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製品の概要と特長製品の概要と特長製品の概要と特長製品の概要と特長

  ＣａｒｄＵＴＰＲＯＣａｒｄＵＴＰＲＯＣａｒｄＵＴＰＲＯＣａｒｄＵＴＰＲＯ----ＮＴＮＴＮＴＮＴは、ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ用のメモリカードア
プリケーションを開発するためのドライバキットです。
従来、ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ上でＰＣカードにアクセスするためにはシス
テムのサービスを直接使用しなければなりませんでした。この場合、メ
モリリソースの確保やアドレス変更などの処理を行わなければならず、
非常に手間がかかるものでした。また、この処理を行うためにドライバ
を作成する必要がありました。
 「ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴ」は、このようなドライバを新たに作成せ
ずに、簡単な手続きでカードにアクセスするＡＰＩを提供いたします。
  独自フォーマットカードのリード／ライト機能をアプリケーションに
組み込むことも簡単に行うことが可能です。
また特長としてまた特長としてまた特長としてまた特長として
・ ＤＬＬ経由でカードにアクセスするため、カードに簡単にアクセスで
ます。

・ 本製品のメモリカードドライバには、各メモリデバイスのライト／
イレース処理ルーチンが含まれているので、カードのライト／イレ
ースが簡単に出来ます。

・ アプリケーションの動作確認用にＣａｒｄＵＴ－ＮＴを同梱してお
ります。

製品仕様製品仕様製品仕様製品仕様

対応機器対応機器対応機器対応機器        ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ（ＳＰ３）が動作するＤＯＳ／Ｖノート
パソコン及びデスクトップパソコン

対応ＯＳ対応ＯＳ対応ＯＳ対応ＯＳ        ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ４．０日本語版（ＳＰ３以降）
必要システム必要システム必要システム必要システム
□ノートパソコンの場合
以下のＰＣカードコントローラを使用したＰＣカードスロット。
Ｃｉｒｒｕｓ　Ｌｏｇｉｃ CL-PD6710,CL-PD6720

CL-PD6722,CL-
PD6722/Revision 1
CL-PD6729

ＩＢＭ Stinger,Tomcat
ThinkPad 750,King

Ｒｉｃｏｈ RF5C266,RF5C269
RF5C366,RF5C369

Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ PC11030,PC11031
PC11050,PC11130
PC11131(CardBus)
PC11250

Ｔｏｓｈｉｂａ ToPIC,ToPIC95
ToPIC95M

Ｖａｄｅｍ VG-365,VG-465
VG-468,VG-469
VG-469/Revision 8D

ＶＬＳＩ VL82C146
その他 Intel82365 互換 PC カー

ドコントローラ
Intel82365互換モードに
切り替え可能な Card Bus
コントローラ

□ デスクトップパソコンの場合
弊社ＰＣカードアダプタＡＭＩ－２１／Ｖ、ＡＭＩ－２２／Ｖ、

ＡＭＩ－２２／ＡＴのいずれかが必要です。

対応カード　ＣａｒｄＵＴは国内十数社のＰＣカードに対応しており、
ＳＲＡＭカード、ＦＬＡＳＨメモリカード、ＥＥＰＲＯＭカード、Ａ
ＴＡカードに対してデータの読み書きやエディットを行うことができ
ます。そして、これらのデバイスの混載カードに対応しています。

対応フラッシュメモリ一覧（1999/11 現在）
ＡＭＤ Am28F010

Am28F020
Am28F010A
Am28F020A
Am29F010
Am29F040
Am29F016

ｉｎｔｅｌ i28F010
i28F020
i28F008SA
i28F016SA
i28F004SC
i28F008SC
i28F016SC

三菱 M5M28F101
ＯＫＩ MSN28F101
富士通 MBM28F010

MBM29F010
MBM29F040
MBM29F080
MBM29F016

キャタリスト CAT28F010
CAT28F020

シャープ LH28F008SA
LH28F016SA
LH28F004SC
LH28F008SC
LH28F800SU
LH28F160SU
LH28F160S5/SK
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※　書き込みに１２Ｖを必要とするデバイスを使用しているカードの場
合、ＰＣカードスロットから１２Ｖを供給する必要があります。
　一部のノートパソコンや弊社ＡＭＩ－２１／Ｖでは１２Ｖを供給で
きないためこれらのカードへの書き込み及び消去機能はご使用いただ
けません。

ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴの機能ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴの機能ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴの機能ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴの機能

「ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴ」では以下の機能をご利用いただけます。
・カードの状態取得．．． カード（ソケット）の状態を取得します。
・カード品種の取得 ．．． カードの品種を取得します。
・カードのリード ．．．． カードからデータを読み出します。
・カードのライト ．．．． カードにデータを書き込みます。
・カードのイレース ．．． カードを消去します。
・リージョンの設定 ．．． 混載メモリカードの場合のカレントリージ

ョンを変更します。
・ＡＴＡカ-ドへの
ライトをフラッシュ ．．．

ＡＴＡカードへのライトをフラッシュしま
す。

！　注意
以下の機能はサポートしておりません。
・Ｉ／Ｏカードへのアクセス
・アプリケーションからアトリビュートメモリへの直接アクセス

ドライバ構成ドライバ構成ドライバ構成ドライバ構成

ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴは、３種類のドライバで構成されます。
①　Cardman.dll ．．． カードアクセスＡＰＩ処理用ＤＬＬ
②　Csaccess.dll ．．． カードサービスアクセスＤＬＬ
③　CardWareNT ．．． メモリカードアクセスドライバ

　これらをＷｉｎｄｏｗｓＮＴＷｉｎｄｏｗｓＮＴＷｉｎｄｏｗｓＮＴＷｉｎｄｏｗｓＮＴのシステムに組み込んでいただくことに
よって、カードにアクセスすることができます。

ドライバアーキテクチャドライバアーキテクチャドライバアーキテクチャドライバアーキテクチャ

　ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴのドライバは以下のように動作します。

・Ｃａｒｄｍａｎ．ｄｌｌ
　Cardman.dll はＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴのＡＰＩ部分を処理するＤ
ＬＬです。
　このＤＬＬは、より簡易なインターフェイスでカードにアクセスする
ＡＰＩをユーザに提供します。

・Ｃｓａｃｃｅｓｓ．ｄｌｌ
  Csaccess.dll は、Cardman.dll からのサービス要求に対応した処理を
行います。

・ＣａｒｄＷａｒｅＮＴ
　ＣａｒｄＷａｒｅＮＴは、ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ４．０以上でＰＣカー
ドを利用するためのドライバで、従来のＷｉｎｄｏｗｓＮＴでは使用で
きないＰＣカードのプラグ アンド プレイ機能や、メモリカードのリー
ド／ライト機能が追加されます。

ＡＰＩ概要ＡＰＩ概要ＡＰＩ概要ＡＰＩ概要

　ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴで提供されるＡＰＩは CardManService()
関数のみとなります。この関数１つで以下の１０種類のサービスを使用
することができます。

    SYSINFOGET    ドライバの管理情報を得る
    SLOTINFOGET   SLOT 状態を得る
    CARDINFOGET   CARD のデバイス情報を得る
    CARDREAD      CARD からデータをリードする
    CARDWRITE     CARD にデータをライトする
    CARDERASE     CARD をイレースする
    PARTCHANGE    カレントリージョンを切り替える
    DISKFLASH ATA カードの書き込みをフラッシュする
　　SYSOPEN ファンクションを使用可能にする
　　SYSCLOSE ファンクションの使用を終了する

　各サービスは、CardManService()関数に引き渡すパラメータによって
選択することができます。

アプリケーション例アプリケーション例アプリケーション例アプリケーション例

　以下にカードリードを行う場合の処理フローと関数インターフェイス
（Ｃ言語例）を示します。

  カードリードを行う場合、最低限必要となるファンクションサービス
は以下の２つです。
アプリケーション
    CMS_CARDREAD
　　CMS_SLOTINFOGET
カードアクセス API処理用 DLL(Cardman.dll)
カードサービスアクセス DLLI (Cardman.dll)
PCカードアクセス用ドライバ (CardWareNT)
ＰＣカード
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  これらを使用して以下のフローに従って処理を行います。

