ（オプション）

パッケージ内容
•  PIC18F2431 と dsPIC30F3010 をプログラム済みの
 （別途送付）PICDEM MC LV 開発ボード
•  MPLAB® 7.20 以降のバージョンで入手できるモータ 
  コントロール グラフィック　ユーザー インターフェース
 （MC-GUI）

必要条件
•  MPLAB® IDE v7.40以降
•  MPLAB ICD 2
•  MPLAB C30 v2.02 以降
•  dsPICDEM MC LV 開発ボード（DM183021）

PICDEM™ MC LV 
開発ボード
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dsPICDEM™ SMPS バック
開発ボード

概要
シンプルな DC/DC スイッチモード電源（SMPS）のリファレン
ス デザインとなる開発ボードで、SMPS 設計を初めて手がける
設計者の入門編として最適です。 主要な設計条件の開発
および検証をスピーディに実行する理想的なプロトタイプ制作
ツールです。

特長
dsPICDEM SMPS バック開発ボードは次のような特長を備え
ています。
• 2つの独立したバックコンバータにより、SMPS dsPIC®デジ
 タル シグナル コントローラ（DSC）が複数の SMPS 回路を  
 コントロール可能であることをデモ表示
• 同期、または非同期のどちらのモードでも動作するバック 
 コンバータ
• 入力電圧範囲 7V～15V（公称9V）
• ユーザー側でダイナミック出力負荷をオンにして過渡応答を
 チェック
• 電圧トリム、リモート電圧検出、電圧追跡、電流共有などの
 アプリケーション機能をシミュレートするユーザーポテンショ
 メータ
• MPLAB® ICD 2 サポート
• RS-232 シリアルチャネル
• 詳しい情報についてはマイクロチップにお問い合わせくだ
 さい。

パッケージ内容
• dsPICDEM SMPS バック開発ボード
• 関連書類（CD）

必要条件
• MPLAB® IDE v7.40 以降
• MPLAB ICD 2
• MPLAB C30 v2.02 以降
• dsPICDEM SMPS バック開発ボード
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アプリケーション ライブラリ 16ビット デバイスのサポート 無償 備考
dsPIC30F dsPIC33F PIC24H PIC24F

dsPIC® DSC ソフトモデムライブラリ 有 予定 — — √ V.22bis および DTMF

dsPIC® DSC 音声認識ライブラリ 有 有 — —

dsPIC® DSC ノイズ抑制ライブラリ 有 有 — —

dsPIC® DSC 音響エコー抑制ライブラリ 有 有 — —

dsPIC® DSC ラインエコー抑制ライブラリ 有 有 — —

dsPIC® DSC 対称キー組み込み暗号ライブラリ 有 有 — —

トリプル DES/AES 暗号ライブラリ 有 有 有 有 √

dsPIC® DSC 非対称キー組み込み暗号ライブラリ 有 有 — —

dsPIC® DSC Speex 音声エンコード/デコードライブラリ 有 有 — —

PIC24/dsPIC® DSC G.711 音声エンコード/デコードライブラリ 有 有 有 有
dsPIC® DSC G.726A 音声エンコード/デコードライブラリ 有 有 — —

FAT 16 ファイルシステム 有 有 有 有 √

dsPIC® DSC DSP ライブラリ 有 有 — — √

PIC24/dsPIC® DSC 演算ライブラリ 有 有 有 有 √

PIC24/dsPIC® DSC 周辺装置ライブラリ 有 有 有 有 √

マイクロチップ TCP/IP スタック + ENC28J60 有 有 有 有 √

dsPICworks™ データ解析、DSP ソフトウェア 有 有 有 有 √

デジタルフィルタ設計ツール 有 有 — —

デジタルフィルタデザインライト 有 有 — —

PIC24/dsPIC® DSC 用 RTOS/CMX-RTX™ 有 有 有 有
PIC24/dsPIC® DSC 用 RTOS/CMX-Tiny+™ 有 有 有 有
PIC24/dsPIC® DSC 用 RTOS/CMX-Scheduler ™ 有 有 有 有 √

PIC24/dsPIC® DSC 用 TCP/IP–CMX-MicroNet™ 有 有 有 有
CANbedded (Vector) 有 問い合わせ要 問い合わせ要 —

OsCAN (Vector) 有 問い合わせ要 問い合わせ要 —

ソフトウェア アプリケーション 
ライブラリ

概要
豊富に揃った最新ソリューションライブラリセットで、さまざまなアプリケーション条件をサポートします。 ライブラリの概要、PIC24 マイ
クロコントローラ（MCU）と dsPIC デジタル シグナル コントローラ（DSC）デバイスのサポートについては次の表をご覧ください。 各ライ
ブラリの詳細は、本セクションで紹介します。

• 16ビット製品シリーズ用のライブラリ セット
• 必要なライブラリが一度にすべて揃うライブラリ
• 既製のライブラリ使用により開発時間を削減
• ライブラリにはロイヤルティなし。 一部のライブラリは、プロジェクト期間内一度ライセンス料金が発生するのみ。
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メモ：
1. データポンプモジュール、V.21、V.22、V.22bis、V.23、V.32bis、Bell 103 はアセンブリ
 言語で実行されます。 V.42、データポンプ、AT コマンド API は C 言語で実行されます。
2. V シリーズのデータ ポンプ プログラム/データ メモリは、内部コンポーネントを共有し 
 ているため、重複使用できません。
3. メモリサイズは、データポンプ、V.42、AT コマンドを組み合わせたアプリケーションは含 
 まれません。
4.  V.21/Bell 103、V.23 データポンプは V.42 は必要ありません。

                 パフォーマンス      
    アルゴリズム(1) データスピード ハーフ/フル プログラムデータ データメモリ(2, 3) メモリ(2, 3)                                            MIPS
        (Kbps) 双方向 モジュール (Kbytes) (Kbytes)

    V.21/Bell 103(4) 0.3 Full FSK 13 1.0     4.5

    V.22/V.22bis 1.2 Full PSK/QAM 22 1.7     7
     2.4

    V.23(4) 1.2 Half FSK 15 1.0     4.5
     0.6

    V.32 9.6 Full QAM/TCM 31 3.2     12
     4.8

    V.32bis 14.4 Full QAM/TCM 36 3.6     15
     12
     9.6
     7.2
     4.8
    V.42  —  14 2.0     1.5
    DP + V.42 API  —  7 1.2     —
    AT コマンド セット  —  8 0.15     —

dsPIC® DSC 
ソフト モデム ライブラリ

概要
dsPIC デジタル シグナル コントローラ（DSC）ソフトモデム 
ライブラリは、V.21、V.22、V.22bis、V.23、V.32、V.32bis モデム用
の ITU-T 準拠のアルゴリズムで構成されています。
V.21、V.23、Bell 103は FSK(周波数偏移変調)モデム、V.32、
V.32bis、V.22bis は QAM (直交振幅変調) モデムです。 V.22 
は QPSK （四位相偏移変調）、V.21、V.22、V.22bis、V.32、
V.32bis は 2線式全二重通信モデムになります。 75bps 逆方
向通信路で動作する場合の V.23 は、全二重通信モデムです。

アプリケーション例
dsPIC DSC ソフト モデム ライブラリは、小規模のトランザク
ションをベースにしたアプリケーションに適しています。 代表例を
以下に紹介します。
• POS 端末
• セット トップボックス
• ドロップ ボックス
• 防火パネル
• ネット回線によるホーム セキュリティ システム
• インターネット接続の電気、ガス、水道メーター
• インターネット接続の自動販売機
• スマート電化製品
• 工業用監視システム

内容
dsPIC DSC ソフト モデム ライブラリは、次の 2種類の基本ソフト
ウェア パッケージで構成されています。
• 完全ソースコード付の V.22bis/V.22
　 − V.22bis、V.22、V.23、V.21/Bell 103、DP、V.42 API、AT 
  コマンド セット付属
• オブジェクトコード形式の V.32bis/V.32
　 − V.32bis/V.32、V.22bis/V.22、V.23、V.21/Bell 103、  
  V.42、DP、V.42 API、AT コマンドセット付属
ライブラリは現在、シングルチャネルのデータ ポンプをサポート
しています。
いずれのライブラリも、V.21 までのフォールバック データポンプ
変調をサポートしています。 各データ モデム ライブラリは、アプ
リケーションへのリンクに必要なデータ ポンプのオブジェクト 
コード モジュールを含むライブラリ アーカイブを提供します。DAA/
AFE I/O ハードウェア コンポーネント ドライバ用の UART と
データ コンバータ インターフェース（DCI）は、アプリケーションに
リンクできるよう、アセンブリ ソースコードで記述されています。
ITU-T Recommendation V.42 には各ライブラリが付属していま
す。 V.42 は Link Acess Procedure for Modems（LAPM）と呼ば
れる High Level Data Link Control（HDLC）プロトコルを採用し、
モデムのエラー補正プロトコルを定義します。
データ ポンプ変調は、最適なコードサイズと実行時間を実現す
る ASM30 アセンブリコードで作成されています。 AT、V.42、デー
タポンプ API は MPLAB® C30 C コンパイラ言語をベースにして
います。 ライブラリには電子ドキュメントが付属していますので、
機能実行の際に参照してください。 AT、V.42、データポンプ
レイヤーに必要な API については、包括的なソフトモデムユーザー
ガイドに記載しています。 必要なライブラリ API を実行するサンプルデ
モプログラムを提供しています。

技術メモ：
V.21 は、毎秒 300 シンボルのシンボルレート、1080 ±100 Hz と 1750 ±100 Hz の中心周波数
をサポートします。 V.23 は、600 bps 進行方向通進路については 1500 ±200 Hz の中心周波
数、1200 bps 進行方向通信路については 1700 ±400 Hz で動作します。 V.23 の 75 bps 逆方
向通信路の中心周波数は 420 ±30 Hz です。
V.32 と V.32bis データモデムは、毎秒 2400 シンボルのシンボルレートで動作し、双方向とも搬
送周波数は 1800 Hz です。 V.32 と V.32bis は、4800 bps を除く全データ レートに Trellis コー
ド使用変調（TCM）を実行します。 V.32 には、コード化済みでない 9600 bps が含まれています。

データモデム機能と性能
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dsPIC® DSC 
音声認識ライブラリ

概要
dsPIC デジタル シグナル コントローラ（DSC）音声認識ライブ
ラリは、アメリカ英語の話者単語認識によるエンベデッドアプリ
ケーションのボイスコントロールを実行し、音声コマンドのセッ
トによりアプリケーションをコントロールします。 ライブラリは、
アメリカ英語を話す男女の統計データが組み込まれているため、
エンドユーザーのトレーニングが不要です。
このライブラリは、モデム機器、セキュリティパネル、携帯電
話などのハンズフリー製品のフロントエンドとして理想的です。 
dsPIC30F5011、dsPIC30F5013、dsPIC30F6012、
dsPIC30F6014 を対象とした音声認識ライブラリは、
容量の小さなメモリと処理要件を備えています。
ライブラリは、dsPIC30F データ変換インターフェースに接続さ
れたボイス コーデックの音声データをサンプリングします。 
データは 1回に 1フレームの処理を実行し、単語の終端を検知す
ると、受信した単語は HMM（隠れマルコフモデル）処理により
識別されます。 ライブラリはその単語を識別し、アプリケー
ションがそれに応答します。
音声認識アルゴリズムはアセンブリ言語で記述されており、パフ
ォーマンスを最適化し、RAM 使用量を最小限に抑えます。 API 
が適確に定義されているので、音声認識ライブラリを簡単に
アプリケーションに統合させることができます。 ライブラリ機能を
使用して、アプリケーションでの音声認識のオン/オフも簡単に
実行できます。 また、音声認識に割り込むことなく他のシステム
処理操作を実行することができます。
PC ベースの単語ライブラリ ビルダーを使用して、100個の共
通単語によるマスターライブラリからカスタムライブラリを作成
し、アプリケーションを音声でコントロールすることも可能です。
動作環境に合わせてノイズプロファイルを選択します。 ノイズプ
ロファイルは、ノイズ種類や信号ノイズ比（SNR）で構成されてい
ます。 ノイズ種類は 3種類のノイズ音源（自動車、オフィス、ホワ
イトノイズ）を組み合わせて指定し、SNR は 15 dB まで低減し
ます。 単語ライブラリ ビルダーはアプリケーション作成に使用
できるソースファイルを生成します。 これらのファイルには、ライ
ブラリが実行するデータ表が含まれています。

対象デバイス
•  dsPIC30F5011
•  dsPIC30F5013
•  dsPIC30F6012
•  dsPIC30F6012A
•  dsPIC30F6014
•  dsPIC30F6014A
•  dsPIC33FXXXX

特長
dsPIC30F 音声認識ライブラリは次のような特長を備えています。
•  アメリカ英語サポート
•  不特定話者単語認識
•  話者のデータトレーニングが不要
•  Hidden-Markov Model ベースの認識システム
•  認識時間 500 msec 未満
•  100 語の共通単語を組み込んだマスターライブラリ
 （dsPIC®DSC 音声認識ライブラリユーザーガイドで入手可能）
•  Windows®OS ベースのユーティリティを使ってマスター
  ライブラリからカスタムライブラリが作成可能
•  マスターライブラリへの新規単語追加可能（別途料金要）
•  データ表を外部メモリに保存
•  キーワードによるアクティブ化とサイレンス検知（オプション）
•  事前に定義したキーワードによるシステムのセルフテスト
 （オプション）
•  フレキシブルな API
•  MPLAB® C30 Language Tools に完全準拠
•  dsPIC® DSC 音声認識ライブラリユーザーガイドがライブ
  ラリに付属
•  dsPICDEM™ 1.1 汎用開発ボードに合わせて設計

リソース要件
•  サンプリング インターフェース： 12.0 kHz で動作する 
  Si-3000 オーディオ コーデック
•  システム動作周波数： 12.288/18.432/24.576 MHz
•  演算パワー： 8 MIPS
•  プログラムフラッシュメモリ： 18 KB + 1.5 KB
 （各ライブラリ単語）
•  RAM 3.0 KB 未満
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dsPIC® DSC 
ノイズ抑制ライブラリ

概要
dsPIC DSC デジタル シングル コントローラ（DSC）ノイズ抑制
（NS）ライブラリは、音声信号を妨害するノイズを抑制します。 
この機能は、マイクが周囲のノイズを拾うことにより音声入力に
妨害が生じる可能性のあるアプリケーションに便利です。 特に、
音響的に独立したノイズ リファレンスがないシステムに適してい
ます。
•  ハンズフリー携帯電話キット
•  スピーカーフォン
•  インターコム
•  電話会議システム
•  ヘッドセット
•  音声認識システムのフロント エンド
•  ノイズを除去する必要のあるマイクベースのアプリケーション
ノイズ抑制ライブラリはアセンブリ言語で記述され、dsPIC DSC
DSP 命令セットと最先端のアドレス指定モードを十分に活用で
きるよう最適化されています。 アルゴリズムによりデータのオー
バーフローを防ぎます。 アルゴリズムで必要なデータ構造のイニ
シャライズを実行する 「NoiseSuppressionInit」 関数や 
サンプリングした 16ビット音声データの 10 ms ブロックからノイ
ズを除去する 「NoiseSuppression」 関数を備えています。 
どちらの関数も十分な資料をそろえたアプリケーションプログラマ
インターフェース（API）により実行されます。
「NoiseSuppression」 関数は、主に周波数領域アルゴリズム
を使用しています。 データの 10 ms ブロックごとに高速フーリ
エ変換（FFT）を実行し、信号の周波数コンポーネントを分析し
ます。 つまり、信号セグメントが音声なのかノイズなのかを音声
アクティビティ検出（VAD）アルゴリズムを使用して判断するので
す。 NS アルゴリズムはノイズのプロファイルを維持し、VAD が
ノイズセグメントを検出するたびにアップデートを行います。 入
力信号の各周波数帯域は、周波数帯域に含まれるノイズの比率
によって縮小されるため、合成信号のノイズが大幅に抑制され
ます。 アルゴリズムがノイズの性質とレベルに変更を適用するの
で、別個のノイズリファレンス入力は必要ありません。
dsPIC DSC ノイズ抑制ライブラリは 8 kHz のサンプリング レー
トを使用しますが、サンプルレート変換機能を備えており、高い
サンプリング レート（9.6 kHz/11.025 kHz/12 kHz）に設定し
たライブラリとの相互利用が可能です。 変換機能を使用して、
高いサンプリング レートの入力信号を 8 Hz サンプルに変換し
ます。 同様に、ユーザープリケーションに合わせて、出力信号を 
8 kHz に上方変換することも可能です。

