「ＨＯゲージ用閉塞信号機（最小構成セット）」（ＧＴＳＩＧ−ＨＯ） 組み立て、テスト説明書
Rev. 03
１．はじめに
タイプＳ（基板名：ＧＴＳＩＧ−Ｓ）はタイプＭ（基板名：ＧＴＳＩＧ−Ｍ）からの電源供給で動作します
ので、タイプＭ、タイプＳの順に組み立ててください。 又、事前に添付資料の全てに目を通して
から組み立てを開始してください。
２．基板の組立て
部品表の項番１の部品から順に基板上の印刷にあわせて取り付け半田付けします。
部品表の備考欄に「極性有り」と表記されている部品は取り付け方向を誤ると破損するものもあり
ますので、右下の写真や基板の印刷を参考に慎重に取り付けます。
特に、三端子レギュレータはヒートシンク（ＨＴ：放熱板）を取付けてから基板に設置し、熱容量の
大きい６０Ｗ程度の半田ごてで半田付けしてください。（通常使う２０Ｗ程度の半田ごての場合は
放熱板に熱を奪われ、うまく半田付けできません。）
部品面（印刷面）に部品を挿入し、足の長いものは少し折り曲げて脱落しないようにして半田面
（裏）から半田付けをしますが、足の短いものは裏返すと脱落します。
それを防ぐには、５ｃｍ程度のセロテープを用意し部品を仮止めしてから、半田付けすると楽に、
きれいに仕上がります。

タイプＳ基板

タイプＭ基板
タイプＭ基板の組み立てが終了したら、次にテスト用ＬＥＤ（赤）とテスト用７Ｐコネクタを使って
確認ツールを作ります。
（このツールはタイプＳ（ＧＴＳＩＧ−Ｓ）の確認にも使いますので保管してください。）
テスト用ＬＥＤ
（赤）

＋（足の長い方）
−

橙色リード線
テスト用７Ｐコネクタ
１
４

青色リード線

図１．確認ツールの配線

コネクタの向きに注意
（コネクタに刻印された番号に合わせると
間違わない。）
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３．タイプＭ基板単体テスト
組立てが終了した時点で、再度取付けミスや取付け忘れの部品がないか、半田付け状態等の
最終確認を行い、問題なければ、テストに進みます。
①基板の７Ｐコネクタ（ＣＮ４）に確認用ツールを接続します。
②テスト用に００６Ｐ角型乾電池（９Ｖ）を用意し、電池スナップに接続します。
（基板上には電源ＳＷが無いのですぐ通電されます。）
③確認用ツールのＬＥＤが点灯すれば、タイプＭ基板のマイコンは正常に動作しています。
基板単体でのテストは一応終了です。（すべての機能の確認は連動テストでチェックします。）
ＬＥＤが点灯しない場合は先ず半田付け不良が考えられます。 回路図を参考にマイコンから
対象の部品までに接続されているすべての部品の足の半田付けを確認し、半田コテで２〜３秒
半田を溶かし半田をしっかり基板のホールに浸透させます。
それでもＬＥＤが点灯しない場合は症状を出来るだけ細かく記述し、当工房にメールで問合せ
ください。
４．タイプＳ基板単体テスト
タイプＭ基板のテストで問題がなければ、次にタイプＳ基板２個の組み立てを同様に行い、
完成後、実装する長さを考慮して基板間ケーブル（図２参照）を作ります。
ケーブルが完成したところで、タイプＳ基板のテストを１つずつ行います。
①基板の７Ｐコネクタ（ＣＮ４）に確認用ツールを接続します。
②基板間ケーブルの１本を使い、３Ｐ側をタイプＭ基板のＣＮ１に、４Ｐ側をタイプＳ基板のＣＮ２
に接続します。
③テスト用に００６Ｐ角型乾電池（９Ｖ）を用意し、タイプＭ基板の電池スナップに接続します。
（基板上には電源ＳＷが無いのですぐ通電されます。）
④確認用ツールのＬＥＤが点灯すれば、タイプＳ基板のマイコンは正常に動作しています。
基板単体でのテストは一応終了です。（すべての機能の確認は連動テストでチェックします。）
ＬＥＤが点灯しない場合は、タイプＭの時と同様にチェックしてください。
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図２．基板間ケーブルの配線 （３本とも同
じ）
５．信号機、センサの配線
３つの基板のテストが終われば、次に信号機のＬＥＤは信号機本体に実装し、センサはレールに
実装（図４．実装例参照）してからそれらの配線（図３参照）を行います。
実際に設置する場所を考慮して各線材の長さを決めてください。
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図３．信号機のＬＥＤ及び、センサの配線 （タイプＭ、Ｓ共
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図４．実装例

