
デバイス書込みソリューションカタログ

グローバルマーケットで成功するための
アドバンテージを提供します



DataI/O社について
フラッシュメモリ、マイクロコントローラおよびロジックデバイ
スのマニュアル/自動プログラミングソリューションの世界にお
けるリーディングプロバイダです。DataI/O社のプログラミング
システムと高付加価値ソフトウェアでは次の利点を提供します。

●既存製造プロセスで書込みプロセスを能率化
●高まる品質要求に対応
●高品質で、かつ、最高速度での書込み保証

DataI/O 社 は、1972 年 に Automix Keyboards 社 の Grant 
Record 氏 に よ っ て 設 立 さ れ ま し た。Milt Zeutchel 氏 や
Gordy Nicols氏と協力しModel1と言う世界初の商用PROM
プログラマを設計しました。
DataI/O 社 の Model1 PROM プ ロ グ ラ マ は、最 初、3 種 の
PROM書込みのために設計され、そのシステムは、紙テー
プリーダ/パンチャと2進キーボードを内蔵し、各々異なる

PROM書込み用のパーソナリティカードと電気回路と含む
読み出し専用カードが用意されていました。データはキー
ボードから直接入力されました。紙テープパンチはデータの
記録のために使用し、紙テープリーダをプログラマにデー
タを読み込むために使用しました。各々のカードセットを
Model1に挿入し、各操作-ブランクチェック、書込み、ベリ
ファイ-を手動で実行しました。

DataI/O社製品の主要顧客
主要グローバルオートモーティブ企業では、 DataI/Oシステムを
信頼しエンジン制御ユニットやブレーキシステムを的確に書き
込んでいます。工業製品、医療機器および軍需産業においても信
頼を頂いています。主要ワイヤレス端末では、DataI/Oソリュー
ションを使用し毎年数百万台の製品書き込みを行っています。
DataI/O社製品によって世界中の主要企業製品に息を吹き込むお
手伝いをしています。
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1970年代
1972 初商用PROMプログラマ Model1
1976 初GANG/セットプログラマ Model IV
1978 初プロセッサベースプログラマ System 19
1979 初GANGプログラミングモジュール GangPAK

1980年代
1980 初ユニバーサルPROMプログラマ UniPAK
1981 初DataI/O社株式公開　$12M

初ロジックプログラマ Model X
初ディスク記録付プログラマ Model 100A
初リモート制御付プログラマ MM20A/B

1982 初インサーキットプログラマ Model 261
初ユニバーサルロジックプログラマ LogicPAK

1983 初ポータブルメモリプログラマ（UV消去付） Seried 22
初図面キャプチャソフトウェア FutureNet

1984 初ポータブルインサーキットプログラマ BoardSite
初PLC設計ソフトウェア ABEL

1986 初シングルサイトユニバーサルプログラマ UniSite
1987 初マスターからのコピー技術 Series 1000

初プロセス制御ソフトウェア TaskLinkDOS
1988 初FPGAインサーキットプログラマ MESA

初自動ハンドラ/プログラマ Handler 300

1990年代
1992 初自重搬送自動プログラマ PM3000
1993 初統合自動プログラマ/ハンドラ PM2500

初自動プログラマ（レーザマーキング付） PM7000
1994 初PCMCIAカードリーダ/ライタ CardPro
1995 初自動ファインピッチプログラマ PM9500
1998 初Windowsベースジョブ制御SW TL Win

