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ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく

お使いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan.  We bear no responsibility for any damages or

losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no

technical support or after-service for this product outside Japan.

警告および注意表示

警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大

な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負

う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示して

います。

絵記号の意味

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 　「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 　「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 　「電源プラグを抜く」を表す絵表示

安全上のご注意
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 警告

厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカ

ーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

電源プラグ

を抜く

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して

ください。

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると

火災・感電の原因となります。

分解禁止

本製品を修理・改造・分解しないでください。

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。

修理は弊社修理係にご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間で

あっても有料修理となる場合があります。

発火注意

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認に

なり、以下のことにご注意ください。
● 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障

や動作不良の原因になります。

● 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙

したり火災の原因になります。

厳守

本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず本書で、取り付け

取り外し方法をご確認ください。

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。

禁止

本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺での

ご使用は、特にご注意ください。
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 注意

 厳守

取り付け、取り外しの際は本製品の両端を持ってください。
本製品には裏面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。誤って

手などをけがしないように、取り付け、取り外しの際は注意してください。

 厳守

コネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。
静電気が流れ、部品が破壊される恐れがあります。

また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外し

は、スチールキャビネットなどの金属性のものに触れて、静電気を逃がした後

で行ってください。

注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データな

どの保証は一切いたしかねます。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

禁止

本製品は以下のような場所で保管･使用しないでください。

故障の原因になることがあります。

●振動や衝撃の加わる場所

●直射日光のあたる場所

●湿気やホコリが多い場所

●温度差の激しい場所

●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）

●強い磁力電波の発生する物の近く

　（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）

●水気の多い場所（台所、浴室など）

●傾いた場所

●腐食性ガス雰囲気中（ＣＩ２、Ｈ２Ｓ、ＮＨ３、ＳＯ２、ＮＯＸなど）

●静電気の影響の強い場所

禁止

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

●落としたり、衝撃を加えない

●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない

●重いものを上にのせない

●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
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禁止

濡れた手で、本製品を取り扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。

禁止

本製品のコネクタ部分に金属を差し込まないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。

注意

本製品（ソフトウェアも含む）は、日本国内仕様です。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービ

スなどを行っておりませんので、予めご了承ください。

注意

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸

送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、

及び海底中継機、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする

設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は

意図されておりません。

これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障によ

り、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任

も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼

対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願いま

す。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI）の基準に基づくクラスB

情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この

装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ

とがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



v

本
製
品
単
体
で
の
動
作
確
認

本ボードをパソコンに取り付けます。

パソコンの電源を入れます。

パソコンは正常に起動し
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サポートソフトをインストールします。

　　Windows Meの場合

　　Windows 98の場合

　　Windows 95の場合

　　Windows XPの場合

　　Windows 2000の場合

　　Windows NT 4.0の場合

　　Windows NT 3.51の場合

　　Windows 3.1,MS-DOS(PC DOS)の場合
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本ボードにSCSI機器を接続します。

SCSI機器の接続状態をOS上で確認します。

終　　了

SCSI機器が使用できるまでの流れ

P8参照

P12参照

P110～P113

参照

P15参照

P23参照

P31参照

P49参照

P71参照

P91参照

P57参照

P43参照

P67参照

P63参照
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本製品は、「ＡＡＡ保証」対象製品です。

「ＡＡＡ保証」では以下のサービスをお受けいただけます。

　※一部対応外のパソコンがあります。詳細については、弊社カタログ、

　　　ホームページでご確認ください。

 従来の「１年間保証」から、ハードウェア保証期間を『５年間』に大幅延長。これまで以

上に末永く安心してご使用いただけます。

 保証期間は弊社製造日より５年間です。

 弊社製各種 SCSI ドライブとのセット品をお買い上げの場合は、SCSI インターフェイス

のみ「５年間保証」の対象となります。SCSI ドライブは従来通り「１年間保証」です。

※ 将来の新ＯＳ、アプリケーションなどでの動作を保証するものではありません。

※ 詳しくは「ハードウェア保証書」をご覧ください。

 ユーザー様のさまざまなご質問・トラブルに対して、ＳＣＳＩ専門のスタッフによる調査、

的確な回答で素早い解決に努めています。お気軽にお問い合わせください。

ＳＣＳＩホッとダイヤル

（ＳＣＳＩ専用サポートダイヤル）

金沢 TEL:076-260-3367/FAX:076-260-3360
東京 TEL:03-3254-0340/FAX:03-3254-9055
電話受付 祝祭日を除く月～金曜日　9:30～19:00