対象デバイス
•  dsPIC30F6014
•  dsPIC30F6014A
•  dsPIC30F6012
•  dsPIC30F6012A
•  dsPIC30F5013
•  dsPIC30F5011
•  dsPIC30F4013
•  dsPIC33FXXXGPXXX

特長
ノイズ抑制ライブラリは次のような特長を備えています。
•  C、またはアセンブリ言語のアプリケーションプログラムの
 いずれからも、関数の呼び出し可能
•  5つのユーザー関数
　 − NoiseSuppressionInit
　 − NoiseSuppression
　 − InitRateConverter
　 − SRC_upConvert
　 − SRC_downConvert
•  マイクロチップの MPLAB® C30 C コンパイラ、アセンブラ、  
 リンカーに完全準拠
•  シンプルなユーザー インターフェース - ライブラリ ファイ  
 ルとヘッダー ファイル各1個
•  DSP 命令セットと最新のアドレス指定モードを使用し、最適  
 化されたアセンブリ コード
•  オーディオ帯域幅： 8 kHz のサンプリング レートで
 0～4 kHz
•  10から 20 dB ノイズ抑制（ノイズ種類により異なる）
　 − 一部の音声録音は、ライブラリ評価に含まれるつぶやき、  
  車内、ホワイト、ナローバンドなどのノイズによって妨害
•  dsPIC®DSC ノイズ抑制ライブラリユーザーガイド付属
•  デモ用アプリケーション ソースコード
•  アクセサリキット： オーディオケーブル、ヘッドセット、オシ
 レ ータ、マイク、スピーカー、DB9 M/F RS-232 ケーブル、
 DB9M-DB9M ヌルモデムアダプタ付属。 ライブラリ評価に  
 使用

リソース要件
ノイズ抑制
演算要件：　　    3.3 MIPS
プログラム フラッシュメモリ：　7 KB
RAM：　　    1 KB

サンプルレート変換
演算要件：　    1 MIPS
プログラム フラッシュメモリ：　2.6 KB
RAM：　　    0.5 KB

メモ： ユーザープリケーションにより、データバッファ（アプリ
ケーション）に 1 KB から 1.5 KB の RAM を必要とする場合が
あります。
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dsPIC® DSC 
音響エコー抑制ライブラリ

概要
dsPIC DSC デジタルシングルコントローラ（DSC）音響エコー抑制
（AEC）ライブラリは話し手とマイクの間の音響パスで生成される
エコーを除去します。 この機能は、話し手とマイクの距離が近く、話し
手からマイクに送られる信号に影響を受けやすいため、わずらわし
いエコーを発生させやすい音声、または電話などのアプリケー
ションに最適です。 特に次のアプリケーションに適しています。
•  ハンズフリー携帯電話キット
•  スピーカー フォン
•  インターコム
•  電話会議システム
車内など狭い環境で使用されるハンズフリー電話の場合、このラ
イブラリは音響エコー除去の G.167 規格に完全準拠しています。
AEC ライブラリはすべてアセンブリ言語で記述され、dsPIC DSC 
DSP 命令セットと最先端のアドレス指定モードを十分に活用でき
るよう最適化されています。 また、アルゴリズムによりデータのオー
バーフローを防止し、アルゴリズムで必要なデータ構造のイニシャ
ライズを実行する 「AcousticEchoCancellerInit」 関数や 
サンプリングした 16ビット音声データの 10 ms ブロックから
エコーを除去する 「AcousticEchoCanceller」 関数を備えてい
ます。 この関数も十分な資料をそろえたアプリケーションプログラ
マインターフェース（API）から簡単に実行できます。
「AcousticEchoCanceller」 関数は主に時間領域アルゴリズム
を使用しています。 受信した遠端の音声サンプル（通常、電話線など
の通信経路から受信）は、FIR（有限インパルス応答）フィルタを使用
してフィルタリングされます。 このフィルタの係数は、近端の話し手と
マイクの間の音響パスのモデルに近くなるよう（例：エコーによって
パスが妨害されるなど）、NLMS（最小平均二乗）アルゴリズムを使用
し、適用されます。 VAD（音声アクティビティ検出）と DTD（ダブルト
ーク検出）アルゴリズムを使用して、遠端に音声がない場合や通信リ
ンクの両端（ダブルトーク）から同期音声がない場合、フィルタの係
数がアップデートされないよう動作します。 その結果、全二重通信の
間でもアルゴリズムが正しく機能します。 残留エコーを除去する場
合は、NLP（ノンリニア処理）アルゴリズムを使用します。
このライブラリでは 8 kHz のサンプリング レートを使用しています
が、サンプル レート変換機能を備えており、高いサンプリング レート
（9.6 kHz/11.025 kHz/12 kHz）に設定したライブラリとの相互利
用も可能です。 変換機能を使い、高いサンプリング レートの入力信
号を 8 Hz サンプルに変換します。 同様に、ユーザーのアプリケー
ションに合わせて、出力信号を 8 kHz に上方変換することも可能です。

特長
音響エコー抑制ライブラリは次のような特長を備えています。
•  C、またはアセンブリ言語のアプリケーションプログラムのどち
 らからでも関数の呼び出しが可能。
•  5つのユーザー関数
 − AcousticEchoCancellerInit
 − AcousticEchoCanceller
 − InitRateConverter
 − SRC_upConvert
 − SRC_downConvert
•  マイクロチップの MPLAB® C30 C コンパイラ、アセンブラ、
 リンカーに完全準拠
•  シンプルなユーザー インターフェース - ライブラリ ファイル  
 とヘッダ ファイル各 1個
•  DSP 命令セットと最新のアドレス指定モードを使用し、
 最適化されたアセンブリ コード
•  16/32/64 ms のエコー遅延、または “テールレングス” の
 エコー除去（設定可能）
•  車内アプリケーション時の G.167 仕様準拠に関してテスト済
•  オーディオ帯域幅：8 kHz のサンプリング レートで 0～4 kHz
•  収束速度： 最大 43 dB/秒　標準 30 dB/秒未満
•  エコー除去： 最大 50 dB　標準 40 dB 未満
•  同じ処理ブロックサイズ（10 ms）を使用するため、ノイズ
 抑制（NS）ライブラリと組み合わせて使用可能
•  dsPIC®DSC 音響エコー抑制ライブラリ ユーザーガイド付属
•  デモ用アプリケーション ソースコード
•  アクセサリ キット： オーディオケーブル、ヘッドセット、
 オシレータ、マイク、スピーカー、DB9 M/F RS-232 ケーブル、  
 DB9M-DB9M ヌルモデム アダプタ付属

対象デバイス
•  dsPIC30F6014
•  dsPIC30F6014A
•  dsPIC30F6012
•  dsPIC30F6012A

 エコーテール MIPS プログラム RAM
 レングス (ms)  フラッシュメモリ (KB) (KB)

 64 16.5 12        5.7
 32 10.5 12        3.4
 16 7.5 12        2.6

サンプルレート変換
演算要件：　    1 MIPS
プログラム フラッシュメモリ：　2.6 KB
RAM：　　    0.5 KB
メモ： ユーザープリケーションにより、データバッファ（アプリ
ケーション）に 2 KB から 2.5 KB の RAM を必要とする場合が
あります。

•  dsPIC30F5013 （最大 32 ms のエコー遅延用）
•  dsPIC30F5011 （最大 32 ms のエコー遅延用）
•  dsPIC33FXXXGPXXX
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dsPIC® DSC 
ラインエコー抑制ライブラリ

概要
ラインエコー制御ライブラリは、通信デバイスの送信器および
受信器間の電気パスに発生するエコーを除去します。 通常、テレ
フォンハイブリッドなどネットワークコンポーネントのインピーダン
スの不一致によって発生する信号の反響がエコーの原因です。
遠端で発生したライン エコーは、近端で感知できる耳ざわりな
エコーとなります。
ラインエコー抑制は、テレフォンハイブリッド経由で信号を送受
信する電話アプリケーションに適した機能です。 また、携帯電話
や VoIP（ボイスオーバーインターネットプロトコル）など、デジタ
ルネットワークアプリケーションにも適しています。 dsPIC デジ
タルシグナルコントローラ（DSC）ラインエコー抑制ライブラリは
遠端エコー（デモアプリケーション参照）の除去を目的としてい
ますが、ライブラリの機能は同様に近端エコーの除去にも適用
できます。
dsPIC デジタルシグナルコントローラ（DSC）ラインエコー抑制
ライブラリは、すべてアセンブリ言語で記述され、dsPIC DSC 
DSP 命令セットと最先端のアドレス指定モードを十分に活用で
きるよう最適化されています。 アルゴリズムによりデータのオー
バーフローを防止します。 アルゴリズムで必要なデータ構造の
イニシャライズを実行する「LineEchoCancellerInit」 関数
や サンプリングした 16ビット音声データの 10 ms ブロックか
らエコーを除去する「LineEchoCanceller」 関数を備えてい
ます。 どちらの関数も十分な資料をそろえたアプリケーションプ
ログラマインターフェース（API）から簡単に実行できます。
フレームサイズとエコーテールレングス（アルゴリズムがエコー
除去できるエコーの最大パス）の処理はどちらも、ヘッダーファイ
ルに定義した定数でユーザー側で設定できます。
「LineEchoCanceller」 関数は、主に時間領域アルゴリズム
を使用しています。 受信した近端の音声サンプル（通常、マイクな
どからサンプリング）は、FIR（有限インパルス応答）フィルタを使
用してフィルタリングします。 このフィルタの係数は、近端の送信
器と受信器の間の電気パスのモデルに近くなるように（例：テレ
フォンハイブリッド経由のパスなど）、NLMS（最小平均二乗）アル
ゴリズムを使用して適用されます。 オプションの DTD （ダブル
トーク検出）アルゴリズムを使用して、通信リンクの両端（ダブル
トーク）から同期音声がない場合、フィルタの係数がアップデート
されないようにします。 その結果、全二重通信の間でもアルゴリ
ズムが正しく機能します。 残留エコーを除去する場合は、オプシ
ョンの NLP（ノンリニア処理）アルゴリズムを使用します。

特長
ラインエコー抑制ライブラリは次のような特長を備えています。
•  シンプルなユーザーインターフェース - ライブラリファイル
 とヘッダーファイル各 1個
•  C、またはアセンブリ言語のアプリケーションプログラムの
 どちらからでも関数の呼び出しが可能
•  2つのユーザー関数
　 −　LineEchoCancellerInit
　 −　LineEchoCanceller
•  マイクロチップの MPLAB®C30 C コンパイラ、アセンブラ、
 リンカーに完全準拠
•  DSP 命令セットと最新のアドレス指定モードを使用し、最適  
 化されたアセンブリコード
•  16/32/64 ms のエコー遅延、または “テールレングス” の
 エコー除去（設定可能）
•  5/10/20 ms（設定可能）の音声処理間隔
•  デジタルネットワークエコー除去の G.187 仕様準拠に関し  
 てテスト済
•  オーディオ帯域幅：8 kHzのサンプリング レートで 0～4 kHz
•  収束速度： 最大 60 dB/秒　標準 30 dB/秒以上
•  エコー除去： 最大 70 dB　標準 40 dB 未満
•  同じ処理ブロックサイズ（10ms）を使用するため、ノイズ
 抑制（NS）ライブラリと組み合わせて使用可能
•  ライブラリの理解、実行を支援するユーザーガイド
•  デモ用アプリケーション ソースコード

対象デバイス
•  dsPIC30F6014
•  dsPIC30F6014A
•  dsPIC30F6012
•  dsPIC30F6012A
•  dsPIC30F5013 （最大 32 ms のエコー遅延用）
•  dsPIC30F5011 （最大 32 ms のエコー遅延用）
•  dsPIC33FXXXGPXXX

 エコーテール MIPS プログラム RAM
 レングス (ms)  フラッシュメモリ (KB) (KB)

 64 16 9  5.5
 32 10 9  3.5
 16 7 9  2.5

サンプルレート変換
演算要件：　    1 MIPS
プログラム フラッシュメモリ：　2.6 KB
RAM：　　    0.5 KB
メモ：ユーザープリケーションにより、データバッファに 1 KB 
の RAM を必要とする場合があります。
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メモ： 
1. ラッパー関数は、関連するアルゴリズム（AES、TDES）によって基本暗号化または/および暗号解除関数と組み合わせて使用します。
2. ライブラリ関数はすべてスタックを使用し、入力と出力メッセージ バッファを呼び出しアプリケーションで設定する必要があります。 スタック使用は RAM の 60 バイト未満です。
3. AES と T-DES データ レートは、データのシングル ブロックに対する基本暗号化と暗号解除関数を実行する平均データレートを指しています。
4.  表に示したデータ レートはすべて、デバイスが 30 MIPS で動作すると仮定して算出したものです。

暗号化アルゴリズム 仕様 暗号化関数 (2) コード サイズ (バイト) データレート(4) (K バイト/秒)

RNG ANSI X9.82, FIPS 180-2 決定ビット乱数ジェネレータ 1353 —

SHA-1 FIPS 180-2 セキュア ハッシュ アルゴリズム – 160ビット 909 423

MD5 RFC 1321 メッセージ ダイジェスト – 128ビット 1428 656

T-DES FIPS 46-3 ベーシック暗号化/暗号解除 8892 49 (3)

FIPS 46-3 ECBWrapper (1) 123

NISTSP 800-38A CBCWrapper (1) 903

NISTSP 800-38A CTRWrapper (1) 348

AES (128ビット) FIPS 197 ベーシック暗号化 2505 232 (3)

FIPS 197 ベーシック暗号解除 2895

FIPS 197 ECBWrapper (1) 234

FIPS 113 CBC-MAC Encryption Wrapper (1) 663

NISTSP 800-38A CBC Decryption Wrapper (1) 357

NISTSP 800-38A CTRWrapper (1) 348

IEEE 802.11i CCMWrapper (1) 930

dsPIC® DSC
対称キー組み込み暗号ライブラリ

概要
dsPIC デジタル シグナル コントローラ（DSC）プラットフォームで
構築したエンベデッド アプリケーションに信頼のセキュリティ
ソリューションを約束します。 このソリューションは、対称キー/非対称
キー組み込み暗号という 2つのライブラリで構成されるものです。
対称キーライブラリは次のような特長を備えています。
•  ハッシュ関数
　 − SHA-1 セキュア ハッシュ スタンダード
　 − MD5 メッセージ ダイジェスト
•  対称キー/非対称キー関数
　 − AES（アドバンス エンクリプション スタンダード）
　 − Triple-DES（トリプル データ エンクリプション アルゴリズム）
•  乱数生成関数
　 − 決定的ビット乱数生成 ANSI X9.82

代表的なアプリケーション
このライブラリがサポートするアルゴリズムは、ウェブサイト アク
セス、Eメール、セキュアXML処理、VPN（バーチャル プライベート 
ネットワーク）などの大規模な暗号化アプリケーションで現在、
業界スタンダードとされているものです。 また、IETF（Internet 
Engineering Task Force）や FIPS（Federal Information 
Processing Standard）、Ipsec などの標準化推進団体も
これらのアルゴリズムを推奨しています。 このライブラリのアプリ
ケーション例を示します。
•  モバイル/ワイヤレス デバイス、PDA
•  セキュア バンキング
•  セキュアな Web トランザクション
　 − SSL（セキュア ソケット レイヤ）
　 − TLS（トランスポート レイヤ セキュリティ）
　 − S/MIME
•  ZigBee™ テクノロジーなどモニタ コントロール アプリケーション
•  スマート カードリーダ/トラスト カードリーダ

アプリケーション例（続き）
•  敵味方識別
•  TCG と NGSCB PC で相互利用できるセキュアデバイスや
 周辺装置
TCG（Trusted Computing Group）とマイクロソフトの NGSCB（Next Generation Secure Computing Base）
はいずれも RSA とTriple-DES を指定しています。 RSA などの非対称キーソリューションは dsPIC DSC
非対称キー組み込み暗号ライブラリに採用されています（SW300055）。

