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このマニュアルで使用れている表現
コントロール・プログラムのファンクションは Load, File,
Device などの太字で表示されています。<F1>,の様に< >内は
コントロール・キーです。

このマニュアルで使用されている用語:
Device - デバイス
プログラマブル IC 又は、プログラマブル・デバイス
ZIF socket – ZIF ソケット

ターゲット・デバイスを装着するために使われる ZIF [Zero
Insertion Force] ソケット
Buffer - バッファ
テンポラリーなデータのストレージに使用されるメモリー又
は、ディスクの部分
USB ポートはユニバーサル・シリアル・バスの略称です。
USB はコンピューター[PC]に周辺装置をつなぐ簡単な方法で
す。それは PC にプリンター、デジタルカメラ、キーボード、

スピーカー等の装置をつなぐのに使われます。
LPT ポートと Printer port - プリンター・ポート
プリンターの接続のために主に使用される PC のポート
双方向の場合はパラレル・ポートと呼ばれます。
HEX data format – ヘキサ・データ形式
標準のテキスト・ビューワーで読むことができる、データ・
ファイルの形式の１つです。
バイト 5AH は '5' と 'A'のキャラクターとしてストアされます。
それは、バイト 35H と 41H を意味します。
この HEX ファイルの１つの行（１レコード）が開始アドレス、
データ・バイトとチェックサムで安全に保たれるすべてのレ
コードを含んでいます。
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イントロダクション
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製品の構成
プログラマーをご使用頂く前に下記のすべてが入っていたか
確認して下さい。内容が違った場合は、お買い上げ頂いた販
売さきにご連絡下さい。

SmartProg2 プログラマー
• プログラマー本体
• USB ケーブル
• 電源アダプター
• 自己診断のための診断 POD
• ZIF ソケット・カバー
• ユーザー・マニュアル
• コントロール・プログラムとその他のファイルの入ったフロ
ッピー・ディスク又は、CD
• "PROGRAMMER PROBLEM REPORT" と "DEVICE
PROBLEM REPORT"のリポート用紙
• レジストレーション・カード
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必要な PC の環境
最低必要な PC の環境
• PC AT 10 MHz PC 486 (ウィンドウズ版ソフトウエア)
• 16MB RAM 容量 (ウィンドウズ版ソフトウエア)
• CD ドライブ*インターネットでダウンロードしてご使用され
る場合は特に必要ではありません。
• ハードディスク：20MB 空き容量
• OS: Windows 3.xx, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
• USB ポート
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