※ 「SCSI ホッとダイヤル」は弊社 SCSI 関連製品専用のサポートダイヤルです。その他のご

質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

 「SCSI インターフェイス・ペイバックシステム」では万が一、弊社 SCSI インターフェイス

製品ご購入後、１ケ月以内に不具合が発生し、弊社において技術的に解決できなかっ

た場合は、SCSI インターフェイスを弊社にお送りください。その後、ご購入代金をご返

金いたします。

※ 「SCSI インターフェイス・ペイバックシステム」に関して、手続きなどの詳細は、上記

「SCSI ホッとダイヤル」にてご確認いただけます。

　　５年間のロングラン保証安心その１

　　ＳＣＳＩホッとダイヤル安心その２

　　SCSIインターフェイス・ペイバックシステム安心その３

「
ﾄﾘﾌﾟﾙｴｰ

ＡＡＡ保証」について



１

この章では、本製品をご使用になる上で必要となる事項を説明しますので、

最初に必ずお読みください。



２

箱の中には以下のものが入っています。

・万が一、不足がございましたら弊社サポートセンターまでお知らせください。

※ お願い：箱･梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

・本製品には、外付 SCSI 機器用のケーブルは添付しておりません。

　外付 SCSI 機器をご利用になるには、SCSI 機器に付属あるいは、市販の SCSI ケーブル

　を別途ご用意ください。

ご使用の環境に合わせて、必要な場合は巻末のオプション品を別途お求めくだ

さい。（【オプション品について】(226ページ)参照）

内容物 個数 備考

SCSIボード［SC-UPN］ １枚 SC-UPN

アクティブターミネータ［50ﾋﾟﾝ］

（終端コネクタ）
１個

外付SCSI機器用

(D-subハーフピッチ 50ピン)

50ピンSCSIフラットケーブル １本 内蔵SCSI機器用

Low Profile PCI用取付金具 １個

SC-UPCIシリーズサポートソフト ２枚 3.5インチ2HD(1.44Mバイト)

取扱説明書 １冊 本書

ハードウェア保証書 １枚 ５年間保証

箱の中には

注意！

▼ここにシリアル番号をメモしてください。

  シリアル番号は本製品の裏面に貼られているシールに「ABC0987654ZX」のよ

  うに印字してあります。

   ※ シリアル番号は本製品の裏面に貼られている12桁（ 例：ABC0987654ZX ）

      のものです。

  シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。

         ⇒ http://www.iodata.jp/regist/

  弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場

  合があります。

          ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録とサポートソフト

のダウンロードについて



３

本ボードは高性能PCIバス用SCSIインターフェイスボードです。

◆LSIロジック社製RISCプロセッサ内蔵、高性能SCSIコントローラ
　チップを搭載

◆外付型SCSI機器用コネクタにUltra SCSI転送対応のD-subハーフ
　ピッチ50ピンを採用

◆高速バスマスタ転送でCPUにかかる負担を軽減

◆Plug&Play対応

◆PC98-NXシリーズ・DOS/VマシンまたはPC-9821シリーズを
　自動認識するデュアルBIOS搭載

◆WindowsからSCSIのBIOS設定が可能

◆BIOS設定メニューにより、高速フォーマット機能、書き込み禁止機
　能、同期転送速度、ディスコネクト許可などを各SCSI-IDごとに設定
　可能

◆SCSI機器の接続状況を監視し、ボード上のターミネータを
　自動制御するオートターミネーション機構

◆ 他のSCSIインターフェイスボード上で使用したハードディスクを
　再フォーマットすることなく使用できるマルチベンダ機能対応
　　（PC-9821シリーズのみ）