特長
•  C 言語で呼び出し可能な MPLAB® ASM 30 アセンブリ
 言語で開発されたライブラリ関数
•  スピード、コード サイズ、RAM 使用量を最適化
　 − RAM使用量 60 バイト未満
•  適用規格準拠のため、ライブラリ関数は広範囲にわたって
 テスト済
•  対称キー暗号/暗号解除機能は複数の動作モードをサポート
　 − ECB（電子コードブロック）モード
　 − CBC-MAC（暗号ブロックチェーンとメッセ-ジ認証）モード
　 − カウンタ（Counter）モード
　 − CBC-MAC とカウンタ(CCM)モードの組み合わせ
•  包括的な dsPIC® DSC 組み込み暗号ライブラリユーザー
 ガイドでライブラリ関数に必要な API について解説
•  各ライブラリ関数についての使用例を紹介

スタートアップ
•  www.microchip.com の dsPIC DSC 対称暗号キー組み込
 みライブラリに関する Web ページににアクセスします。
•  マイクロチップの Web サイトから dsPIC DSC 暗号組み込
 みライブラリ ユーザーガイドをダウンロードします。
•  パーツ番号 SW300050 を購入します。
•  非対称キー暗号ライブラリのサポートが必要な場合、
 www.microchip.com にアクセスし、必要な情報を確認
 してください。

暗号化関数
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暗号化アルゴリズム 仕様 暗号化関数 (1) コード サイズ
(バイト)

データレート (2)

(K バイト/秒)

T-DES FIPS 46-3 ベーシック暗号化/暗号解除 7500 19.8 (16 MIPs)
37.2 (30 MIPs)

AES (128ビット) FIPS 197 ベーシック暗号化 3018 74.1 (16 MIPs)
138.9 (30 MIPs)

トリプル DES/AES
暗号化ライブラリ

アプリケーション例 （続き）
• ZigBee™ テクノロジーなどモニタ コントロール 
 アプリケーション
• スマート カードリーダ/トラスト カードリーダ
• 敵味方識別
• TCG と NGSCB PC で相互利用できるセキュア デバイスや  
 周辺装置
TCG（Trusted Computing Group）とマイクロソフトの NGSCB（Next Generation Secure Computing Base）
はいずれも RSA とTriple-DES を指定しています。 RSA などの非対称キーソリューションは dsPIC DSC
非対称キー組み込み暗号ライブラリに採用されています（SW300055）。

特長
• スピード、コード サイズ、RAM 使用量を最適化
• 適用規格準拠のため、ライブラリ関数をテスト済
• API について説明したアプリケーション ノート
• 各ライブラリ関数についての使用例を紹介

スタートアップ
• www.microchip.com の dsPIC DSC 対称暗号キー組み込  
 みライブラリに関する Web ページににアクセスします。
• マイクロチップの Web サイトから dsPIC DSC 暗号組み込  
 みライブラリ ユーザーガイドをダウンロードします。
• パーツ番号 SW300050 を購入します。
• 非対称キー暗号ライブラリのサポートが必要な場合、
 www.microchip.com にアクセスし、必要な情報を確認
 してください。

概要
16ビット マイクロコントローラ プラットフォームで構築したエン
ベデッド アプリケーションに信頼のセキュリティ ソリューション
を約束します。 このソリューションは、シングル ライブラリで提供
されますが、対称キー暗号化/暗号解除関数 AES（アドバンス 
エンクリプション スタンダード）と Triple-DES（トリプル データ 
エンクリプションアルゴリズム）を備えています。
対称キーライブラリは次のような特長を備えています。
• ハッシュ関数
　 − SHA-1 セキュア ハッシュ スタンダード
　 − MD5 メッセージ ダイジェスト
• 対称キー/非対称キー関数
　 − AES（アドバンス エンクリプション スタンダード）
　 − Triple-DES（トリプル データ エンクリプション アルゴリズム）
• 乱数生成関数
　 − 決定的ビット乱数生成 ANSI X9.82

アプリケーション例
このライブラリがサポートするアルゴリズムは、ウェブサイト アク
セス、Eメール、セキュア XML 処理、VPN（バーチャル プライベー
ト ネットワーク）などの大規模な暗号化アプリケーションで現在、
業界スタンダードとされているものです。 また、IETF（Internet 
Engineering Task Force）や FIPS（Federal Information 
Processing Standard）、Ipsec などの標準化推進団体もこれ
らのアルゴリズムを推奨しています。 このライブラリのアプリ
ケーション例を示します。
• モバイル/ワイヤレスデバイス、PDA
• セキュア バンキング
• セキュアな Web トランザクション

メモ： 
1. ラッパー関数は、関連するアルゴリズム（AES、TDES）によって基本暗号化または、暗号解除関数と組み合わせて使用します。
2. AES と T-DES データレートは、データのシングル ブロックに対する基本暗号化と暗号解除関数を実行する平均データレートを示します。

暗号化関数



DS01033B_JP-23www.microchip.com

暗号化アルゴリズム 仕様 暗号化関数 (1) セキュリティ強度 (バイト) コード サイズ(2) (バイト)

主要関数

RSA PKSC#1 v1.5 暗号化/暗号解除 1024, 2048 2574

RSA PKSC#1 v1.5 署名/確認 1024, 2048 2658

Diffie-Hellman PKCS#3 キー共有 1024, 2048 2067

DSA FIPS 186-2 署名/確認 1024 4341

補助関数

整数演算(3) – ベーシック暗号化 –
–
–

927
495
552

Deterministic ANSI X9.82 演算関数 – 1353

SHA-1 FIPS 180-2 セキュア ハッシュ アルゴリズム 160 912

MD5 RFC 1321 メッセージ ダイジェスト MD5 128 1428

dsPIC® DSC 
非対称キー組み込み暗号ライブラリ

アプリケーション例 （続き）
• 敵味方識別
• TCG と NGSCB PC で相互利用できるセキュアデバイスや
 周辺装置
TCG（Trusted Computing Group）とマイクロソフトの NGSCB（Next Generation Secure Computing Base）
はいずれも RSA とTriple-DES を指定しています。 RSA などの非対称キーソリューションは dsPIC DSC
非対称キー組み込み暗号ライブラリに採用されています（SW300050）。

実行時間
dsPIC DSC が最大 40 MIPS で動作している場合、1024ビッ
トのモジュールに対する平均実行時間は以下の通りです。
• RSA 暗号化・確認関数は 17ビットの指数に対し、
 5.25 ms 内に実行
• RSA 暗号解除・署名関数は 17ビットの指数に対し、
 114 ms 内に実行
• DSA 署名関数は 60 ms 内に実行
• DSA 確認関数は 114 ms 内に実行
• Diffie-Hellman キー共有の実行時間
 − 160ビットのキーの場合 59 ms 以内
 − 1024ビットのキーの場合 366 ms 以内

特長
• C 言語で呼び出し可能な MPLAB® ASM 30 アセンブリ
 言語で開発されたライブラリ関数
• スピード、コード サイズ、RAM 使用量を最適化
　 − RAM 使用量 100バイト未満
• 適用規格準拠のため、ライブラリ関数は広範囲にテスト済
• 包括的な dsPIC® DSC 組み込み暗号ライブラリユーザー
 ガイドでライブラリ関数に必要なAPIについて解説
• 各ライブラリ関数についての使用例

スタートアップ
• www.microchip.com の dsPIC DSC 対称暗号キー組み込  
 みライブラリに関する Web ページににアクセスします。
• マイクロチップの Web サイトから dsPIC DSC 暗号組み込  
 みライブラリユーザーガイドをダウンロードします。
• パーツ番号 SW300050 を購入します。
• 非対称キー暗号ライブラリのサポートが必要な場合、
 www.microchip.com にアクセスし、必要な情報を確認
 してください。

概要
dsPIC デジタルシグナルコントローラ（DSC）プラットフォームで
構築したエンベデッド アプリケーションを対象としたセキュリ
ティ ソリューションを提供します。 このソリューションは、対称
キー/非対称キー組み込み暗号という 2つのライブラリで構成され
ます。
非対称キーライブラリは次のコードを実行します。
• 公開キー暗号/暗号解除方式関数
 − RSA（1024/2048 ビット）
• キー共有プロトコル
 − Diffie-Hellman（1024/2048ビット）
• 署名と検証
 − DSA（1024ビット）
 − RSA（1024/2048ビット）
• ハッシュとメッセージダイジェスト関数
 − SHA-1、MD5
• 乱数生成関数（RNG）
 − ANSI X9.82

アプリケーション例
このライブラリがサポートするアルゴリズムは、ウェブサイト
アクセス、Eメール、セキュア XML 処理、VPN（バーチャルプライ
ベートネットワーク）などの大規模な暗号化アプリケーションで
現在、業界スタンダードとされているものです。 また、IETF（Internet 
Engineering Task Force）や FIPS（Federal Information 
Processing Standard）、Ipsec などの標準化推進団体もこれ
らのアルゴリズムを推奨しています。 このライブラリのアプリ
ケーション例を示します。
• モバイル/ワイヤレスデバイス、PDA
• セキュア バンキング
• セキュアな Web トランザクション
 − SSL（セキュア ソケット レイヤ）
 − TLS（トランスポート レイヤ セキュリティ）
 − S/MIME
• ZigBee™ テクノロジーなどモニタ コントロール 
 アプリケーション
• スマート カードリーダ/トラスト カードリーダ
暗号化関数

メモ：
1. ライブラリ関数はすべてスタックを使用し、入力と出力メッセージ バッファを呼び出しアプリケーションで設定する必要があります。スタック使用は RAM の 100 バイト未満です。
2. 複数の主要関数をアプリケーションに使用する場合、ライブラリが要求するコード サイズは各主要関数のコード サイズの合計未満になります。 たとえば、RSA 署名/確認関数と Diffie-Hellman キー共有関数がアプリケーションに使用される場合、
 リンクされるライブラリ コード サイズは 3246 バイトで、合計（2658 + 2067）バイト数より小さくなります。
3. dsPIC30F6010/6011/6012/6013/6014 デバイスは 整数演算算術パッケージ（およびライブラリ）と組み合わせた使用はできませんが、dsPIC30F601XA デバイスなどその他の dsPIC DSC デバイスはこのライブラリをサポートしています。
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概要
dsPIC デジタル シグナル コントローラ（DSC）Speex 音声エン
コード/デコード ライブラリは、高品質の音声圧縮、解凍を実行
します。 このライブラリは、dsPIC DSC シリーズ専用に作成され
た Speex 音声コーダの改訂版で、16:1の圧縮レートを実現し
ます。 エンコーディングには、一般評価の高い CELP（コード励振
線形予測）を使用しています。 CELP は、性能と複雑な演算の
トレードオフがあります。
このライブラリは半二重システムと全二重システムに適しており、
コンパクトな占有面積と低出力データレートにより、暗号化した
音声の保存が必要な再生専用アプリケーションに理想的です。
•  留守番電話
•  ビル・ホーム セキュリティ システム
•  インターコム
•  スマート電化製品
•  ボイスレコーダ
•  トランシーバ
•  メッセージ再生を使用するアプリケーション
プログラムの大部分をアセンブリ言語で作成した Speex 音声
エンコード/デコード ライブラリは、演算機能を最適化し、RAM 使
用量を最小限に抑えています。 適切に定義された API によりア
プリケーションへの統合も簡単に実現できます。
フレキシブルなアナログ インターフェースで、設計に複数のオプ
ションがあります。 音声エンコーダは、外部コーデック、または
オンチップの 12ビット ADC（アナログ-デジタルコンバータ）のいず
れかを使用して 8 kHz で音声をサンプリングします。 音声デコ
ーダの場合は、デコードされた音声を外部コーデック、または
オンチップの PWM（パルス幅変調）で再生します。 圧縮した再生用
の音声の保存には、音声データの 1秒につき約 1 K バイトのメ
モリが必要です。
PC ベースの音声エンコーダ ユーティリティ プログラム（上図を
参照）は再生用の暗号化された音声ファイルが作成されます。
暗号化された音声ファイルは PC のマイクによる録音、あるいは
既存の WAV ファイルから生成されます。 暗号化音声ファイルが
作成されると、通常のソースファイルと同じように MPLAB®IDE 
プロジェクトに追加され、アプリケーションに組み込まれます。
音声エンコーダ ユーティリティでは、プログラム メモリ、データ
EEPROM、RAM、外部フラッシュメモリの 4つのメモリエリアに音
声ファイルを保存します。 外部フラッシュメモリは長時間ファイル
（1分間の音声データには 60 KB のメモリが必要）を保存でき、
dsPIC DSC 汎用 I/O ポートでサポートされています。

リソース要件
エンコーダ
•  サンプリング インターフェース： Si-3000 オーディオ 
 コーデック、または 12ビット ADC
•  演算処理能力： 19 MIPS
•  プログラム フラッシュ メモリ： 33 KB
•  RAM*: 5.4 KB（1.2 KB）
デコーダ
•  再生インターフェース： Si-3000オーディオ コーデック、
 または PWM
•  演算処理能力： 3 MIPS
•  プログラム フラッシュ メモリ： 15 KB
•  RAM*: 3.4 KB
* 全二重方式サポートには、6.8 KB の RAM が必要。

dsPIC® DSC 
Speex 音声エンコード/デコード ライブラリ

特長
音声エンコード/デコードライブラリは次のような特長を備えて
います。
•  サンプルレート： 8 kHz 固定
•  出力レート： 8 kbps 固定
•  PESQ ベースの平均オピニオン評点： 3.7～4.2（5点中）
•  A-law、または μ-law をベースとしたコード方式
•  2種類のアナログ入力インターフェース - コーデック、または  
 オンチップ ADC
•  2種類のアナログ出力インターフェース - コーデック、または  
 オンチップ PWM
•  VAD（音声アクティビティ検出）オプション
•  再生専用アプリケーションの場合、音声エンコーダ ユーテ
 ィリティを使用するメリットが大きい： PC のマイクによる
 録音、または WAV ファイルを使用して、デスクトップで暗号  
 化音声ファイルを作成可能
•  圧縮音声データを保存する場合、1秒につき 1 KB のメモリ  
 が必要
•  長時間音声サンプル再生をオフチップでサポート
•  マイクロチップの MPLAB® C30 Language ツールに完全準拠
•  ライブラリの利用に役立つ dsPIC DSC 音声エンコード/
 デコード ライブラリのユーザーガイド（DS70154）
•  dsPICDEM™ 1.1 汎用開発ボードでの起動（実行）を想定
 した設計

対象デバイス
エンコーダ    デコーダ
•  dsPIC30F6014   •  dsPIC30F6014
•  dsPIC30F6014A   •  dsPIC30F6014A
•  dsPIC30F6013   •  dsPIC30F6013
•  dsPIC30F6013A   •  dsPIC30F6013A
•  dsPIC30F6012   •  dsPIC30F6012
•  dsPIC30F6012A   •  dsPIC30F6012A
•  dsPIC30F6011   •  dsPIC30F6011
•  dsPIC30F6011A   •  dsPIC30F6011A
•  dsPIC33FJXXXGPXXX   •  dsPIC30F5013
      •  dsPIC30F5011
      •  dsPIC33FJXXXGPXXX
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概要
PIC24/dsPIC®デジタル シグナル コントローラ（DSC）G.711 
音声エンコード/デコード ライブラリで、高品質の音声圧縮、
解凍が実行できます。 このライブラリは、dsPIC DSC で 
ITU-T G.711 規格を実行したものです。採用の暗号化アルゴリズム
は、A-law、または μ-law いずれかの圧伸方式（ユーザー側で選
択可能）で、2:1 の圧縮比を実現します。 G.711 が使用する
演算リソースは最小で、正確に定義された API によりアプリケー
ションへの統合も容易に実現できます。

G.711 ライブラリは半二重システムと全二重システムにも使用
できますが、高い出力データレートにより、暗号化した音声の
保存が不要な全二重式通信アプリケーションに最適です。
•  インターコム
•  緊急用電話
•  トランシーバ
•  携帯用ハンズフリー キット
•  デジタルラジオ
•  VOIP 電話
フレキシブルなアナログ インターフェースで、設計に複数のオプ
ションがあります。 音声エンコーダは、外部コーデック、または
オンチップの 12ビット アナログ デジタル コンバータのいずれ
かを使用して 8 kHz で音声をサンプリングします。 音声デコー
ダの場合は、デコードされた音声を外部コーデック、またはオン
チップの PWM（パルス幅変調）で再生します。 圧縮した再生用
音声の保存には、音声データの 1秒につき 8 K バイトのメモリ
が必要です。