センサの穴は８ｘ１２ｍｍの四角
穴を開ける（センサ取り付け後、
裏から接着剤で固める）

５．連動テスト（総合テスト）
テスト準備は以下の通り行ってください。
①まず、各パーツの位置決めをし、仮止めをします。
②各７Ｐコネクタを基板のコネクタ（ＣＮ４）に接続します。
③基板間ケーブルを図５に従って接続します。
すべての準備が整ったところで、以下の通り連動テストを行います。
①テスト用に００６Ｐ角型乾電池（９Ｖ）を用意し、タイプＭ基板の電池スナップに接続します。
（基板上には電源ＳＷが無いのですぐ通電されます。）
②マイコンには簡単なセルフテスト機能が組み込まれており、電源投入直後に作動します。
全信号機のすべての信号が約１秒間点灯し、その後青信号に切り替わればセンサを
除くすべての機能は正常です。
③次にセンサの機能をテストします。 第一信号機のセンサを指で覆い信号が青から赤に
ることをチェックします。 次に、進行方向に隣の第二信号機のセンサを指で覆うと、その
信号機は青から赤に変化し、かつ第一信号機は赤から黄に変化します。
次の第三信号機のセンサを指で覆うと、その信号は青から赤に、１つ後の第二信号機は
赤から黄に、第一信号機は黄から青に変化すれば、すべての機能は正常です。
Ｐ３

②、③で問題がある場合は６．トラブルシュｰトで問題解決してください。
以上で、問題がなければ、テストは終了です。 仮止めしたすべてのユニットをきちっと固定し、
電池スナップをニッパーで切り離し、正規の電源（９Ｖ２Ａ以上推奨）に接続してください。
電源の極性はありません。 ＤＣＣシステムの場合はレールから受給することもできます。
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図５．基板間ケーブルの結
線

６．トラブル・シュート
５．②のセルフテストで以下の問題が発生した場合、説明に従って対処してください。
①第一信号機のみ全信号が点滅を繰り返し、他の２つの信号機はまったく点灯しない。
→５Ｖ電源のどこかが短絡（ショート）しているか、電源の容量不足です。 各基板のＣＮ１
コネクタ（３Ｐ）、ＣＮ２コネクタ（４Ｐ）の基板の半田付け、赤（＋）、黒（−）ケーブルの接続を
見直してください。 容量不足の場合は大容量の電源に交換してください。（特に、踏切
ユニットを併用した場合、サーボに大きな電流が流れる為に発生しやすい）
②第一信号機のみ全信号が点灯し他の２つの信号機はまったく点灯しない。
→電源供給が出来ていません。 第一信号機のＣＮ１コネクタ（３Ｐ）とそれに接続された第二
信号機のＣＮ２コネクタ（４Ｐ）の基板の半田付け、赤（＋）、黒（−）ケーブルの接続を見直し
てください。
第三信号機のみ点灯しない場合は、第二信号機から第三信号機への電源供給に問題
があるので、同様に見直してください。
③第三信号機のみ青信号になり、他はすべての信号が点灯している。
→セルフテストでは第一信号機（タイプＭ基板）から第三信号機に対して同期信号を流して
います。 その同期信号を受けると、第三信号機は自身の信号を青にし、次の第二信号機
に対して同期信号を発生させる仕組みです。
従って、この現象は第三信号機から第二信号機に同期信号が届いていないことになりま
すので、第二信号機と第三信号機のコネクタ（ＣＮ１，ＣＮ２）及び、白ケーブルの接続を
見直してください。
④信号機の１つの信号だけ点灯しない。
→基板からその信号のＬＥＤへの接続に問題があります。 回路図を参考にマイコンから
対象の部品までに接続されているすべての部品の足の半田付けを確認し、半田コテで
２〜３秒半田を溶かし半田をしっかり基板のホールに浸透させます。 ７Ｐコネクタ（ＣＮ４）
の接続も見直してください。