◆「Windows 2000/NT 4.0用32bit WinASPI」が必要なスキャナも接続
　可能

◆ 8Gバイトを超える大容量ハードディスクも使用可能
　　（INT 13h エクステンション対応）

◆ 「Low Profile PCI」を搭載した省スペース型パソコンにも対応

Low Profile PCI とは･･･

　　　取付金具の高さが従来より約４cm 低くなった新しい PCI ボードの規格で、省スペース

　　　型パソコンの拡張性の向上などを目的に採用されています。

　　　サイズは小さくなりましたが、電圧やバス幅などの基本的性能は全く変わりません。

特徴

参考



４

PC98-NXシリーズ PCIバススロットを搭載した機種

DOS/Vマシン※
PCI Revision 2.0、2.1または2.2に準拠したPCIバス

スロットを搭載し、CPUにi486以上を搭載した機種

PC-9821シリーズ PCIバススロットを搭載した機種

※弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っています。

一部対応外のパソコンがあります。

詳細については、弊社カタログ、ホームページ（http://www.iodata.co.jp/）でご確認ください。

PC98-NXシリーズ

Windows Me

Windows 98（Second Editionを含む）

Windows 95

Windows XP

Windows 2000

Windows NT 4.0

DOS/Vマシン

Windows Me

Windows 98（Second Editionを含む）

Windows 95

Windows XP

Windows 2000

Windows NT 4.0/3.51

Windows 3.1

MS-DOS（PC DOS）Ver.5.0/V以降

PC-9821シリーズ

Windows 98（Second Editionを含む）

Windows 95

Windows 2000

Windows NT 4.0/3.51

Windows 3.1

MS-DOS Ver.5.0A以降

対応機種

動作環境

注意！

対応OS



動作環境

５

・本ボードは、プラグアンドプレイ対応ボードのため、リソースはすべてパソコン本体側で

　割り振られます。そのため、本ボードで割り込み（IRQ）の指定はできません。

・Windows Me/98 では、スタンバイ機能を使用しないでください。

・弊社製リムーバブルハードディスク「RM-SQ270」は本製品では使用できません。

・SCSI インターフェイス（ボード）はお使いの環境により、同時に使用できる枚数に制限が

あります。以下の表でご確認ください。

PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよび

DOS/Vﾏｼﾝ

PC-9821ｼﾘｰｽﾞ

Windows Me １枚のみ※

Windows 98/95

Windows 3.1

MS-DOS(PC DOS)