2000年代
2000 初インラインプログラマ（ロードランナー） RR

初ネットワークプログラマ FlashPAK
初GANG（X4）フラッシュソケットアダプタ FlashTOP

2002 初FPGAベースプログラマ FlashPAK
初HICアダプタ HIC

2004 初NANDサポート FlashPAK-MSYS
2005 初モジュラデスクトップハンドラ FLX500

初言語非依存ユーザインターフェース FLX500
2009 初インラインプログラマ（大型デバイス対応） RR-XLF

2010年代
2010 初100BaseTベースネットワークプログラマ FlashPAKIII
2011 初構成可能インラインプログラマ RR3

初工場統合ソフトウェア（RR3用） FIS/RR3
初FPGA開発ソフトウェア Azido

2012 初e-MMC対応自動デスクトップハンドラ FLXHD

書込みについて

DataI/O社の歴史



前例のない高性能＆信頼性–FlashCOREIII＆
スーパーブースト技術
FlashCOREIIIは、業界で最も実績のある書込みエンジンです。
DataI/O社独自のFPGA設計に基づき、現在あるデバイスと将来
必要となるデバイスに対応します。スーパーブースト技術は最高
速度でデバイスを信頼性高く書き込みするために最適化されてい
ます。

ユニバーサルなデバイスサポート
DataI/Oでは、デバイスサポートの巨大なライブラリを有してい
ます。ロジック、フラッシュおよびマイクロコントローラのアル
ゴリズムでFlashCOREIIIは、一つのプログラミングエンジンに
てすべてのデバイス書き込み要求に対応します。

ソケット/アダプタ
DataI/Oでは、専用開発のHIC（High Insertion Count）ソケットと
同時に一般の標準ソケットも提供します。一つのアダプタで1か
ら4個のソケットまで実装できます。標準ソケット用のレセプタ
クル（ソケット脱着）タイプアダプタも用意しております。大量で
かつ品質重視の用途のために、HICソケットは1ソケットあたり
生産成功率（イールド）99.8% -99.89%で250,000回挿抜可能です。

グローバルに展開されるサービス/サポート 
ビジネスの拠点がどこであろうと、その地で対応します。現地サ
ポート、カスタムアルゴリズムの開発および顧客満足への容赦の
ない要求に対してコネクテッド書込み戦略と把握のしやすい手法
は、製造能率の最大化を提供します。

付加価値ソフトウェアソリューション
顧客毎、書込み用途毎に異なるビジネス上の問題点、品質要求お
よびコストのターゲットが存在します。以下にあげるこれら様々
な要求に答える付加価値ソフトウェアの各種パッケージを開発、
提供しております。

●工場システムとの統合ソフトウェア
●バージョンコントロール
●セキュアデータ管理
●シリアル番号製造、など
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堅牢なエコシステムに高品質プログラミングシステムを提供します

書込みエコシステム
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高品質プログラミング用高信頼マニュアルプログラマ

設計から製造までシームレスに書込み工程を管理

生産性を高める人間工学設計
●4ソケットで小型設計
●ソケット同時開閉レバーで書込みの開始
●小数生産、NPI（新製品投入）向け
●複数台を同時運用しやすい操作性

FlashPAKIII

・最高4ソケット
・ユニバーサルなデバイス
・FlashCOREIIIプログラミングエンジン

設計から製造まで書込
み工程の効率化を促進
シームレスに利用：
・書込みジョブ
・アルゴリズム
・データファイル
・アダプタ
DataI/Oのコネクテッ
ドシステムにていつで
も、どこでも書込み作
業を保証します

製品設計とテスト 試作品書込みと
パイロット製造

量産・
マニュアル製造 大量インライン生産 多品種製造書込み

高品質マニュアルプログラマ

コネクテッドプログラミング

DataI/O コネクテッドプログラミングシステム
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シンプルな操作
DataI/Oの特許、グラフィカルユーザインターフェースで容易な
操作

●（文字）言語不要
●リアルタイムグラフィカル表示
●即時習得

高生産性
高速な書込みと複製でスループットの最速化

●2分以内の段取り替え作業
●最適化されたアルゴリズム
●FlashCOREIIIおよびスーパーブースト技術
●デュアルピック&プレースヘッド

FLXHD

・最大40ソケット
・最高5マスタデバイスに対応
・HD81複製エンジン
・ゼロファイルダウンロード時間
・eMMCデバイスにも対応

FLX500

・最大16ソケット
・ユニバーサルデバイスサポート
・FlashCOREIIIプログラミングエンジン

デスクトップオートメーション
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複雑な作業を50%のコストでサポートする速度
自動プログラミングシステム