・スロット状態の取得
// SlotInfoGet()は CardManService(
// slot はスロット番号で SlotInfo に
SlotInfoGet( slot, &SlotInfo);

サンプルプログラムサンプルプログラムサンプルプログラムサンプルプログラム

以下の３種類の言語用のサンプルプロ

－Ｃ言語－
　ＶＣ＋＋４．０／５．０用とＢＣ５
　３つのサンプルが含まれています。
　・Cardrd.c...カードリードサンプ
　・Cardwr.c...カードライトサンプ
　・Carder.c...カードイレースサン

－ＶＢ－
　ＶＢ４．０／５．０用のサンプルプ
１つのサンプルプログラムで、カー
を行うものが含まれています。

－Ｄｅｌｐｈｉ－
　Ｄｅｌｐｈｉ２．０／３．０用のサ
１つのサンプルプログラムで、カー
を行うものが含まれています。

(※)ＡＴＡカ-ドでは使用できませ

ライセンスについてライセンスについてライセンスについてライセンスについて

ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴのライセンスは１サイト１ユーザとなってい
ます。
そのため本製品を使用して作成したアプリケーションを配布する場合は、
別売のＣａｒｄＡＰＩシリーズを添付する必要があります。ＣａｒｄＡ
ＰＩシリーズは５、２５、１００ユーザまでのランタイムライセンスを
提供するもので、ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴのドライバとインストーラ
のみを納めたパッケージとなります。

製品構成製品構成製品構成製品構成

　本製品は以下の６点で構成されています。

ＤＬＬのロード

   SlotInfoGet()

(slotinfo & CMS_CD)
=CMS_CD_INS?

 (slotinfo & CMS_DRV)
        =CMS_DRV_ACT

CMS_CARDREAD

DLL のアンロード

YES

NO

NO

カードがセット
されているかど
うか判定します。
YES
SLOTINFOGET,.
カード情報が

についについについについ

グラムが添付

．０用のサンプ

ル
ル
プル（※）

ログラムです
ドリード／ラ

ンプルプログ
ドリード／ラ

ん。
スロット状態を
得ます。
.)のラッパ関数
セットされる

てててて

されます。

ルプログラムです。

。
イト／イレース(※)

ラムです。
イト／イレース(※)

　　１．ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴユーザーズマニュアル
　　２．ＣａｒｄＵＴ－ＮＴユーザーズマニュアル
　　３．ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴフロッピーディスク...１枚
　　４．ＣａｒｄＵＴ－ＮＴフロッピーディスク...１枚
　　５．ＣａｒｄＷａｒｅＮＴフロッピーディスク...４枚
　　６. ユーザー登録用紙／保証書

商品価格商品価格商品価格商品価格

型　　　番 価　　　格

ＣａｒｄＵＴＰＲＯ－ＮＴ
－ランタイムパッケージ－
Ｃ－ＡＰＩＲ１Ａ－ＮＴ　　（１ライセンス）
Ｃ－ＡＰＩＲ５Ａ－ＮＴ　　（５ライセンス）
Ｃ－ＡＰＩＲ１０Ａ－ＮＴ（１０ライセンス）
Ｃ－ＡＰＩＲ２５Ａ－ＮＴ（２５ライセンス）
Ｃ－ＡＰＩＲ５０Ａ－ＮＴ（５０ライセンス）
Ｃ－ＡＰＩＲ１００Ａ－ＮＴ（１００ライセンス）

￥１９８，０００

￥１３，０００
￥６０，０００
￥１１０，０００
￥２５０，０００
￥４５０，０００
￥８００，０００

カードが使用可

能か判定します。

リードします。