１枚のみ※
最大１枚まで

Windows XP 最大４枚まで
Windows 2000

Windows NT
最大４枚まで 最大１枚まで

※Windows Me/98/95では、他のSCSIインターフェイス（ボード）との併用も

　　できません。

  　（パソコン本体に１枚のみしかSCSIインターフェイス（ボード）は使用でき

　　　ません。）

注意！



６

本製品に添付されている「サポートソフト」ディスクは必ず以下の手順で

２枚ともすべてバックアップディスクを作成し、使用する際には、バックアッ

プしたディスクの方をお使いください。

「サポートソフト」ディスクを破損した場合の修理は有償です。

必ずバックアップをとり、「サポートソフト」ディスクは大切に保管してください。

１ 1.44Mバイトでフォーマット済みの空きフロッピーディスク(3.5インチ2HD)を

２枚用意します。

２ 「サポートソフト」ディスクをすべて書き込み禁止にします。

３ 「サポートソフトDisk１」ディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、

パソコンの電源を入れます。

４ しばらくすると画面上に［BASE MENU］（ベースメニュー）が表示されま

す。

５ ［↑］［↓］キーで「Backup Support Disk」（サポートディスクのバックアッ

プ）を選び、キーを押します。

６ 初に「サポートソフトDisk１」ディスクのバックアップを行います。

画面の指示に従ってフロッピーディスクを入れ替えながらバックアップし

てください。

　　　（「MASTER DISK」=サポートソフト、「NEW DISK」=用意したディスク）

７ バックアップが終わるとメニュー画面に戻ります。

同様の手順で「サポートソフトDisk２」ディスクのバックアップも行ってくだ

さい。

８ メニュー画面に戻ります。

ディスクをフロッピーディスクドライブから抜いて、パソコンの電源を切りま

す。

サポートソフトのバックアップ

注意！



７

この章では、本ボードをパソコンに取り付ける手順について説明します。

本ボードをパソコンに取り付けます。

本ボード取り付け後に、パソコンが正常に起動するか

確認してください。

12ﾍﾟｰｼﾞ

8ﾍﾟｰｼﾞ

　　　　　　　 取り付け後、パソコンが起動するか
確認する

ステップ２

　　　　　　　　 本ボードをパソコンに取り付けるステップ１



８

ここでは、本ボードをパソコンに取り付ける手順について説明します。

本ボードを Low Profile PCI 搭載パソコンに取り付ける場合は、

添付の「Low Profile PCI 用取付金具」を取り付けてください。

1.本ボードの取り付け金具を取り外します。

　プラスドライバ等を使ってネジを取り外し、一度、金具を斜めにしてか

　ら、横に取り外します。

2. 添付の「Low Profile PCI 用取付金具」を斜めにして金具をボードに

　引っ掛けて取り付け、ネジ止めしてください。

Low Profile PCI搭載パソコンに取り付ける場合

①

②

①

②

Low Profile PCI用

取付金具

　　　本ボードを
　　　パソコンに取り付ける

ステップ１



                              本ボードをパソコンに取り付ける

９

ステップ１

1. パソコンの電源を切り、電源ケーブルを抜きます。

2. パソコンの取扱説明書をご参照になり、パソコンケースを開けます。

3. パソコン本体および本ボードの裸金属部に触れて、静電気を逃がします。

4. 取り付ける PCI バススロット（パソコンのマザーボード上の白いソケッ

ト：次ページ図参照）を決め、スロットカバーを外します。

PCI バススロットの位置はお使いのパソコンによって異なります。

パソコンの取扱説明書をご参照ください。

パソコンへの取り付けの準備をする

取り付けのヒント

裸金属部

金色の接触部



                本ボードをパソコンに取り付ける

１０

ステップ１

パソコンに本ボードを取り付けます。

《取り付け図》

パソコンによっては、本ボードを下に向けて

取り付ける場合もあります。

パソコンに本ボードを取り付ける

参考

PCI バススロット

外付用コネクタ

水平に



                              本ボードをパソコンに取り付ける

１１

ステップ１

PCI バススロット（パソコンのマザーボード上の白いソケット）の位置はお使

いのパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご参照ください。

1. 本ボードを PCI バススロットに合わせて、外付用コネクタがパソコンの背

面になるような向きで挿入します。

2. PCI バススロットに、本ボードの金色の接触部を水平になるように挿入し

ます。

相当の力が必要な場合がありますが、水平に挿入されていることを確認し

てから、力を入れてください。

3. 挿入したら、パソコンのスロット用のネジで、本ボードを固定します。

4. 取り外した電源ケーブルやパソコンのカバーを元に戻します。

PCI バススロットに、本ボードの金色の接触部（9 ページ図参照）がきちんと入っ

ているか確認してください。

以上で取り付けは終了です。

【ステップ２】(次ページ)へお進みください。

取り付けのヒント

取り付け後のチェック

【困った時には】の

110 ページをご参照ください。
ボードが入らない場合は…



１２

本ボード取り付け後、まずはお使いのパソコンが正常に起動するかを確認しま

す。

１ 本ボードをパソコンに取り付けたら、

パソコンの電源を入れ、パソコンが正常に起動するか確認します。

２ OSが起動する前に、ディスプレイ上に以下の例のような画面

（デバイススキャン）が表示されるか確認します。
（詳細については、【付録３】(178ページ)参照）

　　　デバイススキャン表示例　　（PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンの例）

　　　　　取り付け後、パソコンが
　　　　起動するか確認する

ステップ２

デバイススキャンとは、パソコン起動時

に本ボードに接続しているSCSI機器

（デバイス）を検索・確認する（スキャンする）

機能です。

画面上にデバイススキャンの状態を

表示します。（以下参照）

通常、OSが起動する前に行われます。

（機種によっては表示されない場合も

あります。）

SCSI機器を接続していなくても行われます。

デバイススキャンとは…

パソコンの電源を入れる

画面上にメモリカウント表示

「デバイススキャン」表示

WindowsなどのOS起動

SC-UPCI Series BIOS Version x.xx

Copyright (C)1996-2001 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.

Press <Ctrl>+<Z> for setup SC-UPCI series.