PC ベースの音声エンコーダ ユーティリティ プログラムでは、
再生用のエンコード化された音声ファイルが作成されます。 
暗号化された音声ファイルは、PC のマイクによる録音、ある
いは既存の WAV ファイルから作成されます。 エンコード音声
ファイルが作成されると、通常のソースファイルと同じように 
MPLAB® IDE プロジェクトに追加され、アプリケーションに組
み込まれます。

リソース要件
全二重方式
演算処理能力：　      1 MIPS
プログラム フラッシュ メモリ：　 3 KB

PIC24/dsPIC® DSC 
G.711 音声エンコード/デコード ライブラリ

特長
G.711 音声エンコード/デコードライブラリは次のような特長
を備えています。
•  サンプルレート： 8 kHz 固定
•  出力レート： 64 kbps 固定
•  PESQ ベースの平均オピニオン評点： 4.3～4.5（5点中）
•  A-law、または μ-law をベースとしたコード方式
•  2種類のアナログ入力インターフェース - コーデック、または  
 オンチップ ADC
•  2種類のアナログ出力インターフェース - コーデック、または  
 オンチップ PWM
•  再生専用アプリケーションの場合、音声エンコーダ ユー
 ティリティを使用するメリットが大きい。 PC のマイクによる
 録音、または WAV ファイルを使用して、デスクトップで暗号  
 化音声ファイルを作成可能
•  圧縮音声データを保存する場合、1秒につき 8 KB のメモリ  
 が必要
•  マイクロチップの MPLAB® C30 C Compiler Language 
 ツールに完全準拠
•  ライブラリの利用に役立つ PIC24/dsPIC DSC G7.11 
 音声エンコード/デコード ライブラリのユーザーガイド
•  dsPICDEM™ 1.1 汎用開発ボードでの実行を想定した設計

対象デバイス
•  PIC24HJXXXGPXXX •  dsPIC30F6012A
•  PIC24FJXXXAXXX  •  dsPIC30F6011
•  dsPIC30F6014  •  dsPIC30F5011A
•  dsPIC30F6014A  •  dsPIC30F5013
•  dsPIC30F6013   •  dsPIC30F5011
•  dsPIC30F6013A •  dsPIC33FXXXGPXXX
•  dsPIC30F6012
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概要
PIC24/dsPIC® デジタル シグナル コントローラ（DSC）
G.726A 音声エンコード/デコード ライブラリは、高品質の音
声圧縮、解凍を実行します。このライブラリは、dsPIC DSC で
ITU-T G.726 規格（Annex A）を実行したものです。 暗号化アル
ゴリズムとして、ADPCM（適応的差分パルス符号変調）を採用し
ています。 40、32、24、16 kbps の出力データレートに応じて、
圧縮比を 3.2:1、4:1、5.33:1、8:1 のいずれかに設定できます。 
2:1 の圧縮比を実現します。正確に定義された API によりアプ
リケーションへの統合も簡単に実現できます。

G.711 ライブラリは半二重システムと全二重システムに使用で
きます。 アプリケーション例は次の通りです。
•  インターコム
•  緊急用電話
•  トランシーバ
•  携帯用ハンズフリー キット
•  デジタルラジオ
•  VOIP 電話
•  ビル・ホーム セキュリティ システム
•  スマート電化製品
•  ボイスレコーダ
•  留守番電話
フレキシブルなアナログ インターフェースで、設計に複数のオプ
ションがあります。 音声エンコーダは、外部コーデック、または
オンチップの 12ビット ADC（アナログ デジタル コンバータ）の
いずれかを使用して 8 kHz で音声をサンプリングします。 音声
デコーダの場合は、デコードされた音声を外部コーデック、また
はオンチップの PWM（パルス幅変調）で再生します。 圧縮した
再生用の音声の保存には、音声データの 1秒につき 8 K バイト
のメモリが必要です。

PC ベースの音声エンコーダ ユーティリティ プログラムからは、
再生用の暗号化された音声ファイルが作成されます。 暗号化
された音声ファイルは PC のマイクによる録音、あるいは既存の 
WAV ファイルから作成されます。 エンコード音声ファイルが作
成されると、通常のソース ファイルと同様に MPLAB® IDE プロ
ジェクトに追加され、アプリケーションに組み込まれます。

リソース要件
演算処理能力：　      15 MIPS
プログラム フラッシュ メモリ：　 6 KB
データ RAM：      4 KB（標準）

dsPIC® DSC 
G.726A 音声エンコード/デコード ライブラリ

特長
G.726A 音声エンコード/デコードライブラリは次のような特長
を備えています。
•  サンプルレート： 8 kHz 固定
•  ユーザー設定の出力レート： 40、32、24、16 kbps
•  PESQ ベースの平均オピニオン評点： 4.3～4.5（5点中）
•  ADPCM（適応的差分パルス符号変調）をベースとしたコー
 ド方式
•  2種類のアナログ入力インターフェース - コーデック、または  
 オンチップ ADC
•  2種類のアナログ出力インターフェース - コーデック、または  
 オンチップ PWM
•  再生専用アプリケーションの場合、音声エンコーダ ユー
 ティリティを使用するメリットが大きい。 PC のマイクによる
 録音、または WAV ファイルを使用して、デスクトップで暗号  
 化音声ファイルを作成可能
•  圧縮音声データを保存する場合、1秒につき 5、4、3、2 KB   
 いずれかのメモリが必要
•  ロイヤルティフリー、ライセンス料金の支払いは一度のみ
•  ライブラリの利用に役立つ dsPIC®DSC G726A 音声エン  
 コード/デコード ライブラリのユーザーガイド
•  dsPICDEM™ 1.1 汎用開発ボードでの起動（実行）を想定
 した設計

対象デバイス
•  dsPIC30F6014 •  dsPIC30F6012A
•  dsPIC30F6014A •  dsPIC30F6011
•  dsPIC30F6013 •  dsPIC30F6011A
•  dsPIC30F6013A •  dsPIC30F5013
•  dsPIC30F6012 •  dsPIC30F5011
  •  dsPIC33FXXXGPXXX
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FAT 16
ファイル システム ライブラリ

概要
エンベデッド システムにおけるフラッシュ系メディアカード
（リムーバブル タイプ）の使用は、業界標準になりつつあります。メガ
バイト単位の価格は急速に下落する一方でメモリのサイズは肥
大化し、コスト パフォーマンスの高い大容量のメモリ ストレー
ジを設計者に提供しています。 フォントやビットマップなど、
データ ログ、またはサイズの大きなデータブロックの復旧が必要な
アプリケーションには、フラッシュメモリカードが最適です。

FAT 16 ファイル システム ライブラリを使用して、最大 2ギガバ
イトのフラッシュ系メディアカード（リムーバブル タイプ）を簡単
にアプリケーションに組み込むことができます。 モジュール式の
ライブラリで、形式は C 言語ソースで、アプリケーションへの組
み込みも簡単に実現できます。 Fopen、fread、fwrite、fseek な
ど、標準 FAT 16 関数をすべて実行するには 16 K バイトのプ
ログラム メモリが必要です。 また、ヒープ、読み書き、バッファ、
ディスク構築などの作業には 1.5 K バイトの RAM が必要です。

ソース コードは無償ですが、マイクロソフト社に問い合わせの
上、FAT 16 ファイル システム使用ライセンスを取得してくだ
さい。

特長
FAT 16 ファイル システムは次のような特長を備えています。
•  無償でマイクロチップのマイクロ コントローラで使用可能
•  PIC18、PIC24、dsPIC® DSC 製品に移植可能
•  MPLAB C18 C コンパイラおよび MPLAB C30 C コンパイ 
 ラをサポート
•  SD/MMC、および Compact フラッシュメモリ カードを
 サポート
•  最大 2GB までサポート
•  SD/MMC PICtail™ Plus ドーター ボード（AC164122）と 
 リリース予定の Compact フラッシュ PICtail Plus ドーター  
 ボードをサポート
•  プログラム メモリ 16 K バイト、RAM 1.5 K バイト
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関数 サイクルカウント
方程式 条件*

サイク
ル数

40 MIPSで
の実行時間

Complex FFT** — N=64 3739 93.5 s

Complex FFT** — N=128 8485 212.1 µs

Complex FFT** — N=256 19055 476.4 µs

Single Tap FIR — — 1 25 ns

Block FIR 53+N(4+M) N=32, M=32 1205 30.2 µs

Block FIR Lattice 41+N(4+7M) N=32, M=32 7337 183.5 µs

Block IIR Canonic 36+N(8+7S) N=32, S=4 1188 29.7 µs

Block IIR Lattice 46+N(16+7M) N=32, M=8 2350 58.7 µs

Matrix Add 20+3(C*R) C=8, R=8 212 5.3 µs

Matrix Transpose 16+C(6+3(R-1)) C=8, R=8 232 5.8 µs

Vector Dot Product 17+3N N=32 113 2.9 µs

Vector Max 19+7(N-2) N=32 229 5.7 µs

Vector Multiply 17+4N N=32 145 3.6 µs

Vector Power 16+2N N=32 80 2.0 µs

*C=#列  N=サンプル  M=#タップ  S=#セクション  R=#行 
**Complex FFT ルーチンはオーバーフローを防止

1サイクル = 25ナノセカンド @ 40 MIPS

dsPIC® DSC
DSP ライブラリ

概要
dsPIC デジタル シングル コントローラ（DSC）DSP ライブラリ
では、一般的なデジタル信号処理アプリケーションに速度最
適化関数を提供しています。 dsPIC DSC DSP ライブラリは、
C 言語でコード化された同じ関数と比較すると、圧倒的に優れ
たパフォーマンスを実現し、設計者にとって大幅な開発時間の
短縮が可能になります。 dsPIC DSC DSP ライブラリは、どの 
dsPIC DSC 改良型でも組み合わせて使用できます。

dsPIC DSC DSP ライブラリの大部分はアセンブリ言語で記述
され、dsPIC DSC DSP 命令セット、XおよびYメモリアドレス
指定、モジュロ アドレス指定、ビット逆順アドレス指定、9.31 
サチュレーション、REPEAT/DO ループなどのハードウェア リソース
を最大限に活用できます。

dsPIC DSC DSP ライブラリは次の演算を実行します。
•  ベクトル演算
•  行列演算
•  フィルタ演算
•  変換演算
•  Window®演算

特長
DSC DSP ライブラリは次の特長を備えています。
•  合計 49 の関数
•  マイクロチップの MPLAB® C30 C コンパイラ、アセンブラ、
 リンカーに完全準拠
•  シンプルなユーザー インターフェース - ライブラリ 
 ファイルとヘッダー ファイル各 1個
•  C、またはアセンブリの両言語から呼び出し可能な関数
•  FIR フィルタ関数は lattice、decimating、interpolating、
 LMS フィルタをサポート
•  FIR および IIR 関数は dsPIC DSC デジタル フィルタ設計
 ツールで生成されたフィルタ ファイルと組み合わせて使用
 可能
•  変換関数は配置済み、および配置外 DCT、FFT、IFFT 変換を
 サポート
•  Window 演算は Bartlett、Blackman、Hamming、Hanning、
 Kaiser ウィンドウをサポート
•  プログラム スペース表示をサポート
•  レジスタ使用、サイクル カウント、関数サイズ情報など完全
 な関数プロファイル情報

対象デバイス
•  dsPIC DSC シリーズの全プロセッサ

関数実行時間
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特長
•  MPLAB C30、または PIC24/dsPIC DSC アセンブリ言語の  
  双方から呼び出し可能
•  関数は IEEE-754 準拠で、signed zero、signed infinity、  
  NaN（非数）、denormal をサポート。「round-to-nearest
 （近似値への丸め）」モードで動作
•  www.microchip.com で無償ダウンロードできる 
  MPLAB ASM30、および MPLAB LINK30 と互換
•  合計のライブラリメモリ使用量 

(1,2)

　 − コード サイズ：　 5250バイト
　 − データ サイズ：　 4バイト

対象デバイス
•  PIC24/dsPIC DSC

メモ
1.  MPLAB C30 コンパイラ（SW006012）のバージョン  
  1.20 を使用した場合です。
2. 全関数をロードした場合の最大メモリ使用量です。 多数の
  アプリケーションでの使用量は記載された数値より少なく
  なります。
3. ここに記載されたすべてのパフォーマンス統計は、32ビット
  IEEE754 浮動小数点入出力データ タイプを示します。
4. 記載のパフォーマンスは浮動小数点演算実行に必要な命令
  サイクル数の平均を示しています。

関数グループ 関数 パフォーマンス
(サイクル) (1, 3, 4) 

基本浮動小数点

加算 122

減算 124

乗算 109

除算 361

剰余 385

三角関数と双曲線

acos 478

asin 363

atan 696

atan2 3206

cos 3249

sin 2238

tan 2460

cosh 1049

sinh 525

tanh 338

対数関数と指数

exp 530

frexp 39

ldexp 44

log 2889

log10 3007

べき関数
pow 2134

sqrt 493

丸め関数
ceil 94

floor 51

絶対値関数 fabs 6

モジュラー演算関数
modf 151

fmod 129

PIC24/dsPIC® DSC
演算ライブラリ

概要
PIC24/dsPIC®デジタル シグナル コントローラ（DSC）演算ラ
イブラリは、ANSI 標準で最適化された MPLAB®C30 C コンパ
イラ (SW006012) に付属される演算ライブラリのコンパイル 
バージョンです。 標準 C 言語ヘッダーファイル <math.h> を
ソースとする最新の単精度・倍精度浮動小数点演算、および
三角関数が含まれます。 ライブラリはコンパクトなプログラム 
サイズとデータ サイズを実現し、サイクル削減と高精度を約束し
ます。
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PIC24H/dsPIC® DSC
周辺装置ライブラリ

概要
PIC24H/dsPIC®デジタル シグナル コントローラ（DSC）周辺
装置ライブラリは、PIC24H マイクロコントローラと dsPIC DSC 
で使用可能な全周辺装置モジュール動作をコントロール、およ
び設定する関数を提供します。 また、外部 LCD と接続する
関数も提供しています。 dsPIC DSC 30F 周辺装置ライブラリは、
周辺装置、およびそのコントロール、レジスタ状態の詳細情報に
関する要約版としても最適です。

PIC24H/dsPIC DSC 周辺装置ライブラリは次のハードウェア
周辺装置モジュールをサポートしています。
•  タイマ
•  入力キャプチャ
•  出力コンペア
•  QEI（Quadrature Encoder Interface）
•  モータ コントロール PWM
•  RTCC（Real Time Clock Calendar）
•  CRC（Cyclic Redundancy Check）
•  I/O ポート、外部割り込み
•  リセット
•  UART
•  SPI
•  I²C™
•  DCI（データ変換インターフェース）
•  10ビット A/D コンバータ
•  12ビット A/D コンバータ
•  CAN
•  設定可能な I/O ポートピンで外部 LCD をコントロール
 する関数

特長
PIC24H/dsPIC DSC 周辺装置ライブラリは次のような特長を
備えています。
•  特定のデバイスの周辺装置に対応する関数など、PIC24H/  
 dsPIC DSC シリーズの各デバイス用ライブラリ ファイル
•  パラメータを各ライブラリ関数にパスする定義済定数を
 有効にする C インクルード ファイル、各周辺装置モジュール
 用ファイル
•  MPLAB® C30 C コンパイラ、または PIC24H/dsPIC DSC
 アセンブリ言語で記述されたアプリケーション プログラム
 から呼び出し可能なコンパイル済ライブラリ関数
•  特定のアプリケーション条件に合わせて関数をカスタマイズ  
 する C ソースコード付属
•  C インクルード ファイルの定義済定数により、周辺装置の
 初期化中、あるいはステータス ビットの確認中も特殊な
 関数レジスタ詳細や構造の参照不要

