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はじめに 

これは、手頃な価格で実用的で美しい DIY キットです。時間、温度と日付を表示することができま

す。特に、モノづくりを学びたい学生のために、基板には、表面実装部品や DIP など通常のデバイス

の双方が含まれているので、半田付け技術の改善に役立つと思います。製作完了後には半田付け

能力についての一周りの成長を感じることが出来るでしょう。また独自の制御ソフトを書いて書き換え

ることもでき、UI に挑戦するというオプションもあります。チップは AT89S52 が搭載されていますの

で、MikroC などがコードサイズ制限(4kb)はありますが、フリーで使うことが出来ます。 

チャレンジしたい方は、さらに、SDCC というツールもあります。 

部品は以下の写真の通りです 

 



 



「組み立て作業は、背の低い部品から高い部品というのが基本です」注意 : Step 5 

と Step 7 は順序間違えると半田付けできなくなります  

Step 1: SMD 部品の半田付け、 2 つの写真に従ってください  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNP トランジスタ：Q1、Q6、Q7、Q8、Q9、Q10、Q11、Q12、Q13)  

10KΩ 抵抗：R6、R12、R14、R16、R18、R20、R26、R29、R31、R32、 

R33、R34、R35  

47Ω 抵抗：R5、R11、R13、R15、R17、R19、R25、R27、R30  

20pF コンデンサ：C3、C4  

104  コンデンサ：C2、C5  

 

 

 

 



 

 

 

PNP トランジスタ：Q2、Q3、Q4、Q5  

10KΩ  抵抗：R1、R2、R3、R4、R21  

47Ω  抵抗：R7、R8、R9、R10  

20pF コンデンサ：C6、C7  

  

  

  



Step 2: 水晶発振子の半田付け 32.768KHz 12MHz 裏側に出たリードはカット 

 

 
Step 3: LED の取り付け , + 指示を確認してアノード ( 長いリード ) を挿して実装します赤 LED 

は ,D5*,
 
D10*,

 
D15*,D20*,D25*,D30*,D35*,D40*,D45*,D50*,D55*,D60* .  

それ以外は緑 LED を挿入したら上からしっかりした本などで押さえつけて LED を整列させま

す。そして本をあてたまま、ひっくり返し各 LED の外側のピンのみをすべて半田付けしま

水晶発振子の頭部も半 
田付けして固定します。 



す。半田付けしたリードは短めに切り、再度 LED の列を確認して、補正します。修正が終わ

れば、残りの LED の内側のピンを半田付けして、   みじかく切り揃えます。 

 

 



 

Step 4: 温度センサー DS18B20 の半田付け , 出たリードは切り揃えます  

Step5: タクトスイッチ RST, MODE, PLUS; 8-pinIC ソケット U2;40-pin  

IC ソケット U1;battery holder BT1 をシルクの向きに合わせて半田付けします .  

Step 6: 8-pin IC ソケットとバッテリーホルダーの半田付け後、リードは出来るだけ平ら

になるようにカットしてください。後で 7SEGLED の取り付けで障害になります。 

Step 7: 4 桁 7SEG LED は小数点の位置を確認してから、半田付けします。 



裏側のピンはフラットになるようにカットします。向きが逆だと表示しません 

 

注意 : 小数点の位置は、基板名称 (EC1204B V1.2) の上に来るようになります。 

  

Step  8:  6 ピンヘッダーを半田付け 注意 : 隣接する 4 つの信号パッドは予約信号に

き半田付けしない .  

  

  



 

                         Mini USB ターミナルの取り付け向きと基板面確認 

  
Step  9: ブザー (SPEAKER),100uF 電解コンデンサ C1,miniUSB-USB の半田付け、リード 

  

は、フラットになるようにカット 

  

Note:  ミニ USB インタフェースの取り付け位置、向きは上の写真に正しく合わせるこ

と 
   

が必要です。間違えるとチップが燃えてしまいます。電源逆接となります。 

  

  

Step 10: 最後に AT89S52 マイコンと DS1302 時計 IC, バッテリーを装着します。 

  

チップにある溝の向きを基板のシルクに合わせてください。次の写真に示す矢印の通

り。ソケットに挿入する前に、 IC のリードをピンセットや「ぴん揃った」などで揃えてから

挿入してください。  

 さいこ 



 

 の向きに注意 



 

  



正面写真 

 

背面写真 

  
   

以上で完成です。 

USBケーブル接続をして表示が普通に出てくれば OKです。 

Err1 と表示された場合には時計 IC との接続が異常です。 

Err2 と表示された場合には温度センサーIC との接続が異常です。 

次のページから動作と回路図について付記します。 



  



  



 



 

基板検査 

 

1) 水色枠の中の X0-X7 の隣接ショートがないことを確認 

2) 水色枠の中の X0-X7 と対応する色の端子の導通確認 

 



改版履歴 

初版 2016/4/4  

改版 2016/4/16  

V1.2 2016/4/27 基板検査方法の追加 

V1.2c 2019/7/14 Err1, Err2について説明追
加、回路図のコメント日本語化 

  



 

 
EC1204 Pv1.2  

Electronic welding assembly Tutorials  

Welding sequence: low to high  

Note: Step 5 and Step 7 can not turn, or not assembled welding.  