Ｐ４

７．補足
コネクタのメスピンへのケーブルの取り付けは通常、圧着工具を使用しますが、圧着工具がない
場合は、以下のように直接半田付けしてください。（参考１参照）
（参考１） コネクタ・メスピンの半田付けのしかた
細かい作業ですので、慣れていない方は慎重に行ってください。
①リード線の被覆をストリッパーで剥がす。
③で半田付けしやすいように、予め、半
田を銅線に浸み込ませておく。
被覆を剥がす
（２ｍｍ程度）
②コネクタ・メスピンの１本の爪をニッパでカットする。
脱落防止爪
２本の爪の片方を斜めに
ニッパーでカットする。
③先ず、リード線の被覆部を固定し、次に、銅線を半田付けする。

斜めにカットした爪をラジオペンチで
リード線の被覆に食い込むように曲
げ、反対の爪をその上に被せるよう
に巻き込みリード線が抜けないよう
にしっかり押し付ける。

少量の半田で半田付けをする。
量が多いと反対側に流れて、ピン
が刺さらなくなるので注意してください。

（参考２） コネクタ・メスピンのコネクタへの挿入方法
コネクタの脱落防止爪が入る穴に脱落防止爪の向きを合わせて、挿入します。
先ず手で入るところまで押し込み、次にピンセット等でピンを強く押し込み爪が跳ね上が
って抜けなくなるまで、しっかり挿入します。
脱落防止爪
脱落防止爪が入る穴
３
コネクタ
１

Ｐ５

「ＨＯゲージ用閉塞信号機（最小構成セット）」（ＧＴＳＩＧ−ＨＯ） 取扱説明書
本キットはタイプＭ基板（ＧＴＳＩＧ−Ｍ）１コとタイプＳ基板（ＧＴＳＩＧ−Ｓ）２コで構成されています。
まず、タイプＭ基板（ＧＴＳＩＧ−Ｍ）の機能から説明します。
①３灯式閉塞信号機機能： １つ先のタイプＳ信号機の同期信号を受け、赤→黄→青信号
に変化します。 タイマ式ではありませんので、先頭車両が１つ
先の信号機のセンサを踏まないかぎり、いつまでも信号は変化
しません。
②踏切ユニット作動機能： 踏切ユニット（オプション）を本基板に接続し、信号機が赤信号に
なると、踏切ユニットに作動信号を、黄色信号になると停止信号を流す。
③電源供給機能： タイプＳ基板や踏切ユニットに電源を供給します。 信号間の距離にも
よりますが、２０〜３０のタイプＳ基板に供給でき、大規模システムにも
対応できます。
④セルフ・テスト機能： 電源投入直後に、約１秒間全信号を点灯し、その後同期信号を
発生させ、信号機間ケーブルの接続状態を自動でチェックする
簡単な機能で、問題の切り分けに役立ちます。
タイプＳ基板にも同様な機能があり、同期信号が１巡すると、全て
青信号になり、運転が可能な状態になります。
次に、タイプＭＳ基板（ＧＴＳＩＧ−Ｓ）の機能は以下の通り、
①３灯式閉塞信号機機能： １つ先のタイプＳか又は、タイプＭ信号機の同期信号を受け、
赤→黄→青信号に変化します。
タイマ式ではありませんので、先頭車両が１つ前の信号機の
センサを踏まないかぎり、いつまでも信号は変化しません。
②セルフ・テスト機能： 電源投入直後に、約１秒間全信号を点灯し、その後１つ先の信号
機の同期信号を受け取り、自身の信号を青信号にすると同時に、
１つ後の信号機に同期信号を流す機能です。
１．動作パターン
順方向に、先頭車両が１つ先の信号機のセンサを踏むことで、信号機は赤→黄→青と順次
変化します。
赤

青

黄

赤

青

青

黄

赤

順方向

青

(注）踏切ユニットは参考で記載していますが、オプションです

Ｐ６

１．構成
本キットは３台の信号機を信号機間ケーブル（３芯）で結んで構成しますが、タイプＳ基板（ＧＴ
ＳＩＧ−Ｓ）を追加することで、大規模システムに対応できます。
逆方向

