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Desktop Station の使い方（DCC/MM2 シールドの場合） 

 

DCC/MM2 シールドに Arduino を接続し、

12V1A 以上の AC アダプタと、USB を通して

パソコンに接続します。出力端子にはフィーダ

を接続しておきます。 

KATO の D101 はプログラム線路と走行線路は

別々にしていますが、この基板では兼用します。

後述の DCC デコーダのアドレス設定をすると

きは線路に 2 つ以上の DCC デコーダを搭載し

た車両を載せないでください。 

 

Desktop Station を起動して開始ボタンをクリ

ックします。 

 

うまく接続されますと、ファンクションキーが

使用できます。 

これによって 6pinDCC デコーダあるいは前照

灯 DCC デコーダを搭載した場合、前照灯の ON 

OFF などが切り替えられます(デフォルトでは

F0 ボタン)。 

出力端子（レールへ） 
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線路に DCC デコーダを搭載した車両を載せて

設定変更を行います。 

後述の DCC デコーダのアドレス設定をすると

きは線路に 2 つ以上の DCC デコーダを搭載し

た車両を載せないでください。 

 

 

 

 

 

CV 番号とはデコーダ個別にそれぞれ割り振ら

れたメモリみたいなものです。CV 番号は 1～

1024 まで個別にあらかじめ設定されています

が、普段の使用で変更するのはごく一部です。 

CV 番号のそれぞれの値は付録 1 を参照してく

ださい。 

 

 

 

 

このようなアイコンをクリックすると

DCC デコーダの設定変更が可能です。 

必要に応じて車両のアドレス変更を行います。 

車両プロコトルは「DCC」、CV モードは

「Dir/Direct Mode」を選択します。 

デフォルトでは車両アドレス(CV1)は 3ですが、

1~127 まで任意に設定できます。複数の車両を

個別に制御する場合、アドレスを変更する必要

があります。CV29 計算機は通常、「28/128 速

度ステップ」、「DC 運転許可」をチェックして

使用します。一度変更したら、電源が切れても、

デコーダの車両アドレスや CV 番号の中の値の

変更は保存されます。 

「車両アドレス」を変更したら、「生成」をクリ

ックして「書き込み」ボタンをクリックします。 

「読み込み」ボタンはありますが、DCC/MM2

シールドでは機能しませんのでご注意くださ

い。 

任意の CV 番号の中身を直接変更する機能もあ

りますが、付録 1 に記された以外の CV 番号を

変更する場合は各自研究した上、自己責任でお

願いします。 

数字を変更する 

… CV1 CV2 CV3 CV1024 

CV 番号 

(固定) 

中の値 

(可変) 3 0 0 

「生成」→「書き込み」 

チェックを入れる 
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機関車のアイコンをクリックしますと、

トップ画面に戻ります。速度計の針をドラッグ

するか、速度計の数字を直接クリックすること

で速度を調整できます。前後切り替えは「▲前

進」、「▼後退」をクリックして切り替えます。 

 

 

 

先程の画面にあるアイコン

は左から車両編集、車両新規登録、車両登録削

除の意味があります。「車両プロコトル」は

「DCC」にします。「速度ステップ」は「DCC28」

のままで結構です。 

コントローラに車両の登録をするために、中央

のアイコン をクリックします。登録をし

ますと簡単に呼び出すことができるため、操作

性が向上します。 

 

重連運転を行う場合は「重連運転設定」を設定

して、2 つ目の車両のアドレスを変更します。 

 

たとえば「車両アドレス」を 1、「車両 2 アドレ

ス」を 2 にしますと、車両アドレス 1 と 2 の車

両が一括して制御できます。互いの車両の速度

が合わない場合はどちらかの車両の CV5 の中

身を調整してください。 

 

単独で制御する場合は、「車両 2 アドレス」を「0」

に設定します。 
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登録した車両をバーから選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

このボタンをクリックしますと、登録した車両

を最大で 8 編成を個別かつ 1 画面で制御できま

す。 

スロットル部分をクリックすることで直接方向

転換や速度指示を出すことができます。 

 

のアイコンをクリックすると、車両の登

録をしていない車両でも画面のテンキーでアド

レスを直接入力することでも操作できます。市

販の DCC コントローラのような機能です。 

車両のアドレス変更した後の確認に便利です。 

 

トップ画面に戻り、「Web アプリ」ボタンをク

リックしますと、このような画面が現れます。 

 

この機能を使うには DCC/MM2 シールドを接

続したパソコンが無線 LAN に接続されている

必要があります。それと同じ無線 LAN に接続

されたスマートフォンやタブレットなど Web

ブラウザが立ち上がる端末でその URL 

<http://(数字の並び)>をブラウザに打ち込みま

すと以下のような画面が立ち上がります。 

このボタンをクリッ

クして、車両の選択 

これを DCC にする 



 

 
5 

Copyright (C) 2016 T.E all rights reserved.         http://dieeurobahn.web.fc2.com/ 
 

 

Web ブラウザ上で車両アドレスの設定を行う

と、車両がスマートフォンやタブレットで遠隔

操作できます。「Loc protocol」は「DCC」に設

定します。車両アドレスを設定してから操作し

てください。「REV」、「FWD」で進行方向の切

り替えが可能です。 

 

 
参照したウェブサイト 

Arduino 

http://arduino.cc/en/main/software 

Desktop Station 

http://desktopstation.net/download.html 

 

付録 1 CV 値の一覧 

 

   

※1 DCC デコーダのメーカによって異なる。 

CV 値 意味  初期値 設定範囲 備考 

1 列車アドレス 3 1～127 3,4 ページを参照 

2 スタート電圧 0 0～255 ツマミが初期の時の電圧（255 で最大） 

3 加速率 0 0～31 値を大きいほどゆっくりと加速 

4 減速率 0 0～31 値を大きいほどゆっくりと減速 

5 最大電圧 0 0～255 0,1 の時は最大の電圧(最大電圧で暴走す

る車両は適当な値を入れると調整できる) 

6 中間点電圧 0 0～255 ツマミの回転が中間時の電圧(255 で最大） 

29 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ設定 06  2 ページを参照 

47～64 メーカ独自設定 ※1 ※1 メーカによって異なるので説明書を読む 

車両アドレスを設定

してから操作する 