リソース要件
•  プログラムメモリ： PIC24H/dsPIC DSC 周辺装置ライブ
 ラ リ関数は効率的なプログラムメモリ使用量に最適化され  
 ています。
 − 関数はライブラリの形式で、実際のプログラムメモリ条件  
  はアプリケーションから呼び出される関数によって異なり
  ます。 また、どの PIC24H、または dsPIC DSC を使用して  
  いるか否かでも異なります。
•  データメモリ： 関数の大部分は RAM を使用しません。
 − RAM を使用する場合もそれぞれ 10バイト未満です。

対象デバイス
•  PIC24H/dsPIC DSC シリーズの全プロセッサ　
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マイクロチップ
TCP/IP スタック ソフトウェア（ENC28J60 ドライバ）

概要
インターネットによる通信は TCP/IP プロトコルを実行して
実現します。 マイクロチップでは、PIC18 マイクロ コントローラ 
シリーズ、および 16ビット デバイス向けに最適化された無償
TCP/IP ソフトウェア スタックを提供しています。 このスタック
は、あらゆる TCP/IP をベースにしたアプリケーションにサービ
スを提供するプログラムパッケージです。 スタックを使用する場
合、TCP/IP 仕様に関する専門知識は必要ありません。 TCP/IP 
参照モデルをベースにして、スタックは複数のレイヤに分割され
ています。 各レイヤは、すぐ下の一つ、または複数のレイヤから
サービスにアクセスします。 仕様に従って、TCP/IP レイヤの多
くが有効です。 つまり、サービス要求の発生時だけでなく、タイ
ムアウトや新規パケット受信などのイベント発生時にも応答す
るのです。 スタックはモジュール設計で、C 言語で記述されてい
ます。 スタックは、コード サイズを約 20 K バイト程度にするこ
とによ り、ユーザー アプリケーションのコード スペースに余裕
ができるため、スタックを効率的に実行できます。

エンベデッド アプリケーションの遠隔モニタおよび遠隔コント
ロールは、データ送信の際のイーサーネット接続のメリットとし
て広く知られています。 イーサーネットは、インフラ、性能、相互
接続性、拡張性、開発しやすい特性などの点で、通信規格の中
で他の追随を許さない卓越した特長を備えています。 マイクロ
チップでは、市場のニーズと条件を満たすエンベデッドイーサー
ネットソリューションを発表していく予定です。

マイクロチップの ENC28J60 は、28ピン、IEEE802.3 準拠の
スタンドアローン型イーサーネットコントローラで、オンボード
MAC／PHY、8 K バイトのバッファ RAM、SPI インターフェー
スを備えています。 これらの機能と、マイクロチップの無償 
TCP/IP ソフトウェア スタックと組み合わせることにより、
エンベデッド アプリケーション用の最小の一体型イーサーネット 
ソリューションを実現する 6×6 mm QFN を含むコンパクトな
パッケージ サイズです。 ENC28J60 は、エンベデッド アプリケー
ションとの遠隔通信用として、少ピン数でコスト効率の優れた、
使いやすいソリューションを実現します。

特長
マイクロチップの TCP/IP スタック（ENC28J60 ドライバ）は次
のような特長を備えています。
•  無償でマイクロチップのマイクロ コントローラで利用可能
•  TCP と UDP のソケットサポート
•  全 PIC18、PIC24、dsPIC30F、dsPIC33F 製品に移植可能
•  MPLAB® C18、MPLAB® C30、Hi-TECH PIC-18 C コンパイ  
 ラをサポート
•  RTOS 独立型
•  フル TCP ステート マシン
•  モジュラー設計
•  Ethernet PICtail™ Plus ドーター ボード（AC164123）
 サポート
•  ENC28J60 イーサーネット コントローラをサポート

サポートするプロトコルと概算リソース要件
•  ARP： 800バイト
•  IP： 400バイト
•  ICMP： 300バイト
•  UDP： 800バイト
•  TCP： 3.8 Kバイト
•  DHCP： 1.3 Kバイト
•  SNMP： 2.8 Kバイト
•  HTTP： 1.4 Kバイト
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dsPICworks™
データ解析 ・ DSPソフトウェア

概要
dsPICworks データ解析・DSP ソフトウェアは、dsPIC®デジタ
ル シグナル コントローラ（DSC）を使用した設計のデータ解析
および信号処理の実行に適したパッケージで、次の項目を網羅
する多数の機能を提供しています。
•  信号生成
•  算術演算、デジタル信号処理
•  一次元、二次元、三次元ディスプレイ、および測定
•  MPLAB® IDE、および MPLAB ASM30 アセンブラと互換性
 のあるデータ インポート/エクスポート

信号生成
本ソフトウェアは、窓関数、単位ステップ関数、単位サンプル関
数、シンク関数、指数関数、ノイズ関数に対して、基本サイン波、
四角波、三角波など多種の信号ジェネレータおよび高度ジェネ
レータをサポートします。 ノイズは指定して分配し、どの信号に
も追加できます。 信号は、希望するサンプリング レートに合わ
せて 32ビット浮動小数点、または 16ビット分数固定小数点の
いずれかの形で生成されます。 生成信号の長さは使用できる
空きディスク スペースに依存します。 信号は MPLAB ファイル 
レジスタ ウィンドウでインポート/エクスポートできます。 多重関
数のセットによりマルチ チャネル データ生成も可能です。

算術演算、およびデジタル信号処理（DSP）演算
dsPICworks データ解析・DSP ソフトウェアは、信号に適用でき
る多様な DSP、および算術関数を備えています。 主な DSP 
関数には、変換演算の FFT や DCT、畳み込み関数、相関関数、
信号間引、信号補間などのサンプル レート変換、およびデジタル 
フィルタリングが含まれます。 デジタル フィルタリングは、本ソ
フトウェアで非常に重要な部分で、関連アプリケーションの
デジタル フィルタ デザインを使用して設計されたフィルタを使用
し、合成、あるいはインポートされた信号に適用します。 また、
dsPICworks データ解析・DSP ソフトウェアは、DSP アルゴリズ
ムの実践解析で不可欠な信号クリッピング、スケーリング、量子
化などの特殊演算に対応します。

ディスプレイと測定
本ソフトウェアは、多彩なディスプレイと測定オプションを提供
しています。 周波数領域データは二次元スペクトログラム、
および三次元ウォーターフォールの形式でプロット表示されます。 
信号はマウスをクリックするだけで正確に測定できます。 ログ 
ウィンドウは現在のカーソルの座標だけでなく、前の測定位置
と信号周波数の差などの派生数値を表示します。信号強度は特
定の周波数範囲で測定できます。 マルチチャネル/多重化デー
タ表示の特殊サポートも備えています。 グラフにはズーム オプ
ション、表示設定のカスタム化を行うカラー スキーム オプショ
ンも提供しています。

ファイル インポート/エクスポート - MPLAB® および 
MPLAB ASM 30 サポート
dsPICworks データ解析・DSP ソフトウェアは、ASCII テキス
ト、またはバイナリ ファイルの形式のファイルを外部からイン
ポートすることができます。 MPLAB のインポート/エクスポート
機能でサポートするファイル形式はすべてサポートし、MPLAB 
の実データを dsPICworks にインポートして解析することが
可能です。 また、MPLAB ASM30 アセンブラ ファイルを作成し、
MPLAB IDE に取り込むことができます。

特長
dsPICworks データ解析・DSP ソフトウェアは次のような特長
を備えています。
•  多彩な信号ジェネレータ： サイン、四角、三角、窓関数、
 ノイズ関数
•  幅広い種類の DSP 関数： FFT、DCT、フィルタリング、
 畳み込み、補間
•  幅広い種類の算術関数： 代数関数、データ スケーリング、
 クリッピングなど
•  一次元、二次元、三次元ディスプレイ
•  マルチデータ量子化、飽和オプション
•  マルチチャネルデータをサポート
•  dsPICworks データ解析・DSP ソフトウェア関数の
 ユーザー定義によるシーケンスに対する自動スクリプト ファイル
 をベースにした実行オプション
•  MPLAB IDE と相互にファイル インポート/エクスポート
•  デジタル フィルタリング オプションで dsPIC® DSC デジ
 タル フィルタ設計生成によるフィルタをサポート
•  MPLAB ASM30 アセンブラ ファイル オプションでデータ
 表を dsPIC30F、および dsPIC33F RAM にエクスポート
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フィルタ 
デザイン

フィルタ 
デザインライト

価格 $249 $29
ロー パス √ √
ハイ パス √ √
バンド パス √ √
バンド ストップ √ √
FIR タップ 最大 513 最大 64
LP、HP 用 IIR タップ 最大 10 最大 4
BP、BS 用 IIR タップ 最大 20 最大 8
ASM コード生成 √ √
MPLAB® IDE へエクスポート √ √
MPLAB® C30 C コンパイラへエクスポート √ √
MATLAB® サポート √ —

デジタル フィルタ デザイン
デジタル フィルタ デザイン ライト

無限インパルス応答フィルタ設計
•  ロー パス、ハイ パス、バンド パス、バンド ストップ フィルタ
•  ロー パス、ハイ パス用最大 10次フィルタ
•  バンド パス、バンド ストップ用最大 20次フィルタ
•  5種類のアナログ プロトタイプ フィルタが使用可能
 – バターワース
 – チェビシェフ
 – 逆チェビシェフ
 – 楕円
 – ベッセル
•  双一次変換方式によりデジタル変換
•  レポートに標準ロー パスから希望する形式のフィルタへの  
 変換など設計詳細を出力

コード生成機能
•  生成されたファイルはマイクロチップの MPLAB C30 
 C コンパイラ、アセンブラ、リンカーと互換性あり
•  プログラム スペース、またデータ スペースにおける係数
 位置の選択
•  C ラッパー/ヘッダー コード生成

グラフ
•  振幅応答 VS. 周波数
•  ログ振幅 VS. 周波数
•  位相応答 VS. 周波数
•  グループ遅延 VS. 周波数
•  インパルス応答 VS. 時間（サンプル毎）
•  ステップ応答 VS. 時間（サンプル毎）
•  Pole/Zero 位置（IIR のみ）

概要
16ビット dsPIC DSC デジタル シグナル コントローラ用デジタ
ル フィルタ デザイン ツールは、メニュー選択方式による直観的
ユーザー インターフェースにより、有限インパルス応答（FIR）およ
び無限インパルス応答（IIR）デジタル フィルタの設計、分析が容
易に実行できます。 フィルタ デザイン ツールは、フィルタ設計に
必要な複雑な数学演算を行い、わかりやすいグラフィック表示
による包括的な設計レポートを生成します。 要求するフィルタ
周波数仕様値を入力すると、MPLAB® IDE（統合開発環境）で使
用できるフィルタコードと係数ファイルが生成されます。 フィル
タ変換関数のシステム分析は、振幅、位相、グループ遅延、ログ
振幅、インパルス応答、Pole/Zero 位置など複数の生成グラフ
でサポートされています。

有限インパルス応答フィルタ設計
•  設計方法選択
 – FIR ウィンドウ法
 – FIR 等リップル法（Parks-McClellan）
•  ロー パス、ハイ パス、バンド パス、バンド ストップ フィルタ
•  FIR フィルタは、最大 513 タップまで接続可能
•  次の窓関数をサポート
　 四角　　 　　　　  4項コサイン
　 ハニング（ハン）　　　  4項コサイン（連続 5階微分）
　 ハミング　　　　　　　 最小 4項コサイン
　 三角　　　　　　　　　 4項ブラックマン ハリス
　 ブラックマン　　　　　  ハリス フラット トップ　　
　 Exact Blackman　　　　カイザー
　 3項コサイン　　　　　  ドルフ・チェビシェフ
　 3項コサイン            テイラー
　（連続 3階微分）
　 最小 3項コサイン　　　 ガウシアン
•  窓関数で積算する前に窓係数やインパルス応答などの設計  
 詳細をレポートに出力
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CMX—RTX は、CMX RTOS コンフィギュレーションマネー
ジャを使用して、容易に設定でき、使用中のアプリケーションに
組み込むことができます。

PIC24/dsPIC® DSC 用
RTOS/CMX-RTX™

概要
構成が正確であればリニア プログラミングだけで十分な製品
も一部ありますが、プログラマはコード生成に頭を悩ませずに、
時機に合った方法で必要なタスクを実行したいと考えています。
RTOS/CMX-RTX は、準同期的にタスク（特定の処理を行うコー
ド）を実行し、特定のジョブを同時実行します。
リアルタイム プログラミングにおける課題や問題を解決してくれ
るのが、RTOS-CMX-RTX です。 エンベデッドプログラマがアプリ
ケーション全体に集中できるよう、煩わしいディテール処理を実
行するソフトです。 CMX-RTX でプロジェクトをスピーディに、
効率良く完了させることができます。
一部の RTOS ソフトウェアには、連携スケジューリング機能のみ
を備えています。 つまり、起動中のタスクが、タスク切替を実行す
る場合、スケジューラを呼び出す必要があるということです。 
その他、タイムスライシングを実行するソフトもあります。 タイムス
ライシングは、特定時間タスクを実行し、あるポイントになると
状況に関わらずタスク切替が実行されるものです。 また、割り込
み処理によりプリエンプションを実現しないにも関わらず、完全
にプリエンプティブと表示するソフトもあります。 いずれのモデ
ルも一部、不都合があります。
RTOS/CMX-RTX は、優先度の高い実行可能（開始、あるいは再
開いずれの場合も）タスクを優先度の低いタスクより先に実行し
ます。 スケジューラは実行中の（優先度の低い）タスクを保存し、
優先度の高いタスクが今すぐ実行されるようにコンテクストを
リストアします。 真のプリエンプティブな RTOS は割り込み処理に
よりすぐにタスク切替を実行でき、割り込み処理に RTOS 関数
を使用する機能が追加されています。

特長
PIC24/dsPIC®デジタル シグナル コントローラ（DSC）用
RTOS/CMX-RTX は次のような特長を備えています。
•  コンパクト（最小）な占有面積
•  最速コンテクスト切替時間
•  最短割り込み処理待機時間
•  真のプリエンプティブ
•  スケジューラと割り込みハンドラをアセンブリ言語で作成し、 
 スピードと最適化を実現
•  連携的、およびタイム スライシング方式のスケジューリング   
 オプション
•  多重割り込み
•  すべての関数をライブラリに収納
•  割り込み呼び出し可能な関数
•  拡張性
•  無償のソースコード
•  TCP/IP CMX-MicroNet™ と組み合わせてオプションの
 ネットワーク接続性

PIC24/dsPIC DSC 用 RTOS/CMX-Tiny+ の仕様
フラッシュ
全 CMX 関数：       3696バイト
CMX イニシャライザ モジュール：   936バイト
CMX アセンブリ モジュール（スケジューラ）： 645バイト
RAM、各タスク コントロール ブロック： 28バイト
最小コンテクスト切替：　 92サイクル（タスク開始）
　　　　　　　　　　　 137サイクル（タスク再開）
CMX 関数はライブラリに収納され、参照しない場合、コード 
サイズが削減できます。

RTOS/CMX-RTX 機能の例
タスク管理
システム管理
イベント管理
メモリ管理
メッセージ管理
キュー管理
リソース管理
セマフォ管理
タイマ管理
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RTOS/CMX-Tiny+ は、CMX RTOS コンフィギュレーション
マネージャを使用して容易に設定し、お使いのアプリケー
ションに組み込むことができます。