Step 1: Complete SMD components welding; following two charts  

 
 

 

PNP Transistor：Q1、Q6、Q7、Q8、Q9、Q10、Q11、Q12、Q13)  

10K Resistor：R6、R12、R14、R16、R18、R20、R26、R29、R31、R32、 

R33、R34、R35  

47 ohm Resistor：R5、R11、R13、R15、R17、R19、R25、R27、R30  

  



20pF  Capacitance：C3、C4  

104  capacitance：C2、C5  

 

PNP Transistor：Q2、Q3、Q4、Q5  

10K  Resistor：R1、R2、R3、R4、R21  

47 ohm  Resistor：R7、R8、R9、R10  

20pF capacitance：C6、C7  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
Step 2: Welding and 32.768KHz 12MHz crystal oscillator, cut excess pin  

flat  

 

  

  



32.768KHz crystal shown above is recommended for welding, so you can 

hold the crystal.  

Step 3: torch lights installed, note the location of the + and red light  

installation,D5*、D10*、D15*、D20*、D25*、D30*、D35*、D40*、 

D45*、D50*、D55*、D60* are the red lights. after assembling books and 

other things to suppress the formation of all the lights, and then rewind 

over and solder one pin of a pin, finished weld 60 LED lights will cut all of 

its pins  

   

  



  

  

Step 4: Welding sensor DS18B20, cut flat extra pins.  

Step5: Welding three buttons RST, MODE, PLUS; 8-pinIC socket U2;40-pin  

IC socket U1;battery holder BT1.  

  



Step 6: 8-pin IC cut flat seat and battery holder on extra pins Note: This 

step must be, otherwise the back of the LED will not be assembled. Step 

7: Welding at DS1 digital tube, cut flat extra pins, note the direction of 

digital tube placement, upside down LED will not be displayed.  

 

Note: The four dots digital control word to be heading EC1204B V1.2 

side, as indicated by an arrow  

Step 8: Welding 6-pin pin, note: four 6-pin pin pin pad next to the reserved, 

no welding.  

Step 9:buzzer(SPEAKER),100uFcapacitor-C1,miniUSB-USB; Cut flat extra  

pins.  

Note: mini USB USB interface is directional and must be assembled as 

shown in the following diagram, otherwise it will reverse the positive and 

negative power supply system, causing burn chips  

  



 

  

 Step 10: Install AT89S52 microcontroller, DS1302 clock chip, battery, pay 

attention to the direction of the chip gap. Following chart shows the 

arrow:  

If you can see right display upon PCB as clock, then it is correct. But if you can see “Err1” or 

“Err2” in 7SEG LED then you should see DS1302 area for soldering check (in case of Err1) or 

DS18B20 area of soldering check (in case of Err2). 

  

  

              Note the direction of welding miniUSB   



 

  

  



  
  

front elevation  



  

back elevation  
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EC1204B V1.2 Key Functions of operation

Display
Press'MODE'

Year Set

Month Set

Date Set

Hour Set

Minute Set

Time Setting Operation：

5 sec no Press
not Save

10 sec no Press
not Save

Set "Year"

Save Setting

Default: year、date 、time、temperature
display rotation

Normal Display 1Hz flashing1/3

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Set "Month"

Set "Date"

Set "Hour"

Set "Minute"

10 sec no Press
not Save

10 sec no Press
not Save

10 sec no Press
not Save

Press'PLUS'

Press'PLUS'



Functions Setting：

2/3

Alarm H Set

Set the alarm'mm ' minute

Set ringing time,step/1min

Alarm M Set

Alarm time Set

Open Hourly Chime Close Hourly Chime

Hourly Chime ON/OFF

Open alarm Close alarm

Clock Alarm ON/OFF

Set the alarm'hh 'hour

Open Temperature alarm Close Temperature alarm

Temperature alarm ON/OFF

Min Set

Max Set

Set the low temperature

Set the high temperature

10s no pressed or
long press’MODE’
for 3s

Display

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Press'PLUS'

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'MODE'

Press'MODE'

Normal Display 1Hz flashing

Long Press'MODE' for 3s

10s no pressed or
long press’MODE’
for 3s

10s no pressed or
long press’MODE’
for 3s

10s no pressed or
long press’MODE’
for 3s

10s no pressed or
long press’MODE’
for 3s

10s no pressed or
long press’MODE’
for 3s

10s no pressed or
long press’MODE’
for 3s

10s no pressed or
press’MODE’



DS1302 clock circuit is not working properly：

DS18B20 clock circuit is not working properly：

Power on

3/3

Press once to change a
display mode LED lights

Change the LED display：

Functional specifications：

Open Hourly Chime function, 8:00 to 22:00, the buzzer will
ring every hour.

2、Clock Alarm：

open the alarm function , the buzzer will ring at the
specified time, press any button to stop the ringing.

3、Temperature alarm：

Lower than the specified minimum temperature or higher than the
specified maximum temperature, the buzzer will sound and lights
flashing.

Normal Display 1Hz flashing

Display

Press'PLUS'

Power on

1、Hourly Chime：