Velocity:速度
世界最高速プログラミングシステム

●最高2000個/時書込み
　（トレイ、テープおよびチューブ、大容量ファイル使用。）
●即時設定
●2ピック&プレースヘッド
●高速ダウンロード用SSD

Versatility:多才
究極的柔軟性

●各種メディアオプションを同時に実装
●DataI/Oの全てのソフトウェアオプションに
   対応
●運用性の高い人間工学設計

超小型-大型部品ハンドリング
1.5mmx1.5mmから32mmx32mm

24プログラマサイト(96ソケット)までの
スケーラビリティ

（1サイトあたり最高4ソケット）

最適化アルゴリズムと
ユニバーサルデバイスサポート
●FPGA、CPLDおよびPLD
● NAND、eMMC、MMC、SD、MoviNAND、OneNAND、iNAND、

シリアルフラッシュ、EEPROM、EPROM、NOR、MCP他
●マイクロコントローラ

ゼロ機械的段取替え時間
世界最高速プログラミングシステム

●オプションの同時実装とスケーラビ
　リティでゼロ段取替え時間

●ガルウィング式アクセスドア
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$0.14
$0.12
$0.10
$0.08
$0.06
$0.04
$0.02
$0.00

PSV7000 Alt. 2 Alt. 3

大容量メモリジョブ、1GBファイル、大量、短期間
プロジェクト、6段取替え/日、$/デバイス

少量マイクロコントローラジョブ、1MBファイル、
大量、長期プロジェクト期間、&/デバイス

$0.04
$0.03
$0.025
$0.02
$0.015
$0.01
$0.005
$0.00

PSV7000 Alt. 2 Alt. 3

柔軟性、超小型部品ハンドリング、短時間段取替えを備えた

Value:価値
2台を1台に

● 1台のPSV7000で同等製品2台と同様な容量とスループット
を実現

50%低価格
書込み部品1個あたりのコスト

投資の効率化
FlashCOREソケットとアルゴ
リズムへの既存投資を有効利用

Versatility:多才
究極的柔軟性

●各種メディアオプションを同時に実装
●DataI/Oの全てのソフトウェアオプションに
   対応
●運用性の高い人間工学設計

　トレイ

テープ

チューブ

レーザマーカ

3D
コプラナリティ

SW
アプリケーション

デュアルトレイフィーダ
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世界で唯一のジャストインタイム
—製造直前でのコード変更に即時対応

2 3 4

1

ローカルサーバ
イメージファイル記憶

スクリーンプリンタ

工場システム統合ソフトウェア使用
時、製品製造番号に基づいてイメー
ジファイルの自動ダウンロード

ロードランナーをSMT実装機に
直接マウント

チップシュータ 精密実装 AOI
（自動光検査機）

ハンダ
リフロー機

ラインコンピュータ

ロードランナーシステムの動作
1.リールからプログラマブル
　デバイス（IC）の取り出し
2. プログラマソケットに挿入し書込みとベリ

ファイの実施。（TaskLLinkからの指定で他のイ
レーズやブランクチェックをも実施。）

3.搬送ベルトの上に正常部品を移動
4. ベルトで部品を実装機のピックアップ位置に

移動
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プログラミングシステム

機能試験

ICT

ICT

ジャストインタイム書込みの利点
✓　在庫の簡略化
✓　材料ハンドリング工数削減
✓　サプライチェーン効率化
✓　製造のリーン化
✓　タイムツーマーケットの改善
✓　コード変更に即時対応
✓　利益の向上
✓　ICT時間の短縮化

4プローブ運用
書込み前にデバイスをテープ入力からソケッ
トに搬送し、ベルトでSMTマシンのピック
アップ点に搬送

アジャスタブルテープ入力
16、24、32、44㎜テープ幅対応

HICソケットアダプタ
250,000挿抜。イールド99.8% -99.9%

機械精密ツール
ソケットへの精密配置を容易に調整

構成変更可能設計
ロードランナー 3を複数のSMT実装機に対
応させる変換キット

ステータスランプ
オンスクリーンのメッセージと合わせ離れた
ところから容易に視認可能なステータス表示

堅製造ラインで書込みプロセスをスマートに能率化
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コンパクト高性能自動プログラミング