PIC24/dsPIC® DSC 用
RTOS/CMX-Tiny+™

概要
構成が正確であればリニア プログラミングだけで十分な製品
も一部ありますが、プログラマはコード生成に頭を悩ませずに、
時機に合った方法で必要なタスクを実行したいと考えています。
RTOS/CMX-Tiny+ は、準同期的にタスク（特定の処理を行う
コード）を実行し、特定のジョブを同時実行します。
リアルタイム プログラミングにおける課題や問題を解決してくれ
るのが、RTOS/CMX-Tiny+ です。エンベデッド プログラマがアプ
リケーション全体に集中できるよう、煩わしいディテール処理を
実行するソフトです。 RTOS/CMX-Tiny+ でプロジェクトをスピー
ディに、効率良く実行できます。
一部の RTOS ソフトウェアには、連携スケジューリング機能のみ
を備えています。 つまり、起動中のタスクが、タスク切替を実行す
る場合、スケジューラを呼び出す必要があり、その他、タイムスラ
イシングを実行するソフトもあります。 タイムスライシングは、
特定の時間タスクを実行し、あるポイントになると状況に関わらず
タスク切替が実行されるものです。また、割り込み処理によりプリエ
ンプションを実現しないにも関わらず、完全にプリエンプティブと
表示しているソフトもあります。 いずれのモデルも何点かの不都
合があります。
RTOS/CMX-Tiny+ は、優先度の高い実行可能（開始、あるいは
再開いずれの場合も）タスクを優先度の低いタスクより先に実行
させます。 スケジューラは実行中の（優先度の低い）タスクを保存
し、優先度の高いタスクが今すぐ実行されるようにコンテクストを
リストアします。 真のプリエンプティブな RTOS は割り込み処理
によりすぐにタスク切替が実行できます。 つまり、割り込み処理に
RTOS 機能が追加されています。 
また、RTOS/CMX-Tiny+ はフラッシュ/RAM 占有面積がコンパク
トになるよう設計されており、シングル チップ ソリューションとし
て PIC24/dsPIC デジタル シグナル コントローラ（DSC）のオン
ボード フラッシュ/RAMと組み合わせて使用可能です。 人気の
高い RTOS/CMX-RTX™ のスケール ダウン バージョンとして設
計されていますが、RTOS/CMX-Tiny+ は RTOS/CMX-RTX 並み
の消費電力と使用頻度の高い関数を備えています。

特長
PIC24/dsPIC® デジタル シグナル コントローラ（DSC）用 
RTOS/CMX-Tiny+ は次のような特長を備えています。
•  コンパクトなフラッシュ/RAM 占有面積
•  真のプリエンプティブ RTOS
•  低電力モードサポート
•  フル ソースコード付属
•  経済的な価格
•  出荷製品に対してロイヤルティ フリー
•  CMX-Scheduler™ と後位互換性あり
•  TCP/IP CMX-MicroNet™ と組み合わ
 せてオプションでネットワーク接続

PIC24/dsPIC DSC 用 RTOS/CMX-Tiny+ の仕様
フラッシュ
全 CMX 関数：       2304バイト
CMX イニシャライザ モジュール：   249バイト
CMX アセンブリ モジュール（スケジューラ）： 570バイト
RAM、各タスク コントロール ブロック： 13バイト
フラッシュ、各タスク コントロール ブロック： 6バイト
最小コンテクスト切替：　 71サイクル（タスク開始）
　　　　　　　　　　　 121サイクル（タスク再開）
CMX 関数はライブラリに収納され、参照しない場合、コード 
サイズが削減できます。

RTOS/CMX-RTX 機能の例
タスク管理
システム管理
イベント管理
メモリ管理
メッセージ管理
キュー管理
リソース管理
セマフォ管理
タイマ管理
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PIC24/dsPIC® DSC 用
RTOS/CMX-Scheduler™

概要
RTOS/CMX-Scheduler は、CMX とマイクロチップの特別な
コラボレーションにより誕生した製品です。 オブジェクト コード
のみで提供されます。 PIC24、または dsPIC デジタル シグナル 
コントローラ（DSC）を使用するエンベデッド システム デザイ
ナーは、CMX-Scheduler を無償で利用できます。

RTOS/CMX-Scheduler は、ネットワーク接続の必要なアプリ
ケーション用に独自の CMX-MicroNet™ TCP/IP スタックと統合
できます。

RTOS/CMX-Scheduler ソフトウェアと関連書類は電子フォー
マットで提供され、PIC24、および dsPIC DSC デバイスでの無
制限製品使用許諾が無償で受けられます。

特長
RTOS/CMX-Scheduler は次のような特長を備えています。
•  dsPIC DSC デバイスで無償で使用可能
•  ユーザーフレンドリー
•  真のプリエンプティブ カーネル
•  タスク 5個までサポート
•  高パフォーマンス
•  無償のバグ修正とアップデート
•  出荷製品に対してロイヤルティ フリー
•  RTOS/CMX-Tiny+ および RTOS/CMX-RTX との互換性
•  完全電子フォーマット書類
•  TCP/IP CMX-MicroNet™ と組み合わせてオプションで
 ネットワーク接続

PIC24/dsPIC DSC 用 RTOS/CMX-Scheduler 
仕様
フラッシュ
全 CMX 関数：       972バイト
CMX イニシャライザ モジュール：   153バイト
CMX アセンブリ モジュール（スケジューラ）： 567バイト
RAM、各タスク コントロール ブロック： 11バイト
フラッシュ、各タスク コントロール ブロック： 5バイト
最小コンテクスト切替：　 81サイクル（タスク開始）
　　　　　　　　　　　 102サイクル（タスク再開）
CMX 関数はライブラリに収納され、参照しない場合、コード 
サイズが削減できます。

機能性
•  K_Task_Create - タスク作成
•  K_Task_Start - タスク開始
•  K_Task_Wake - タスクウェーク
•  K_Task_Wait - タイムアウト付／なしでタスクを待機
 させる
•  K_Task_Kill - タスク削除
•  K_Task_Coop_Sched - 連携タスク切替を実行
•  K_Event_Wait - イベントを待機
•  K_Event_Signal - タスクからイベントに信号送信
•  K_Event_Signal - 割り込み処理からイベントに信号送信
•  K_Event_Reset - 特定のタスクのイベントをリセット
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TCP/IP-CMX-MicroNet は、容易に設定し、使用中のアプリ
ケーションに組み込むことができます。

PIC24/dsPIC® DSC 用
TCP/IP-CMX-MicroNet™

概要
TCP/IP CMX MicroNet は、マイクロチップの 16ビット PIC24 
マイクロコントローラ、および dsPIC®デジタル シグナル コント
ローラ（DSC）でフラッシュや RAM リソースを最適利用するた
めに特別に設計されたエンベデッド TCP/IP スタックです。 
このソフトは、ゲートウェイや PC がなくてもプロセッサ上で直接
起動させることができます。 スタンドアローンモードでも、RTOS 
と組み合わせても、でも起動できるスタックです。 業界標準の
プロトコルだけを使用し、TCP/IP CMX-MicroNet はダイレクト、
ダイアルアップ、またはイーサーネット接続、およびワイヤレスイー
サーネットにより、TCP/IP ネットワーク接続を可能にします。

最大 127個のイーサーネットソケット、および/または PPP、
あるいは SLIP ソケットを同時に実行できますが、PPP、および 
SLIP は同時に使用できません。 http Web サーバー、FTP サー
バー、SMTP クライアント、DHCP クライアントも使用できます。 
RS-232 リンクを使用する場合、直接ケーブル接続かモデム経
由のいずれかになります。

TCP/IP CMX-MicroNet は、ターゲットプロセッサで適切に
動作する業界水準プロトコルだけを使用しています。 TCP/IP 
MicroNet は、ライセンス フィーが一度のみ課される良心的な
価格であり、ロイヤルティ フリーです。 完全ソースコードが付属
しています。

PIC24/dsPIC DSC 用 TCP/IP CMX-MicroNet 
仕様
フラッシュ
UDP/IP + コア　　　　　  4470バイト
TCP/IP + コア　　　　　  7827バイト
UDP/TCP/IP + コア　　  8685バイト
PPP                      6681バイト
モデム　　　　　　　　　  447バイト
HTTP サーバ　　　　　　  3888バイト
バーチャルファイル　　　  885バイト
イーサーネット　　　　　  2652バイト
DHCP クライアント　　　  2202バイト
FTP サーバ　　　　　　　  3657バイト
TFTP クライアント　　　  723バイト
BOOTP    684バイト
SMTP                    1918バイト
ユーティリティ　　　　  1314バイト
RAM（バッファサイズは含まれない）
UDP/SLIP　　　　　　　　 56バイト
TCP/HTTP/PPP　　　　　  304バイト
イーサーネット　　　　　　　38バイト

特長
CMX-MicroNet は次のような特長を備えています。
•  世界各地の多数の設計現場でテスト・実証済み
•  きわめてコンパクトなフラッシュ/RAM 要件
•  追加プロセッサの必要がないソフトウェア ソリューション
•  Web ページに CGI 呼び出しとサーバ側インクルードを付加
•  新しいファーム ウェアを含めた FTP ファイル
•  Eメール送信
•  JAVA アプレット実行可能
•  標準プロトコルのみ使用
•  スタンドアローン モード、または RTOS と組み合わせて実行
•  ライセンス料金の支払いは一度のみ
•  フル ソース コード付属
•  ロイヤルティ フリー
•  ドキュメントとサポート

サポートするプロトコル
TCP    PPP    UDP    SLIP   IP   HCP
FTP    TFTP   SMTP   HTTP Web サーバ

コネクティビティ
イーサーネット、 ワイヤレスイーサーネット、 ダイアルアップ、 
ダイレクト（POP3 近日中に対応）
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すぐに使えるソリューション
機械的なホール効果センサを使用せず、dsPIC30F によるブラ
シレス DC（BLDC）のコントロールです。 マイクロチップが、実証
済みでフレキシブルなフル機能ソリューションを提供します。 
このソフトにより、dsPIC30F 周辺装置をモータ コントロールに
幅広く活用できます。 センサレス コントロールに適用するアル
ゴリズムは、ファンやポンプの使用に特に適しています。 プログ
ラムは C 言語で記述され、理解しやすさとプログラム修正、
構成を考慮して、最適化の上、豊富な注釈を加えています。

実証済みのソフトウェア ソース コード
本ソフトウェアは、マイクロチップの Web サイト
（www.microchip.com）でソース コード ライブラリで
パーツ番号 SWAN0901 を検索し、ダウンロードでき
ます。

パラメータ調整ユーザー インターフェース
本アプリケーション用に開発されたグラフィカルなインター
フェースで、各モータに合わせたソース コードを実行し、ソース 
コードで使用する特定のモータのパラメータを管理、変更、コント
ロール、微調整、制限します。

アプリケーション ソリューションの特長
•  調整可能なパラメータと特定の負荷に合わせた 2種類の開始方法が選択可能
•  逆起電力ゼロ交差法ルーチンにより位置センサ コンポーネントを排除
•  センサレス コントロール アルゴリズムの同期がはずれたら検知
•  モータを停止させずにセンサレス コントロールの再起動が可能
•  プログラム コード サイズ:プログラム フラッシュ メモリ 15 KB 未満（使用する機能によって異なる）
•  RAM サイズ： データ RAM メモリ 276 バイト

ハードウェア開発プラットフォーム
•  MC1 モータ コントロール開発ボード（DM300020）
•  MC1L 3相低電圧電源モジュール（DM300022）
•  3相 BLDC 低電圧モータ（24V）（AC30020）

その他の開発サポート
•  ハードとソフトを作動させる際の実践的サンプル：マイクロチップ Web サイト上にアプリケーション ノート AN901 を提供しています。
 •  www.microchip.com にアクセスし、AN901を検索します。 PDF 書類と zip ソース コードファイルをダウンロードしてください。
•  マイクロチップの Web サイトでモータ コントロール スタートアップ ガイド（DS51406）がダウンロードできます。
•  マイクロチップのモータ コントロール設計センタ： 数多くの設計サポート資料： URL: www.microchip.com/motor
•  MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger、およびデバイス プログラマ（DV164005）

アプリケーション ソリューション: dsPIC30F 
を使用したセンサレス BLDC モータ コントロール
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すぐに使えるソリューション
マイクロチップの AC 誘導モータ（ACIM）ベクトル制御ソリュー
ションは、dsPIC30F デバイスシリーズに合わせてプログラムさ
れているため、ACIM 特性の基本を理解しておく必要がありま
す。 このソフトでは、dsPIC30F 周辺装置をモータ コントロール
に幅広く活用することができます。 プログラムは C 言語で記述
され、理解しやすさとプログラム修正、構成を考慮して、最適化
の上、豊富な注釈を加えています。

実証済みのソフトウェアソースコード
本ソフトウェアは、マイクロチップの Web サイトで
ソース コード ライブラリでパーツ番号 SWAN0908 を
検索し、ダウンロードできます。

ハードウェア開発プラットフォーム
•  MC1 モータ コントロール開発ボード（DM300020）
•  MC1L 3相高電圧電源モジュール（DM300021）
•  3相 BLDC 高電圧モータ（208/460V）（AC30021）

その他の開発サポート
•  ハードとソフトを実行する実践的サンプル： マイクロチップ  

Web サイト上にアプリケーション ノート AN908 を提供
 しています。
 •  www.microchip.com にアクセスし、AN908 を検索し
  ます。 PDF 書類と zip ソース コードファイルをダウンロー  
  ドしてください。
•  マイクロチップの Web サイトでモータ コントロール スター
 トアップ ガイド（DS51406）がダウンロードできます。
•  マイクロチップのモータ コントロール設計センタ： 数多くの  
 設計サポート資料： URL:www.microchip.com/motor
•  MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger、およびデバイス 
 プログラマ（DV164005）

アプリケーション ソリューションの特長
•  間接フラックス コントロール法を使用して、ACIM のベクト  
 ル制御を実行します。
•  50μ 秒間隔のコントロール ループに対して、9 MIPS の   
 CPU 使用量が必要（使用可能な CPU の約 3分の 1）です。
•  オプション仕様の自己診断モードを有効にし、オシロスコー  
 プ内蔵プログラムの変数をリアルタイムで監視することが
 できます。 また、コントロール ループ調節を支援します。
•  プログラム コード サイズ： プログラム フラッシュメモリ   

8 K バイト
•  RAM サイズ： データ RAM メモリ 512バイト
 メモ： これらのメモリ要件は、モータ コントロール用で最小の dsPIC®デジ
 タル シグナル コントローラ（DSC）dsPIC30F2010 でサポートされています。

アプリケーション ソリューション:
dsPIC30F を使用した ACIM ベクトル制御
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すぐに使えるソリューション
dsPIC30F2010 を使用して、ホール効果位置センサ付のブラシ
レス DC（BLDC）モータをコントロールするフレキシブルな完全
版ソリューションで、dsPIC30F 周辺装置をモータ コントロー
ルに幅広く活用できます。 プログラムはC言語で記述され、理解
しやすさとプログラム修正、構成を考慮して、最適化の上、豊富
な注釈を加えています。

実証済みのソフトウェア ソースコード
本ソフトウェアは、マイクロチップの Web サイト
（www.microchip.com）でソース コード ライブラリで
パーツ番号 SWAN0957 を検索し、ダウンロードでき
ます。

ハードウェア開発プラットフォーム
• PICDEM™ MC LV 開発ボード（DM183021）
• ハースト DMB0224C10002 CLB 6403 24V BLDC
モータ（AC300020）

その他の開発サポート
• ハードとソフトを実行する実践的サンプル： マイクロチップ  

Web サイト上にアプリケーション ノート AN957 を提供  
 しています。
 • www.microchip.com にアクセスし、AN984 を検索し
  ます。 PDF 書類と zip ソース コードファイルをダウンロー
  ドしてください。
• マイクロチップの Web サイトでモータ コントロール スター
 トアップ ガイド（DS51406）がダウンロードできます。
• マイクロチップのモータ コントロール設計センタ： 幅広い
 設計サポート資料： URL: www.microchip.com/motor
• MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger、およびデバイス 
 プログラマ（DV164005）

アプリケーション ソリューションの特長
• ソース コードは、開ループ コントロール、および閉ループ 
 コントロール アルゴリズムいずれも実行可能
• スピード コントロール用ポテンショメータ
• BLDC モータの詳細については AN901 参照
• プログラム コード サイズ:プログラムフラッシュメモリ

2 KB 未満
• RAM サイズ：データ RAM メモリ 180 バイト

アプリケーション ソリューション: dsPIC30F 
を使用したセンサ付 BLDC モータ コントロール
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すぐに使えるソリューション
dsPIC30F を使用した AC 誘導モータ（ACIM）のコントロール
方法を実演するソリューションで、ACIM 特性に対する基本的
理解が必要となります。 dsPICDEM™ モータ コントロール開
発システムをベースに設計されていますが、必要に応じて代替
ハードウェアと組み合わせて使用することもできます。 プログラ
ムはアセンブリコードで作成され、理解しやすさとプログラム修
正を考慮して、最適化の上、豊富な注釈を加えています。 さまざ
まな ACIM のスピード コントロールをサポートします。

実証済みのソフトウェアソースコード
本ソフトウェアは、マイクロチップの Web サイト
（www.microchip.com）でソース コード ライブラリ
でパーツ番号 SWAN0984 を検索し、ダウンロードで
きます。

