QCPU 用メモリカード取扱説明書
Memory card manual for QCPU
Q2MEM-1MBSN, Q2MEM-1MBS,
Q2MEM-2MBSN, Q2MEM-2MBS,
Q2MEM-32MBA

BCN-P5351-F

1. 注意事項 Caution
・ メモリカード本体に記載されている注意事項をよくお読みください。
Please read notes printed on the main body of the memory card thoroughly.

2. 詳細マニュアル Detailed Manual

QCPU ユーザーズマニュアル（ハードウェア設計・保守点検編）SH-080472 を参照してください。
メモリカードの製造管理番号によっては，一部仕様が異なる場合がありますので，バージョン G 以降のマニュア
ルを参照してください。
Refer to QCPU User’s Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection) SH-080472. Since a part of
specifications may differ depending on manufacturer control number of the memory card, refer to the manual of
version G or later.

3. 仕様
種類
Type
SRAM カード
SRAM card
ATA カード
ATA card

形名
Model name
Q2MEM-□MBSN *1
Q2MEM-□MBS *1
Q2MEM-□MBA *1

付属品
Accessory
Q2MEM-BAT バッテリ
Q2MEM-BAT battery
無し
None

*1□= メモリ容量
（単位：M バイト）
Capacity of memory
(Unit: Mbyte)

仕様の詳細は，詳細マニュアルの“メモリカード，バッテリ”の章を参照してください。
Please refer to the chapter of "Memory card, Battery" of the detailed manual for details of the specification.

4. 各部の名称 Nomenclature

2)
1)

RELEASE方向
Direction of
RELEASE

LOCK方向
Direction
of LOCK

3)

ライトプロテクト
ON方向
Direction of
write-protection ON

No.
内容
1) 電池ホルダ部
（SRAM カードのみ）
2) 電池ホルダ固定スイッチ
*2 LOCK：固定，RELEASE：解除
（SRAM カードのみ）
3) ライトプロテクトスイッチ
工場出荷時は OFF 設定。
ON：データの書込み禁止。
OFF：データの書込み許可。
（SRAM カードのみ）

Purpose
Battery holder
(SRAM card only)
Battery holder fixing switch
(SRAM card only)
Write protect switch
This is set to "OFF" at the time of
shipping from factory.
ON: Read-only of the data.
OFF: Write enable of the data.
(SRAM card only)

*2 電池ホルダ固定スイッチは，電池ホルダを抜くと RELEASE 位置から LOCK 位置へ自動的に戻ります。
The battery holder fixing switch returns automatically from the RELEASE position to the LOCK position when
the battery holder is pulled out.

5. 取扱いおよびバッテリ交換 Handling and battery exchange

・ バッテリの交換は，SRAM カードの内容をバックアップしてから，SRAM カードを CPU ユニットに装着した
状態で行ってください。
Please exchange the battery of the SRAM card installed in the CPU unit after the content of the SRAM card is
backed up.
・ 電池ホルダ固定スイッチを RELEASE 位置に移動したら，電池ホルダを抜き差しして，スイッチを必ず LOCK
位置に戻してください。スイッチの動作が悪くなる恐れがありますので，スイッチを RELEASE 位置で放置し
ないでください。
Please pull out the battery holder and without fail, open, and return the switch to the LOCK position when you
move the battery holder fixing switch to the RELEASE position. Please do not leave the switch in the RELEASE
position as the movement of the switch might worsen over time.
・ 取扱いおよびバッテリ交換の詳細は，詳細マニュアルの“メモリカード，バッテリ”および“保守点検”の章
を参照してください。
Please refer to the chapter of "Memory card and battery" of the detailed manual and "Maintenance check" for
details of handling and battery exchange.
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6. バッテリの装着 Installation of battery
・ SRAM カードのバッテリは，電池ホルダからはずして出荷されていますので SRAM カードを使用するときは
下記手順によりバッテリをセットしてください。
Please set the battery according to an under mentioned procedure when you use because the SRAM card is
shipped without the battery fitted in the holder.

“形名”記載側
"Model name"
description side.

電池ホルダ固定スイッチをRELEASE
位置にする
The battery holder fixing switch
is moved to RELEASE position.

・・・・・

SRAMカードの電池ホルダをはずす
The battery holder of the SRAM
card is removed.

・・・・・

バッテリの＋面を上に向けて，電池
ホルダにセットする
+ side of the battery is turned up
and set in the battery holder.

・・・・・

電池ホルダ固定スイッチ
Battery holder fixing switch.

RELEASE位置
RELEASE position.

＋記号
+ sign.

電池ホルダ
Battery holder
バッテリをセットした電池ホルダを
メモリカードの奥までしっかり挿入
する
The battery holder which sets the
battery is firmly inserted in the
interior of the memory card.

電池ホルダ固定スイッチがLOCKの
位置にあるか確認する
Confirm whether the battery
holder fixing switch is in the
LOCK position.

・・・・・

電池ホルダ固定スイッチ
Battery holder fixing switch.
・・・・・

完
了
Completion.

LOCK位置
LOCK position.
＊ 電池ホルダ固定スイッチは電池ホルダをはずすと
自動的にLOCKの位置になります。
その状態で，電池ホルダを奥まで挿入してください。
The battery holder fixing switch returns
automatically from the RELEASE position to
the LOCK position when the battery holder is
pulled out.
In this state, please insert the battery holder in
the interior.

7. バッテリの廃棄 Disposal of batteries
・ バッテリを廃棄する際には各地域にて定められている法令に従い分別を行ってください。
（EU 加盟国内でのバッテリ規制についての詳細は，QCPU ユーザーズマニュアル（ハードウェア設計・保守
点検編）を参照してください。
）
When disposing of batteries, separate them from other wastes according to the local regulations.
(For details of the battery directive in EU member states, refer to the QCPU User’s Manual (Hardware
Design, Maintenance and Inspection).

8. 中国標準化法に関する表示 Information for the Chinese standardized low
(2/2)

