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PIC kit2 を用いてワンコインデコーダ 4 シリーズを書き込むための手順 

 

まず、デコーダのマイコンに書き込むた

めのソフト「PicKit2 v○○ install A」

を用意します。 

 

※○○は数字です。 

 

こちらのウエブサイトからダウンロード

できます。 

 

 

直接リンクはこちらです(Ver2.6.1)。 

バージョン変更でリンク切れになったら

ウェブサイトからダウンロードしてくだ

さい。 

 

 

 

ファイルを保存します。 

 

 

ダウンロードした zip ファイルを展開し

て、「setup.exe」をダブルクリックします。 

http://dieeurobahn.web.fc2.com/
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=pg164120
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20v2.61.00%20Setup%20A.zip
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展開するとインストーラが起動します。 

インストールを始めるために「next」をク

リックします。 

 

インストール先を指定します。 

共用のパソコンであれば「just me」にチ

ェックをつけます。 

 

インストールの準備ができましたので

「next」をクリックします。 

 

 

ライセンスの同意を確認してきましたの

で「I Agree」にチェックを付けて「next」

をクリックします。 

http://dieeurobahn.web.fc2.com/
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ウィンドウズのセキュリティに関する警

告が出ることがありますが、「はい」をク

リックします。 

そしてインストールの完了を待ちます。 

 

インストールが完了したら、「close」をク

リックして閉じます。 

 

するとデスクトップに下記アイコンが作

成されます。 

 

 

重要 

 

以下 2 つの手順を省略すると正しくマイ

コンが読み込まれません。必ず行ってくだ

さい。 

 

こちらのウェブサイト（直接リンク）で

更新ファイルをダウンロードします。ダウ

ンロード先を指定して保存します。 

 

「PK2DFUpdate-1-62-14.zip」というフ

ァイルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dieeurobahn.web.fc2.com/
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PK2DFUpdate-1-62-14.zip
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先ほどダウンロードした  

「PK2DFUpdate-1-62-14.zip」を展開

し、  

「PK2DeviceFile.dat」を、PICkit2

をインストールしたフォルダに上書

きしてください。  

おなじ名前のファイルが先にあり

ますので「移動して置換」をクリッ

クしてください。  

初期設定であればこちらに格納さ

れています。  

C:¥ProgramFiles(x86)¥Microchip

¥PICkit 2 v2 

 

Web Nucky にアクセスして PIC マイコ

ンに書き込むためのファイルをダウンロ

ードします。 

これがマイコンに書き込むための

デコーダのプログラム（直接リンク）

です。拡張子が txt などに変換され

てしまったら、hex にしてください。 

ファイルは「1822-0.9beta.hex」で

す。ソースコードが書かれた asm フ

ァイルもダウンロードできますが、

編集 と hex フ ァ イル の変 換に は

MPLAB IDE が必要です。列車アド

レスの変更は DCC のコントローラ

でもできますので割愛します。  

(Web Nuckyで紹介された方法とは異なる半田付けですがご留意を)

 

デコーダの基板を組み立てます。 

チップ部品での半田付けのコツはまず、片

方のパターンに半田を乗せてピンセット

で部品を抑えながら乗せた半田をこてで

溶かして部品を固定することです。 

残ったパターンはこてに半田を当てて

半田付けします。 

足の多い部品は最初の１本を固定して

から残りの足を半田付けしていきます。 

 半田付けに自信がなかったら PICマイコ

ンだけを半田付けして、後述の書き込みを

行って残りの部品を組み立ててください。 

 

あらかじめ半田を乗せる 

乗せた半田を溶かす 
ピンセットで部品を

抑える 

http://dieeurobahn.web.fc2.com/
http://web.nucky.jp/dcc/decoder4/onecoindecoder4.html
http://web.nucky.jp/dcc/decoder4/1822-0.9beta.hex


 

 

5 

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

 

 

出来上がったモーター用のデコーダの基

板です。 

サイズは約 26×10mm（スマイルコネクタ

切断時：約 18×10mm）です。 

 

いよいよデコーダの基板にプログラムを

書き込みます。 

基板の表面に左に○、右に□のある印に向き

を合わせて変換基板(スマイルコネクタ

Type-P(PIC版)アダプタ)に差し込みます。 

 

USBにてパソコンに接続します。 

インターネットに繋がっていればドライ

バは自動でインストールされます。 

 

 

ドライバのインストールが終わり

ましたら、  

デスクトップにある上記のアイコ

ンをダブルクリックして PICkit2 

Programmer を立ち上げます。  

 

マイコンを認識したらこのように

Device の部分にマイコンの名前が

表示されます。  

もし出なかったら先述の更新ファ

イルがうまくインストールできなか

った可能性がありますので、更新フ

ァイルを入れて、それでも駄目なら

PICkit2 Programmer を再インスト

ールして最初からやり直してくださ

い。  

http://dieeurobahn.web.fc2.com/
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「File」から「 Import Hex」を選択

して、クリックします。  

 

「 1822-0.9beta.hex」を選択しま

す。  

 

 

 

 

 

hex ファイルが正しく読み込まれ

たら、プログラムが表示されます。  

「Write」をクリックして、書き込み

が  

終わるまで待ちます。  

http://dieeurobahn.web.fc2.com/
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参照したウェブサイト 

MICROCHIP 社 http://www.microchip.com/  

Web Nucky http://web.nucky.jp/index.html  

部品表（Web Nucky より引用） 

部品 部品番号 仕様 個数 入手先 参考単価

チップ抵抗 R1 33kΩ(3216サイズ) 1 頒布 基板に同封

チップコンデンサ C1,C2 1uF/25V(3216サイズ)  2 秋月 @5

PICマイコン IC1 PIC12F1822-I/SＮ 1 秋月 @100

三端子レギュレーター IC2 TA78L05F 1 秋月 @25

フルブリッジドライバ IC3 BD6231F-E2 1 秋月 @180

専用プリント基板 PCB
スマイルコネクタPIC版(Type-

P)
1 頒布 @100

熱収縮チューブ Φ10×0.25×1ｍ 少量 秋月 -

D1,D2,D3,D4 4 @15
ショットキーバリア
ダイオード

RB160M-30TRかSS2040FL

(2A定格なのでSS2040FL推奨)
秋月

 

 

書き込みが終わりましたらこのよ

うな画面になります。ウィンドウを

閉じてデコーダの基板を外します。  

 

これで書き込みが完了です。  

初期の列車アドレス (CV1)は 3 です。 

変更は DCC コントローラで簡単に

できます。  

 

 

 

 

イラストのようにオレンジ、灰色の線は

モーター、赤と黒の線はレールからの集電

に接続します。 

線の色は DCCの国際規格に合わせて選

びました。 

 詳しいデコーダの使い方は下記の Web 

Nuckyを参照してください。 

http://dieeurobahn.web.fc2.com/
http://www.microchip.com/
http://web.nucky.jp/index.html