タイプ
Ｍ基板

Ｓ

Ｓ

順方向

Ｓ

Ｓ

Ｓ

２０〜３０
台
接続可

Ｓ

最小構成（信号機間ケーブル：赤実線）

大規模システム構成（信号機間ケーブル：破線）
図１．信号機システム構成図
２．制限事項
以下の制限事項があります。
①本信号機は単ループレール用ですので、引込み線などの信号機には使用できません。
又、ポイントで切り替わった場合は以降、復帰するまで信号機は変化しません。
②電車の進行方向が順方向の場合は正常に機能しますが、逆方向では信号シーケンスが乱れ
正しく機能しません。（逆方向では赤信号のままになります）
信号シーケンスが乱れても、順方向に１巡すれば、自動的に正常に戻ります。
③信号機の直下のレールの間に設置するセンサは電車の底に赤外線を当て、その反射で
電車が上にいることを検知します。 ただ高感度ですので、電車のジョイント部でちょうど停止
した場合や、超スロー運転でジョイント部の通過に２秒以上かかった場合に、センサ信号が
途絶えるため、マイコンは全車両が通過したと判断し次の車両を先頭車両と見誤る場合が
あります。
その場合は信号シーケンスが乱れます。
④又、センサは赤外線反射型のセンサですので、インバータ方式の蛍光灯の点灯直後にセンサ
が誤動作する場合があります。
蛍光灯を点灯後、５〜１０分経過すれば安定し、誤動作
しなくなるはずです。
このセンサは太陽光には強く、直射しない限り誤動作はまずありません。 又、夜間運転にも
対応できます。
⑤各信号機間は車両の長さ以上に十分距離を取ってください。（最大５ｍ）
<計算式>
信号機間距離 ＝ 車両の全長 ＋ 高速時に３秒間で走る距離
⑥踏切ユニット（オプション）はタイプＭ信号機とタイプＳ信号機の間に設置し、タイプＭ基板の
センサからの距離を十分開けてください。
タイプＭ基板のセンサが先頭車両を検知すると同時にゲートが動き出し、約３秒（差動動作
時は約６秒）で閉まりますので、それ迄に電車が踏切にかからないよう十分な距離が必要
です。 又、１つ先のタイプＳ信号機のセンサを検知すると、ゲートが瞬時に開きます。
詳細は踏切ユニットの取り扱い説明書を参照してください。
⑦稀に電車が近ずくと誤動作する場合があります。 その原因は電車のモータから発生する
ノイズによるものです。 その場合はラジオ（中波）を走行中の電車に近ずけ、ガリガリ音
がすればノイズだと確認できます。
ノイズが原因の場合はモータの電源入力端子に０．１〜０．３３μＦ程度のセラミック・コンデ
ンサを半田付けして、ノイズを軽減してください。
Ｐ７

⑧踏切ユニット（オプション）を併用する場合は、サーボの起動時に大きな電流（０．６Ａ程度）
が流れますので、主電源は余裕のある９〜１２Ｖの２Ａ程度の容量のある電源を使って
ください。 ＤＣＣシステムで、レールより受電している場合、大電流により電圧降下が発生
し、マイコンの動作が再起動を繰り返す場合があります。 その時は、レール受電ををやめ、
別電源から供給してください。
（主な仕様）
タイプＭ基板
1 プロッセッサ
2 信号ＬＥＤ駆動方式
3 センサ検知方式
4 ＣＮ１コネクタ
5 ＣＮ２コネクタ
6 ＣＮ３コネクタ
7 ＣＮ４コネクタ
8 ＣＮ５コネクタ
9 セルフチェック機能
10 電源供給能力
11 電源
12 復帰型フューズ
13 基板サイズ
タイプＳ基板
1 プロッセッサ
2 信号ＬＥＤ駆動方式
3 センサ検知方式
4 ＣＮ１コネクタ
5 ＣＮ２コネクタ
6 セルフチェック機能
7 電源
8 基板サイズ

ＰＩＣ１６Ｆ８８（８ＭＨｚ内部クロック使用）
プログラムによるスタティック点灯
反射型赤外線検知（変調型）
タイプＳ基板への電源供給、同期信号受信
同期信号送受信
踏切ユニットへの電源供給、スタート・ストップ信号送信
信号ＬＥＤ点滅、センサ信号受信
未使用（拡張用）
同期信号送信（電源投入時のみ）
５Ｖ 最大１０００ｍＡ
9〜12Ｖ 12mA〜1000mA
無極性（ＤＣＣの場合はレールから受給可）
１０００ｍＡ トリップ
Ｗ５０ ｘ Ｈ５０ （ｍｍ）
ＰＩＣ１２Ｆ６７５（４ＭＨｚ内部クロック使用）
プログラムによるスタティック点灯
反射型赤外線検知（変調型）
タイプＳ基板への電源供給、同期信号受信
電源受給、同期信号送信
同期信号送受信 （電源投入時のみ）
5V 12mA （タイプＭ基板から受給）
Ｗ２２ ｘ Ｈ５０ （ｍｍ）

（注）
・本キットのＰＩＣマイコンに書き込まれたプログラムは原則として公開しません。
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