MP3 モジュールボード

KP-01MP3 説明書
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【ベースボードと MP3 音声再生モジュール】
140424

・赤色の基板がベースボード
・緑色の基板が MP3 音声再生モジュール

■概要
MP3 音声再生モジュールを使いやすい良い形に実装した、ベースボードと MP3 モジュールのセットです。
ベースボード上には必要部品が全て取り付け済みとなっており、電源、スピーカを接続するだけで、音
声プレーヤとして機能します。

【その他内容物】
・スピーカー接続用ケーブル（約 50cm）
※AC アダプターは別途ご用意ください
DC9 〜 12V 500mA 以上
プラグサイズ：Φ2.1mm

■特徴

・組み込み用 MP3 音声再生モジュールを簡単に操作できるベースボードと MP3 モジュールの実装済みボードセットです
ベースボードに搭載した MP3 音声再生モジュールは一般的な MP3 再生機と比較して外部コントロールが容易なため、電子
工作等に便利にご利用頂けます。
・電源 ON は電源を加えるだけ
外部から電源をコントロールする様な場合でも、ON/OFF スイッチのみで行うことができます。
・接点信号で音声指定再生が可能
プレーヤをコントロールする方法が接点を閉じるだけの単純構成です。
また、ベースボード基板上には手動操作のための押しボタンに加え、外部からの制御を行うための端子を装備しています。
・4 個のファイルのダイレクト再生が可能
ベースボード上のスイッチ操作に加え、外部コントロールを行うためのコントロールピンを装備。
（コントロールピンを GND 接続もしくはオープン制御）
・2 系統の音声出力
1.RCA コネクタからラインレベル出力
2. 内蔵パワーアンプで小型スピーカーを直接駆動
・シリアル通信 (UART＜3.3V ロジックレベル＞) による高度なコントロールが可能
一般の MP3 プレーヤではリモコン信号で同様の事ができる可能性がありますが、当機のシリアルコントロールでは双方向
のきめ細かいコントロールが可能です。
（通信をコントロールするプログラムの製作が必要になります）
・モジュール上に MP3 ファイルデータ保存可能 (4Mbyteまで)
(micro SD カードから単独でファイルコピー可能 )
MP3 モジュール内に 4Mbyte のフラッシュメモリを搭載しているため、容量の範囲内であれば (USB メモリから内蔵メモリ
に保存は保証外となります ) 外部記憶素子が無くても音声データを保持できます。
■製品仕様
●電源電圧：DC9V 〜 DC12V 無極性 ( プラグサイズ：Φ2.1)
●消費電流：400mA
●基板寸法：W86mm×H54mm （突起物を含まず）
●音量調節機能：32 段階
●使用可能メディア：micro SD カード、USB メモリ（共に 2GB FAT16/32）
●ビットレート (bps)：16k / 32k /64k /96k /128k /160k /192k(4 Mbyte 再生時 )
●再生時間：2022 秒 / 906 秒 / 477 秒 / 325 秒 / 246 秒 / 194 秒 / 161 秒 (4 Mbyte 再生時）
●出力：BTL パワーアンプ出力 (1W / 8Ω負荷 ) / ライン出力 ( モノラル /RCA コネクタ )
●シリアル通信：UART＜3.3V ロジックレベル＞
●UART 通信パラメータ：通信速度 9600bps、データビット長 8bit
●UART 通信パラメータ：ストップビット 1bit、パリティなし
●接続端子：USB、microSD、電源入力、補助電源出力、スピーカ出力、再生コントロール、
ダイレクト再生、シリアルコントロール
●搭載ボタン：再生コントロール用 5 ボタン、ダイレクト再生 4 ボタン、コピー、リセット各 1 ボタン

■接続
１、電源
MP3 モジュールは 5V 動作ですが、ベースボード上に安定化回路を搭載しています。
また、入力にダイオードブリッジを装備していますので電源の極性を気にする必要はありません。
電圧は 9V 〜 12V に対応します。
＊補助電源端子 CN6
ベースボード上のコネクタ CN6 にダイオードブリッジ通過後の電源が出力されています。外部機器に電源
を供給する事ができます。
またこの端子は、本機を端子接続の電源で動かす場合の入力として利用することもできます。
CN6 に適合するコネクタは、巻末のコネクタ適合表をご覧ください。
（CN6 に外部から電源を加える場合は極性にご注意ください。逆接続は電源 IC や MP3 モジュールを破損さ
せてしまう恐れがあります）

２、音声出力
スピーカ駆動の場合
CN6 部分
CN3 が内蔵アンプの出力になります。
市販の８Ωスピーカを接続してご利用ください。最大出力は 1W ですので、スピーカには
1W 以上の耐電力が必要です。出力は BTL ですので GND には絶対に接続しないでください。
スピーカ接続用にケーブルを添付しておりますので必要に応じてご利用ください。
外部アンプを使用する場合
コネクタ、CN2 からラインレベルの音声信号が出力されます。外部アンプなどと、市販の RCA ケーブルを
使って接続してご利用ください。
【スピーカー駆動時に使用 CN3 スピーカー端子】

【外部アンプ使用時 CN2 RCA 端子】

■注意
搭載しているモジュールの仕様によるものですが、
・使用できる micro SD カードまたは USB メモリの容量は 2Gbyte まで、フォーマットは FAT16 か FAT32 である必要があ
ります。
・出力はモノラルになります。ステレオのデータを再生した場合、右と左の音が混合されて出力されます。