HA:0 ID:00 LUN:0   Scanning



                    取り付け後、パソコンが起動するか確認する

１３

ステップ２

  例）以下の画面で止まる

    DOS/Vマシンの場合……HA:0 ID:0 LUN:0 Scanning…
    PC-9821シリーズの場合…ID:0  Scanning

３ 正常にパソコンが起動した場合、

次にお使いのＯＳに応じた「サポートソフト」のインストールが必要

です。

以下の該当個所へお進みください。

・Windows Meの場合 ⇒　15ページへ

・Windows 98の場合 ⇒　23ページへ

・Windows 95の場合 ⇒　31ページへ

・Windows XPの場合 ⇒　43ページへ

・Windows 2000の場合 ⇒　49ページへ

・Windows NT 4.0の場合 ⇒　57ページへ

・Windows NT 3.51の場合 ⇒　63ページへ

・Windows 3.1
　（MS-DOS、PC DOS）の場合 ⇒　67ページへ

【困った時には】の P110

をご参照ください。
デバイススキャンが

表示されない場合は…

【困った時には】の

P111～P113

をご参照ください。

デバイススキャン中に
画面が止まる場合は…

【困った時には】の P112

をご参照ください。

デバイススキャン後、
何分たっても画面が真っ黒の
ままとなっている場合は…



１４



１５

ここでは、既に Windows Me がインストールされているパソコンに、

本ボードを取り付けた場合に必要となるドライバのインストール手順について

説明します。

・SCSI 機器の接続は【３ SCSI 機器を接続しよう】(71 ページ)にて行います。

・Windows Me の ACPI 規格には対応しておりません。

　本ボードを取り付けた状態では、スタンバイ機能を使用しないでください。

本ボードを使用するために必要なソフトウェアを

「サポートソフト」ディスクからインストールします。

正常に「サポートソフト」がインストールできたかを

確認します。

注意！

　　　　　　　　正常にインストールできたかを確認するステップ２

　　　　　　　　 Windows Meへインストールするステップ１

20ﾍﾟｰｼﾞ

16ﾍﾟｰｼﾞ



１６

　　　　・添付の「サポートソフトDisk１」ディスク

１ パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。

２ [ドライバの場所を指定する]をチェックし、

[次へ]ボタンをクリックします。

②クリック

①チェック

　　　Windows Meへ
　　　インストールする

ステップ１

用意するもの

インストール

【困った時には】の

114 ページをご参照ください。
上記のインストール画面が
表示されない場合は…



                                 Windows Meへインストールする

１７

ステップ１

３ 「サポートソフト Disk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

４ [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]と

[検索場所の指定]のみをチェックし、[参照]ボタンをクリックします。

５ インストールするドライバの場所を指定します。

①[3.5 インチ FD]をダブルクリックします。

②下に表示される[WIN95]フォルダをクリックします。

③[OK]ボタンをクリックします。

①チェック

②チェック

③クリック

①ダブルクリック

②クリック

③クリック



                Windows Meへインストールする

１８

ステップ１

６ ［次へ］ボタンをクリックします。

７ 以下が表示されていることを確認後、

［次へ］ボタンをクリックします。

クリック

②クリック

①確認



                                 Windows Meへインストールする

１９

ステップ１

８ ［完了］ボタンをクリックします。

９ フロッピーディスクドライブから

「サポートソフト Disk１」ディスク

を抜きます。

上記のディスクは必ず取り出してください。

取り出さずにパソコンを再起動すると、Windows は起動せずに、「サポートユーティリティ」が

起動してしまいます。（【付録４】(183 ページ)参照）

10 ［はい］ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。

※以下の画面が表示されなかった場合は、

[スタート]→[Windows の終了]で必ず再起動してください。

以上でインストールは終了です。

再起動後、【ステップ２】(次ページ)へお進みください。

クリック

クリック

注意！



２０

「サポートソフト」が正常にインストールされたかを必ず確認しましょう。

正常にインストールされていないとSCSI機器が使用できません。

１ [マイコンピュータ]を右クリックし、

表示された［プロパティ］をクリックします。

２ [デバイスマネージャ]タブをクリックし、

[種類別に表示]にチェック後、

[SCSI コントローラ」をダブルクリックします。

PC98-NX シリーズで［デバイスマネージャ］が表示されない場合は、以下の手順で［アドバ