ハードウェア開発プラットフォーム
• MC1 モータ コントロール開発ボード（DM300020）
• MC1L 3相高電圧電源モジュール（DM300021）
• 3相 BLDC 高電圧モータ（208/460V）（AC30021）

その他の開発サポート
• ハードとソフトを実行する実践的サンプル： マイクロチップ  

Web サイト上にアプリケーション ノート AN984 を提供  
 しています。
 • www.microchip.com にアクセスし、AN984 を検索し
  ます。 PDF 書類と zip ソース コードファイルをダウンロー
  ドしてください。
• マイクロチップのWebサイトでモータ コントロール スター
 トアップ ガイド（DS51406）がダウンロードできます。
• マイクロチップのモータ コントロール設計センタ： 幅広い
 設計サポート資料： URL: www.microchip.com/motor
• MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger、およびデバイス 
 プログラマ（DV164005）

アプリケーション ソリューションの特長
• モータ駆動用正弦波をサポート
• さまざまなトルクプロファイルに合わせたボルトおよび
 へルツで駆動
• プログラム コード サイズ: プログラムフラッシュメモリ
 1200 バイト未満
• RAM サイズ：データ RAM メモリ 86 バイト

アプリケーション ソリューション： dsPIC30F 
を使用した AC 誘導モータ コントロール入門
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すぐに使えるソリューション
機械的なホール効果センサを使用しない、dsPIC30F2010、
dsPIC30F3010、dsPIC30F4012 による BLDC センサレス
のコントロールです。 マイクロチップが、実証済みでフレキシブ
ルなフル機能ソリューションを提供します。 このソフトにより、
dsPIC30F 周辺装置をモータ コントロールに幅広く活用でき
ます。 センサレス コントロールに適用するアルゴリズムは、ファン
やポンプの使用に特に適しています。 プログラムは C 言語で
記述され、理解しやすさとプログラム修正/構成を考慮して、最適
化の上、豊富な注釈を加えています。

実証済みのソフトウェアソースコード
本ソフトウェアは、マイクロチップの Web サイト
（www.microchip.com）でソース コード ライブラリで
パーツ番号 SWAN0992 を検索し、ダウンロードでき
ます。

ハードウェア開発プラットフォーム
•  PICDEM™ MC LV 開発ボード（DM183021）
•  ハースト DMB0224C10002 CLB 6403 24V BLDC 
モータ（AC300020）

その他の開発サポート
•  ハードとソフトを作動させる際の実践的サンプル： マイクロ  
 チップ Web サイト上にアプリケーション ノート AN992 を  
 提供しています。
 •  www.microchip.com にアクセスし、AN992 を検索し
  ます。 PDF 書類と zip ソース コードファイルをダウン
  ロードしてください。
•  マイクロチップの Web サイトでモータ コントロール スター  
 トアップ ガイド（DS51406）がダウンロードできます。
•  マイクロチップのモータ コントロール設計センタ： 幅広い
 設計サポート資料： URL: www.microchip.com/motor
•  MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger、およびデバイス 
 プログラマ（DV164005）
•  アプリケーション ノート AN901

アプリケーション ソリューションの特長
•  アプリケーション ノート AN901 をベースにした設計
•  dsPIC30F6010 の代わりに、28ピンデバイス
 （dsPIC30F2010、dsPIC30F3010、dsPIC30F4012）を
  使用
•  ポテンショメータを使用してモータ スピードを選択可能
•  最大 45のコントロール パラメータ
•  プログラム コード サイズ: 10 KB 未満のプログラム 
  フラッシュ メモリ
•  RAM サイズ： データ RAM メモリ 300 バイト

アプリケーション ソリューション: dsPIC30F 
を使用したセンサレス BLDC モータ コントロール
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すぐに使えるソリューション
dsPIC30F2010 を使用して、ホール効果位置センサ付のブラシ
レス DC（BLDC）モータをコントロールするフレキシブルな完全
版ソリューションです。 このソフトにより、dsPIC30F 周辺装置
をモータ コントロールに幅広く活用できます。 プログラムは 
C 言語で記述され、理解しやすさとプログラム修正、構成を考慮し
て、最適化の上、豊富な注釈を加えています。

実証済みのソフトウェア ソースコード
本ソフトウェアは、マイクロチップの Web サイト
（www.microchip.com）でソース コード ライブラリ
でパーツ番号 SWAN1017 を検索し、ダウンロードで
きます。

ハードウェア開発プラットフォーム
•  PICDEM™ MC LV 開発ボード（DM300021）
•  ハースト DMB0224C10002 CLB 6403 24V BLDC 
モータ（AC300020）

その他の開発サポート
•  ハードとソフトを実行する実践的サンプル： マイクロチップ

Web サイト上にアプリケーション ノート AN1017 を提供
 しています。
 •  www.microchip.com にアクセスし、AN1017 を検索し
  ます。 PDF 書類と zip ソース コードファイルをダウン
  ロードしてください。
•  マイクロチップの Web サイトでモータ コントロール スター  
 トアップ ガイド（DS51406）がダウンロードできます。
•  マイクロチップのモータ コントロール設計センタ： 幅広い
 設計サポート資料： URL: www.microchip.com/motor
•  MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger、およびデバイス 
 プログラマ（DV164005）

アプリケーション ソリューションの特長
•  ソース コードは、開ループ コントロール、および閉ループ 
 コントロール アルゴリズムいずれも実行可能
•  スピード コントロール用ポテンショメータ
•  SVM（スペース ベクトル モジュレーション）による正弦波
 コントロール
•  第 4 象限コントロール
•  最適化された PID 実行
•  プログラム コード サイズ: プログラムフラッシュメモリ
  2 KB 未満
•  RAM サイズ： データ RAM メモリ 180 バイト

アプリケーション ソリューション: dsPIC30F DSC 
を使用した PMSM モータの正弦コントロール
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MPLAB® 
Visual Device Initializer

概要
パワフルな 16ビット マイクロ コントローラやデジタル 
シグナル コントローラの設定や構成は複雑で課題の多い作業です。
MPLAB® Visual Device Initializer（VDI）は、プロセッサ全体を
グラフィカルに設定、構成が可能で、完了後クリック一つでアセ
ンブリ、または C 言語プログラムで使用できるコードを生成す
ることができます。

MPLAB VDI は、ピンの配置やコンフリクト、メモリ、割り込み、
動作条件の選択など幅広いエラー チェックを実行します。 生成さ
れたコード ファイルは MPLAB IDE 統合開発環境プロジェクト
により他のアプリケーション コードとともに組み込まれます。

リソース配置や構成に関する詳細レポートにより、プロジェクト
関連文書を簡素化できます。

MPLAB VDI は MPLAB IDE の標準プラグインで、MPLAB IDE 
のツールメニューから起動できます。

特長
MPLAB VDI は次のような特長を備えています。
•  ドラッグ＆ドロップによる項目選択
•  クリックするだけで設定可能
•  広範囲なエアー チェック システム
•  イニシャライズコードを生成
•  シームレスに MPLAB IDE プロジェクトに組み込み可能
•  出力されるレポートにより、プロジェクト関連文書を簡略化
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MPLAB® C30
C コンパイラ

概要
MPLAB C30 C コンパイラは ANSI 完全準拠製品で、16ビット 
マイクロコントローラ、および dsPIC® デジタル シグナル コント
ローラ（DSC）アーキテクチャ用の標準ライブラリを備えていま
す。 出力データを最適化し、PIC24/dsPIC DSC 特有の機能を
最大限に活かして、効率的なソフトウェア コード生成を実現し
ます。 また、割り込み処理や周辺装置などの優れたハードウェア
サポートを実行する拡張機能を提供します。 MPLAB IDE と完
全に統合し、高レベルのソース デバッグ作業を行います。

独自のアセンブラ、リンカー、ライブラリアンを備えたコンパイラ
で、Cとアセンブリの混合モードでプラグラムを作成でき、生成さ
れたオブジェクトファイルを単一で実行可能なファイルにリンク
させます。

MPLAB C30 C コンパイラは、完全な ANSI C 標準ライブラリ
付で、文字列操作、ダイナミック メモリ配置、データ変換、計時、
演算（三角関数、指数関数、双曲線関数）など各種関数をそろえ
ています。

コードとデータ モデルに関しては、大規模と小規模のいずれの
ケースもサポートします。 規模の小さなコード モデルの場合
は、効率的な形式の呼び出し命令を利用できます。 小さなデー
タモデルの場合は、SFR スペースのデータにアクセスする場合
のコンパクトな命令をサポートしています。

MPLAB C30 C コンパイラには、パワフルなコマンドライン ドラ
イバ プログラムが含まれています。 ドライバ プログラムにより、
一つの手順でアプリケーションをコンパイル、アセンブル、リンク
することができます。

特長
MPLAB C30 C コンパイラは次のような特長を備えています。
•  ANSI 準拠
•  MPLAB IDE と組み合わせて、使いやすいプロジェクト管理と 
 ソース レベルのデバッグ作業を実現
•  コードの再利用を促進する再配置可能なオブジェクト 
 モジュール
•  MPLAB ASM30 アセンブラで生成されたオブジェクト 
 モジュールと完全に互換。 単一のプロジェクト内でアセン
 ブリとCの両言語コードを自由に混在可能

特長（续）

•  割り込みコードは C 言語、またはアセンブリ言語のいずれも  
 使用可能
•  SFR で小さなメモリ割り当て量やデータ保存を活用できる  
 フレキシブルなメモリ モデル
•  トータル コントロールが必要な場合、インライン アセンブリ  
 を強力にサポート
•  さまざまなレベルの最適化が実現できる最高効率のコード  
 生成
•  標準 C 言語、演算、DSP、PIC24/dsPIC DSC 周辺装置ライ  
 ブラリなど、幅広いライブラリ サポート
•  ソフトウェア ライブラリとアプリケーション開発ツール

パッケージ内容
•  MPLAB C30 C コンパイラ ソフトウェア
•  MPLAB IDE ソフトと関連書類（CD）
•  MPLAB ASM30、MPLAB LINK30、ユーティリティ ユーザー 
 ガイド
•  MPLAB C30 C コンパイラ ユーザーガイド
•  dsPIC DSC ランゲージ ツール スタートアップ ガイド
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概要
マイクロチップが実現する次世代型エミュレーション デバッグ
システム、 MPLAB REAL ICE In-Circuit Emulation System 
です。 dsPIC30F601XA、dsPIC33F、PIC24H、PIC24F などの 
16ビット デバイスをサポートし、システムはパワフルな回路内
エミュレーション プラットフォームを提供し、簡単でスピーディ
なアプリケーション開発およびデバッグを実現します。 
ターゲット デバイス上で特殊なハードウェア ロジックを使用して
エミュレーションを実行するため、エミュレータ デバイスを別途用
意する必要がありません。 また、エミュレータの機能性がターゲ
ット デバイスと異なる可能性を憂慮する必要もありません。 
REAL ICE システムはフルスピードのエミュレーションをサポー
トし、従来型の In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)イン
ターフェース（デフォルト）、または高速低電圧差動伝送接続
（システム内エミュレーションなど長いケーブルを使用するノイ
ズ排除など）経由でターゲット デバイスとの通信を実行します。 
ホスト ワークステーションにおける MPLAB IDE との通信は高
速 USB 2.0 インターフェースで処理します。

MPLAB REAL ICE は、低コスト非侵入型プラットフォーム上で
エミュレーション デバッグを実現するシステムです。 ターゲッ
ト デバイスによって異なりますが、ハードウェアのブレークポイ
ントは最大 6、ソフトウェアの場合は最大 1000をサポートしま
す。 アドレスやデータマッチでのブレーク、データ読み込み/
書き込みでのブレーク、パス カウンタ、ブレーク中の周辺装置停止
など、高度デバイス依存ブレークポイント設定機能も備わって
います。 また、MPLAB REAL ICE システムは、プログラムメモリ
のトレース、およびデータメモリの変数とレジスタのロギングを
ユーザー側で設定可能。 MPLAB IDE 経由で、リアルタイムな
コントロール、およびモニタリングが可能です。

広範囲に渡る過電圧、および過電流保護、頑強なインター
フェースバッファ、光学隔離した電力回路を備え、優れた頑強性を誇
る MPLAB REAL ICE ハードウェアで、エンベデッド コントロー
ル アプリケーションでの使用に最適なエミュレーション プラッ
トフォームです。

特長
MPLAB REAL ICE システムは次のような特長を備えています。
•  ターゲットデバイス上で高速エミュレーションを実現し、
  エミュレータ デバイスが別途不要
•  安全で低コストの回路内エミュレーションを実現する頑強  
  な電気的設計
•  高速 USB 2.0 PC インターフェース
•  複数のターゲット接続： 従来型の ICSP インターフェース、
  または LVDS（アドオン オプション）
•  Run、Halt、Single-step の 3種類のモード
•  6つのハードウェア ブレークポイント、およびデバイス依存  
  の高度ブレークポイント機能
•  1000のソフトウェア ブレークポイント
• （ユーザーによるコントロール）プログラム メモリ トレース、
  およびデータ メモリ ログ機能。 MPLAB IDE の実行時に
  アップデート
•  ストップウェッチ サイクル カウンタ
•  ロジック プローブ
•  回路内シリアル プログラミングとオンチップ フラッシュ 
  メモリ読み込み

MPLAB® REAL ICE™
In-Circuit Emulation System
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ソフトウェア開発ツールとオペレーティング システム
開発ツール 製品名 概要 パーツ番号 定価 (1) 対象デバイス

PIC24F PIC24H dsPIC30F dsPIC33F
統合開発環境 MPLAB® IDE* 統合開発環境 SW007002 無償 √ √ √ √

C コンパイラ

MPLAB® C30 ANSI C コンパイラ、アセンブラ、リンカー、
ライブラリアン SW006012 $895 √ √ √ √

dsPIC30F 用エンベデッド 
ワークベンチ

プロフェッショナルで拡張可能な IDE 
(Windows® NT/2000/Windows XP®) における 
ISO/ANSI C、およびエンベデッド C++ コンパ
イラ、特殊 DSP サポート付属

EWdsPIC 1 IAR 
に要問い合わせ — — √ —

dsPICC ANSI C コンパイラ dsPICC HI-TECH 
に要問い合わせ — — √ —

オペレーティング 
システム

dsPIC® DSC 用 
CMX-Tiny+™

dsPIC30F 用プリエンティティブなリアル
タイム オペレーティング システム (RTOS) 
(CMX 製)

CMX-Tiny+ for 
dsPIC30F

CMX
に要問い合わせ √ √ √ √

dsPIC30F 用プリエンティティブなリアルタイ
ム オペレーティング システム (RTOS) SW300032 $3000 √ √ √ √

dsPIC® DSC 用   
CMX-RTX™

dsPIC30F 用完全プリエンティティブ リアル
タイム オペレーティング システム (RTOS) 
(CMX 製)