CN2 部分

-1３、機能の外部コントロール端子
JP3 に、VOL+、VOL-、NEXT、PREV、PLAY の操作信号を引き出しています。
対応番号は次項の機能ボタンの表を参照してください。
JP3 はベースボード上の押しボタンと並列に接続されています。
JP3 を利用する場合、共通線（JP3 の 6 番）と該当機能（JP3 の 1-5 番）との間を短絡させ
る必要があります。
共通線が GND ではありませんので、該当機能線に論理信号を入れても機能しません。必ず
共通線と機能線を短絡させる必要があります。
短絡させるには、押しボタンやリレー接点の様な機械的な接続やフォトモスカプラの様な半
導体素子を利用することができます。
【JP2 及び JP3 部分】

４、直接選曲の外部端子
JP2 は曲を直接選ぶ際に使用する端子です。
対応番号は次項の直接選曲ボタンの表を参照してください。
JP2 はベースボード上の押しボタンと並列に接続されています。
共通線は GND となっていますので、3.3V 系の論理信号や、GND との接続（一般にオープン
コレクタと呼ばれ、シーケンサ等の出力で利用可能）で機能します。
この端子もベースボード上の押しボタンと並列に接続されています。
このため、論理信号を入力して利用される場合は、ベースボード上の押しボタンを押すと強
制的に論理 L になってしまうことを配慮してください。
【CN5 シリアル端子】
また信号の H レベルは 3.3V を超えない様にしてください。

-2６、メディアコネクタ
CN4 は USB メモリを接続するコネクタです。
なお、microSD カードは MP3 モジュールのスロットに挿入してください。
【CN4 USB メモリ接続コネクタ】

【LED ステータス表示部】

７、ステータス表示
LED D1: 電源表示
CN4 部分
LED D2: 再生中
D2 の表示は、JP2 直接選曲端子の 5 番ピン、BUSY 信号出力と同じです。

【音声再生モジュール】
microSD カード
スロット

５、シリアル端子
CN5 にシリアル信号が引き出されています。
コントロール機能は巻末を参照してください。
基板上の印刷［TXD］はモジュールが送信する信号を、
［RDX］はモジュールが受信する信号を
表します。
このため、
［TXD］は相手の機器（PC 等）の RXD 信号に、
［RXD］は相手機器の TXD に接続する
必要があります。
シリアル信号は、論理信号系となっています。
RS232 レベルではありませんのでご注意ください。
PC との接続には USB- シリアルコンバータ（3.3V 系）のご利用をお勧めします。
また、PIC や AVR 等のコントローラとの直接接続では電圧にご注意ください。
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SW1
SW2
SW3
SW4
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-6【端子表】
CN1
CN2

電源端子
LINE OUT

2.1φ、無極性
RCA ジャック、ラインレベル出力

CN3
番号
1
2

スピーカ端子
信号名
SP+
SP-

CN4
番号
1
2
3
4

USB コネクタ
信号名
VBUS（5V 電源出力）
DD+
GND

CN5
番号
1
2
3

シリアル信号
信号名
RXD
TXD
GND

CN6
番号
1
2

補助電源端子
信号名
電源＋
GND

JP1
番号
1
2

3.3V 出力＊
信号名
3.3V 出力
GND

＊本コネクタは未実装です。
モジュールから直接引き出されていますが、本端子の電気的な条件は提示されていません。
ご利用は利用者の判断でお願いします。
JP2
番号
1
2
3
4
5
6

※12 USB メモリから SPI FLASH へのコピーは保証対象外となります。
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直接選曲端子
信号名
１曲目の再生
２曲目の再生
３曲目の再生
４曲目の再生
BUSY 信号出力
GND

JP3
番号
1
2
3
4
5
6

機能端子
信号名
VOL+
VOLNEXT
PLAY
PREW
共通線

【適合コネクタ（メーカー）】
CN1 電源端子
2.1φ、プラグ （各社）
CN2 LINE OUT
RCA プラグ （各社）
CN3 スピーカ端子
2P、2.54mm ピッチ、シングルヘッダー （各社）
＊EHR-2(JST）付きハーネス添付
CN4 USB コネクタ
USB-A タイプ、オス （各社）
CN5 シリアル信号
3P、2.54mm ピッチ、シングルヘッダー （各社）
CN6 補助電源端子
ハウジング：XHP-2 ピン：SXH-001T-P0.6 または N
JP2 直接選曲端子
6P、2.54mm ピッチ、シングルヘッダー （各社）
JP3 機能端子
6P、2.54mm ピッチ、シングルヘッダー （各社）
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( 共に JST）

【回路図：MP3 モジュール用ベースボード】

-9【MP3 モジュール用ベースボード外観】

-10【MP3 モジュール用ベースボード外観 2】

【お断り】
・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外観等を
変更する場合があることをあらかじめご了承ください。
・本製品は組立キットまたは半完成品です。製作作業中の安全確保のため説明書をよくお読み
になり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
・完成品でない商品の性格上、組み立て後にお客様が期待される・品質・安全運用等の保証は
できません。完成後はお客様 ( 組立作業者 ) ご自身の責任のもとでご使用ください。
・本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての
補償には応じられません。

【ＯＥＭシステム対応】
標準仕様では対応しきれないカスタム仕様のモジュールを設計、製造します。
単一機能モジュールのみならず、トータルなシステムとしてもサポート可能です。
◎「製作協力：株式会社クレイン電子」
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