小型の筐体に比類のない品質、柔軟性

高品質プログラミング
●DataI/O特許ピック&プレースヘッドで精密なハンドリング
● 書込みプロセスを制御可能な付加価値ソフトウェアアプリケー

ション
●DataI/O専用HICアダプタで高イールド実現

速度と柔軟性
●16ソケットまでのスケーラビリティ（~4プログラマ）
● トレイ、テープ、チューブの各I/Oメディアオプションおよび

レーザマーカをサポート
● 最適化アルゴリズムを持つFlashCOREIIIプログラミングエン

ジン
●ユニバーサルデバイスサポート

テープ出力

4FlashCORE
プログラマ レーザー

マーカ

自動トレイ
フィーダ

自動トレイ
フィーダ

モニタ/
インターフェース

ビジョン
システム

入力チューブ
フィーダ

出力チューブ
フィーダ

テープ入力

3
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ソフトウェアアプリケーション

オートモーティブパフォーマンスパック

品質および製造要求に見合う自動プログラミングシステムにカスタマイズ

品質および製造要求に見合う自動プログラミングシステムにカスタマイズ

Windows用TaskLink
プログラミングプロセスの効率と品質を高め
る強力なインターフェースを持つ高度なジョ
ブ生成ソフトウェア

シリアル番号サーバ
シリアル番号にてIPを保護、トラッキングし
ます。シリアル番号サーバは動的にシリアル情
報データの割り付けと管理を行います。

工場統合ソフトウェア
製造プロセスに書込みを統合。FIS監視および
FISリモート制御

NANDバッドブロックスキーム
不良ブロック管理の拡張ライブラリにてNAND
フラッシュの不良ブロックを管理します。

セキュアデータ管理
プログラミングの際にデータの暗号化を行い
知的財産を保護

データマッパ
複数ソースからの複数データファイルをマー
ジし、書込み用の一つのデータファイルを生成
しファイル管理を能率化します。

バージョンコントロール
トレーサブルで再現性のあるプログラミング
結果の構成管理を提供

拡張統計工程制御
詳細なデータ収録を行い、SPCツールにエキ
スポートします。

入力デバイスの確認
新規リールをロードする際にバーコードない
しは文字によるチェックを行いプログラミン
グの信頼性を確保します。

拡張イールド書込み制御
デバイス書込みイールドを最大化し無駄を減
少させます。

コプラナリティチェック
3Dビジョンにてピン曲りの検査を行い、高度
なプログラミング品質を実現します。

テープラベルジェネレータ
ラベルのバーコードで在庫管理のトレースを
可能にします。



DIO-4631-00-1412000-396-.50-K37-CA本カタログに記載された商品の機能･性能は断りなく変更されることがあります。

JQA-QM8795
電子技術センター

JQA-EM4908

株式会社東陽テクニカ　機械制御計測部
〒103-8284　東京都中央区八重洲1-1-6　TEL.03-3279-0771　FAX.03-3246-0645　
https://www.toyo.co.jp/sdp/　E-mail:sdp＠toyo.co.jp

大  阪  支  店   〒532-0003    大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル） TEL.06-6399-9771　FAX.06-6399-9781
名 古 屋 営 業 所   〒460-0008    愛知県名古屋市中区栄2-3-1（名古屋広小路ビルヂング）  
宇 都 宮 営 業 所   〒321-0953    栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル）
電子技術センター    〒103-8284    東京都中央区八重洲1-1-6 

TEL.052-253-6271 FAX.052-253-6448 
TEL.028-678-9117　FAX.028-638-5380 
TEL.03-3279-0771　FAX.03-3246-0645

テクノロジーインターフェースセンター　〒103-0021    東京都中央区日本橋本石町1-1-2    TEL.03-3279-0771　FAX.03-3246-0645

DataI/O社の本社および各開発、サポート拠点(★)と代理店(●)にて

グローバルにサポートを展開しております。

グローバルサービス＆サポート