CMX-RTX for 
dsPIC30F

CMX
に要問い合わせ √ √ √ √

dsPIC30F 用完全プリエンティティブ リアル
タイム オペレーティング システム (RTOS) SW300031 $4000 √ √ √ √

CMX Scheduler™ dsPIC30F 用マルチタスク処理 プリエンティ
ティブ スケジューラ SW300030 無償 √ √ √ √

dsPIC® DSC 用 osCAN OSEK/VDX v2.2 Vector
に要問い合わせ — √ √ √

DSP

dsPICworks™ データ解析と DSP ソフトウェア SW300023 無償 √ √ √ √

デジタル フィルタ設計 dsPIC30F 用フル機能付グラフィカル IIR、
および FIR フィルタ設計パッケージ SW300001 $249 — — √ √

デジタル フィルタ設計
ライト

dsPIC30F 用グラフィカル IIR、および FIR 
フィルタ設計パッケージ SW300001-LT $29 — — √ √

(1) 価格は予告なく変更される場合があります。
* MPLAB ASM30、MPLAB SIM、MPLAB VDI を含む。

開発ボードと参照設計
開発ツール 概要 パーツ番号 定価 (1) 対象デバイス

PIC24F PIC24H dsPIC30F dsPIC33F

スターター開発ボード

Explorer 16 開発ボード DM240001 $129.99 √ √ — √

dsPICDEM™ 80ピン スターター開発ボード DM300019 $79.99 — — √ —

dsPICDEM™ 28ピン スターター開発ボード DM300017 $79.99 — — √ —

dsPICDEM™ 2 開発ボード DM300018 $99.99 — — √ —

汎用開発ボード 80L TQFP デバイス用 dsPICDEM™ 1.1 汎用開発ボード DM300014 $299.99 — — √ —

モータ コントロール
開発ボード

PICDEM™ MC LV 開発ボード DM183021 $129.99 — — √ —

dsPICDEM™ MC1 モータ コントロール開発ボード DM300020 $300 — — √ —

dsPICDEM™ MC1H 3相高電圧電源モジュール DM300021 $800 — — √ √

3相 ACIM 高電圧モータ (208/460V) AC300021 $120 — — √ √

dsPICDEM™ MC1L 3相低電圧電源モジュール DM300022 $700 — — √ √

3相 BLDC 低電圧モータ (24V) AC300020 $120 — — √ √

接続性開発ボード
dsPICDEM.net™ 1 
(FCC/JATE 準拠、およびイーサーネット NIC サポート) DM300004-1 $389.99 — — √ —

dsPICDEM.net™ 2 
(CTR-21 準拠、およびイーサーネット NIC サポート) DM300004-2 $389.99 — — √ —

SMPS 開発ボード dsPICDEM™ SMPS バック開発ボード DM300023 $99.99 — — √ —
(1) 価格は予告なく変更される場合があります。
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プラグインモジュール、PICtail™ Plus、および開発ボード用アダプタ 
プラグイン モジュール (PIM) は、上部をはんだ付けし、下部をはんだ付けしていない dsPIC®DSC を装着したドーターボードです。 この手法により、開発ボード間でデバイスを交換する際のはんだ除
去および再はんだが不要になります。

開発ツール 概要 パーツ番号 定価 (1) 対象デバイス
PIC24F PIC24H dsPIC30F dsPIC33F

PICtail™ Plus 
ドーターカード 

SPI インターフェース用セキュア デジタル (SD)/
マルチメディア カード (MMC) AC164122 $37.99 √ √ √ √

PICtail Plus ドーターボード AC164123 $39.99 √ √ √ √

プラグイン 
モジュール

100ピン PIC24FJ128GA010 MCU サンプル付 PC ボード 
(DM240001 開発ボードと組み合わせて使用) MA240011 $25 √ — — —

100ピン PIC24HJ256GP610 MCU サンプル付 PC ボード 
(DM240001 開発ボードと組み合わせて使用) MA240012 $25 — √ — —

100ピン dsPIC33FJ256GP710 DSC サンプル付 PC ボード 
(DM240001 開発ボードと組み合わせて使用) MA330011 $25 — — — √

100ピン dsPIC33FJ256GP710 DSC サンプル付 PC ボード 
(DM240001 開発ボードと組み合わせて使用) MA330012 $25 — — — √

80ピン dsPIC30F6010 モータ コントロール DSC サンプル
付 PC ボード (DM300019、および DM300020 開発ボードと
組み合わせて使用

MA300013 $25 — — √ —

80ピン dsPIC30F6010A モータ コントロール DSC サンプル付 PC 
ボード (DM300019、および DM300020 開発ボードと
組み合わせて使用

MA300015 $25 — — √ —

80ピン dsPIC30F6014 モータ コントロール DSC サンプル
付 PC ボード (DM300014、および DM300004-2 開発ボードと
組み合わせて使用

MA300011 $25 — — √ —

80ピン dsPIC30F6014 モータ コントロール DSC サンプル
付 PC ボード (DM300004-1、および DM300019 開発ボードと
組み合わせて使用

MA300014 $25 — — √

(1) 価格は予告なく変更される場合があります。

ハードウェア開発ツール
開発ツール 概要 パーツ番号 定価 (1) 対象デバイス

PIC24F PIC24H dsPIC30F dsPIC33F

MPLAB® ICD 2
回路内デバッガ/プログラマ DV164005 $159.99 √ √ √ √

dsPICDEM™ 1.1 汎用ボード付回路内デバッガ/プログラマ DV164032 $399.99 — — √ —

MPLAB® PM3

フル機能付デバイスプログラマ、ベースユニット DV007004 $895 √ √ √ √

18L/28L/40L DIP デバイス用ソケットモジュール AC164301 $189 √ √ √ √

16L (.150)/28L (.300) SOIC デバイス用ソケットモジュール AC164302 $189 √ √ √ √

28L ML デバイス用ソケットモジュール AC164322 $189 √ √ √ √

44L ML デバイス用ソケットモジュール AC164322 $189 √ √ √ √

44L ML TQFP デバイス用ソケットモジュール AC164305 $189 √ √ √ √

64L TQFP デバイス用ソケットモジュール (PF パッケージ) AC164313 $189 — — √ —

64L TQFP デバイス用ソケットモジュール (PT パッケージ) AC164319 $189 √ √ √ √

80L TQFP デバイス用ソケットモジュール (PF パッケージ) AC164314 $189 — — √ —

80L TQFP デバイス用ソケットモジュール (PT パッケージ) AC164320 $189 √ — √ √

(1) 価格は予告なく変更される場合があります。
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サードパーティ問い合わせ先
会社名 電話 Eメール Web サイト
CMX Systems, Inc. +1 904 880 1840 cmx@cmx.com www.cmx.com

HI-TECH Software +61 7 3552 777 hitech@htsoft.com www.htsoft.com

IAR +46 18 16 78 00 info@iar.se www.iar.se

Vector Informatik GmbH +49 711 80670 0 info@vector-informatik.com www.vector-informatik.com

VOCAL Technologies, LTD +1 716 688 4675 sales@vocal.com www.vocal.com

ソフトウェア ライブラリおよびアプリケーション開発ツール
開発ツール 概要 パーツ番号 定価 (1) 対象デバイス

PIC24F PIC24H dsPIC30F dsPIC33F

dsPIC30F 演算ライブラリ 標準演算、浮動小数点 (ASM、C ラッパー) SW300020 無償 √ √ √ √

dsPIC30F 周辺装置ライブラリ 周辺装置初期化、コントロール、ユーティリティ ルーチン (C) SW300021 無償 √ √ √ √

dsPIC30F DSP ライブラリ 必須 DSP アルゴリズムセット (Filters、FFT) SW300022 無償 — — √ √

対称キー組み込み
暗号ライブラリ

AES、トリプル DES、SHA-1、RNG、MD5 
用セキュリティ暗号化ソフトウェア サポート SW300050 - 5K* $2500 — — √ √

AES、トリプル DES、SHA-1、RNG、MD5 
用セキュリティ暗号化ソフトウェア サポート評価版 SW300050-EVAL $5

トリプル DES/AES 
暗号ライブラリ

AES、トリプル DES 用セキュリティ暗号化
ソフトウェア サポートの生産ライセンス SW300052 $5 √ √ √ √

非対称キー組み込み
暗号ライブラリ

RSA、DSA、Diffie-Hellman、SHA-1、RNG、MD5 
用セキュリティ暗号化ソフトウェア サポート SW300055 - 5K* $2500 — — √ √

RSA、DSA、Diffie-Hellman、SHA-1、RNG、MD5 
用セキュリティ暗号化ソフトウェア サポート評価版 SW300055-EVAL $5 — — √ √

ノイズ抑制ライブラリ
音声信号におけるノイズ干渉抑制を実現する関数 SW300040 - 5K* $2500 — — √ √

音声信号におけるノイズ干渉抑制を実現する関数評価版 SW300040-EVAL $5 — — √ √

音響エコー抑制ライブラリ
スピーカとマイク間で発生するエコー抑制を実現する関数 SW300060 - 5K* $2500 — — √ √

スピーカとマイク間で発生するエコー抑制を実現する関数評価版 SW300060-EVAL $5 — — √ √

音響アクセサリ キット アクセサリキット (オーディオ ケーブル、ヘッドセット、オシレータ、マイク、
スピーカ、DB9 M/F RS-232 ケーブル、DB9M-DB9M ヌル モデム アダプタ等) AC300030 $87.50 — — √ √

ライン エコー抑制ライブラリ
2線、または 4線変換ハイブリッドで発生する電気的ラインエコー抑制を
実現する関数 

SW300080-5K $2500 — — √ √

2線、または 4線変換ハイブリッドで発生する電気的ラインエコー抑制を
実現する関数 

SW300080-EVAL $5 — — √ √

TCP/IP ライブラリ
TCP/IP 接続、およびプロトコル サポート CMX-for dsPIC30F

CMX
に要問い
合わせ

— — √ √

TCP/IP 接続、およびプロトコル サポート SW300024 無償 √ √ √ √

ソフト モデム ライブラリ

V.22bis/V.22 ソフト モデム ライブラリ SW300002 無償 — — √ √

V.32bis ソフト モデム ライブラリ SW300003* $2500 — — √ √

V.32bis ソフト モデム ライブラリ評価版 SW300003-EVAL $5 — — √ √

V.32 (non-trellis) ソフト モデム ライブラリ
Vocal
に要問い
合わせ

— — √ √

音声認識ライブラリ
自動音声認識システム（PC ベースの音声データ トレーニング サブシステム、
および音声認識ソフトライブラリ付属）(16:1 圧縮) SW300010 - 5K* $2500 — — √ √

自動音声認識システム評価版（PC ベースの音声データ トレーニング サブシス
テム、および音声認識ソフトライブラリ付属）(16:1 圧縮) SW300010-EVAL $5 — — √ √

SPEEX 音声エンコード/
デコード ライブラリ

音声圧縮/解凍用音声ライブラリ SW300070 - 5K* $2500 — — √ √

音声圧縮/解凍用音声ライブラリ評価版 SW300070-EVAL $5 — — √ √
G.711 音声エンコード/
デコードライブラリ APCM 音声圧縮/解凍 (2:1 圧縮) SW300026 無償 √ √ √ √

G.726A 音声エンコード/
デコードライブラリ

音声圧縮/解凍 (8:1 圧縮) SW300090- 5K* $2500 — — √ √

音声圧縮/解凍評価版 (8:1 圧縮) SW300090-EVAL $5 — — √ √

FAT 16 ファイルシステムライブラリ 全標準 FAT 16 関数実行： fopen、fread、fwrite、fseek など SW300027 無償 √ √ √ √

dsPIC® DSC 用 CANbedded dsPIC30F 用 CAN ドライバ ライブラリ
Vector
に要問い
合わせ

— √ √ √

(1) 価格は予告なく変更される場合があります。
* 5000 台以上の量産ライセンス許諾（プロジェクト寿命期間）については、マイクロチップにお問い合わせください。
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文書タイプ 文書タイトル 文書番号

概要資料
dsPIC30F 高性能 16ビット デジタル シグナル コントローラ シリーズ概要 DS70043

dsPIC30F 高性能 16ビット デジタル シグナル コントローラ シリーズ概要 DS70155

データシート

PIC24FJ128GA シリーズ データ シート DS39747A

PIC24H シリーズ データ シート DS70175B

dsPIC33F シリーズ データ シート DS70165C

dsPIC30F2010 データ シート DS70118E

dsPIC30F2011、dsPIC30F2012、dsPIC30F3012、dsPIC30F3013 データ シート DS70139

dsPIC30F3010、dsPIC30F3011 データ シート DS70141

dsPIC30F3014、dsPIC30F4013 データ シート DS70138

dsPIC30F4011、dsPIC30F4012 データ シート DS70135

dsPIC30F5011、dsPIC30F5013 データ シート DS70116

dsPIC30F5015、dsPIC30F5016 データ シート DS70149

dsPIC30F6010 データ シート DS70119

dsPIC30F6011、dsPIC30F6012、dsPIC30F6013、dsPIC30F6014 データ シート DS70117

dsPIC30F6011A、dsPIC30F6012A、dsPIC30F6013A、dsPIC30F6014A データ シート DS70143

dsPIC30F6010A、dsPIC30F6015 データ シート DS70150

プログラミング仕様
dsPIC30F プログラミング仕様 DS70102

dsPIC33F/PIC24H プログラミング仕様 DS70152

PIC24F128GA プログラミング仕様 DS39768

リファレンス マニュアル
dsPIC30F 言語ツール クィック リファレンス ガイド DS51322

dsPIC30F/33F プログラマ リファレンス マニュアル DS70157

dsPIC30F シリーズ リファレンス マニュアル DS70046D

アプリケーション ノート

AN833 - マイクロチップ TCP/IP スタック アプリケーション ノート DS00833B

AN901 - dsPIC30F を使用したセンサレス BLDC モータ コントロール DS00901A

AN908 - dsPIC30F を使用した AC 誘導モータ コントロール DS00908A

AN957 - dsPIC30F2010 を使用したセンサ付 BLDC モータ コントロール DS00957A

AN962 - dsPIC30F デバイスで自動ボーを実行 DS00962A

AN984 - dsPIC30F を使用した AC 誘導モータ コントロール DS00984A

AN992 - dsPIC30F2010 を使用したセンサレス BLDC モータ コントロール DS00992A

AN1017 - dsPIC30F DSC を使用した PMSM モータの正弦コントロール DS01017

AN1025 - 5.0V 電源レールから安定化した 3.0V への変換 DS01025

テクニカル CD dsPIC30F テクニカル CD-ROM （上記すべてを収録） DS70084

関連文書　
ここに記載する文書の最新版はマイクロチップの Web サイトでダウンロードできます。
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www.microchip.com/16bit
Microchip Technology Inc. • 2355 W. Chandler Blvd. • Chandler, AZ 85224-6199

サポート
マイクロチップは、お客様のスピーディで効率的な商品開発
のサポートに取り組んでいます。 世界に広がるフィールド ア
プリケーション エンジニアのネットワークと技術サポートを
備え、幅広い商品かつシステム支援を提供します。 また、ウェ
ブサイト（www.microchip.com）では次のサービスも実施し
ています。
 サポート  のページでは、お客様からのお問い合せに対
 してスピーディな解答を提供しています。 
 http://support.microchip.com

 トレーニング  のページでは、オンライン セミナー、
 開催するセミナー/ワークショップの登録受付、世界各地
 で開催される MASTERs に関する情報を提供しています。 
 www.microchip.com/training

RoHS 準拠
マイクロチップでは、PIC®
microcontroller、dsPIC®デジ
タル シグナル コントローラ、シ

リアル EEPROM、スタンドアロン アナログおよびその他の製
品を対象に、スズ鉛 (SnPb) はんだめっきの使用を中止し、鉛
フリー パッケージ (Pb-free) へと移行致しました。現在は、マ
イクロチップ全標準品につや消しスズ (Sn) めっきが採用され
ており、RoHS に完全準拠しています。 この取り組みにより、お
客様は欧州を始めとする RoHS (Restricitions on Hazardous
Substances) 指令に早期段階からご対応いただけます。

The Microchip name and logo, the Microchip logo, dsPIC, MPLAB, PIC, and PRO MATE are registered trademarks of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and other countries. FilterLab is a registered 
trademark of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. dsPICDEM, dsPICDEM.net, dsPICworks, In-Circuit Serial Programming, ICSP, PICDEM, PICDEM.net and PICtail, REAL ICE are trademarks of Microchip 
Technology Incorporated in the U.S.A. and other countries. All other trademarks mentioned herein are property of their respective companies. © 2006 Microchip Technology Inc. All Rights Reserved.   09/06

                                                                                                     DS01033B_JP

            *DS01033B_JP*

Microcontrollers •  Digital  Signal Controllers •  Analog •  Serial  EEPROMs

営業所一覧
テクニカル サポート: http://support.microchip.com

北米地域
アトランタ
Tel: 1-770-640-0034
ボストン
Tel: 1-774-760-0087
シカゴ
Tel: 1-630-285-0071
ダラス
Tel: 1-972-818-7423
デトロイト
Tel: 1-248-538-2250
ココモ
Tel: 1-765-864-8360
ロスアンジェルス
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Tel: 66-2-694-1351
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オーストリア-ヴェルス
Tel: 43-7242-2244-3910
デンマーク-コペンハーゲン
Tel: 45-4450-2828
フランス-パリ
Tel: 33-1-69-53-63-20
ドイツ-ミュンヘン
Tel: 49-89-627-144-0
イタリア-ミラノ
Tel: 39-0331-742611
オランダ-ドリューネン
Tel: 31-416-690399
スペイン-マドリード
Tel: 34-91-708-08-90
イギリス-ウォーキンガム
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