ンスドモード］に設定してください。

　1.［スタート］→［プログラム］→［Cyber Trio-NX］（あるいは［NX ユーティリティ］、［NX

　　の設定］）→［Cyber-Trio-NX セットアップ］を順に起動します。

　2.［アドバンスドモード］をチェックし、［OK］ボタンをクリックします。

　3.Windows を再起動します。

　再起動後、再度、上記の手順１から行ってみてください。

インストール状態の確認方法

②クリック

①右クリック

①クリック

②チェック

③ダブルクリック

　　　正常にインストール
　　　できたかを確認する

ステップ２

参考



                         正常にインストールできたかを確認する

２１

ステップ２

パターン① 「その他のデバイス」として登録されている場合

（「その他のデバイス」の下に「PCI SCSI Bus

　Controller」と表示されている場合）

パターン② どこにも登録（表示）されていない場合

（「SCSIコントローラ」および「その他のデバイス」の

　どちらの表示も無い場合）

[その他のデバイス]

に登録されている

【参考４】(150ページ)をご参照ください。

【インストール後の確認でデバイスマネージャ

のどこにも登録されていない】(114ページ)の項

をご参照ください。

以下のいずれかが

考えられます。
［SCSI コントローラ］の

表示が無い場合は…



                正常にインストールできたかを確認する

２２

ステップ２

３ 表示が正しいかを確認します。

以下の①かつ②であれば正常です。

　　①　以下のように表示されている

　　②　上記の表示の頭に！マークが表示されていない

表示の頭に！マークがある場合

以上が正常ならば、この後、本ボードにSCSI機器を接続します。

【３ SCSI機器を接続しよう】（71ページ)へお進みください。

ここを確認

！マークが表示されている

正しい表示

正しくない表示

【参考１】(119ページ)をご参照ください。



２３

ここでは、既に Windows 98 がインストールされているパソコンに、

本ボードを取り付けた場合に必要となるドライバのインストール手順について

説明します。

・SCSI 機器の接続は【３ SCSI 機器を接続しよう】(71 ページ)にて行います。

・Windows 98 の ACPI 規格には対応しておりません。

　本ボードを取り付けた状態では、スタンバイ機能を使用しないでください。

本ボードを使用するために必要なソフトウェアを

「サポートソフト」ディスクからインストールします。

正常に「サポートソフト」がインストールできたかを

確認します。

注意！

　　　　　　　　正常にインストールできたかを確認するステップ２

　　　　　　　　 Windows 98へインストールするステップ１

28ﾍﾟｰｼﾞ

24ﾍﾟｰｼﾞ



２４

　　　　・添付の「サポートソフトDisk１」ディスク

１ パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。

２ ［次へ］ボタンをクリックします。

クリック

用意するもの

インストール

　　　Windows 98へ
　　　インストールする

ステップ１

【困った時には】の

114 ページをご参照ください。
上記のインストール画面が
表示されない場合は…



                                 Windows 98へインストールする

２５

ステップ１

３ [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]をチェックし、

[次へ]ボタンをクリックします。

４ 「サポートソフト Disk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

５ [フロッピーディスクドライブ]のみをチェックし、

[次へ]ボタンをクリックします。

①チェック

②クリック

①ここのみ

チェック

②クリック



                Windows 98へインストールする

２６

ステップ１

６ 以下が表示されていることを確認後、

［次へ］ボタンをクリックします。

７ ［完了］ボタンをクリックします。

クリック

②クリック

①確認



                                 Windows 98へインストールする

２７

ステップ１

８ フロッピーディスクドライブから

「サポートソフト Disk１」ディスク

を抜きます。

上記のディスクは必ず取り出してください。

取り出さずにパソコンを再起動すると、Windows は起動せずに、「サポートユーティリティ」が

起動してしまいます。（【付録４】(183 ページ)参照）

９ ［はい］ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。

※以下の画面が表示されなかった場合は、

[スタート]→[Windows の終了]で必ず再起動してください。

以上でインストールは終了です。

再起動後、【ステップ２】(次ページ)へお進みください。

クリック

注意！



２８

「サポートソフト」が正常にインストールされたかを必ず確認しましょう。

正常にインストールされていないとSCSI機器が使用できません。

１ [マイコンピュータ]を右クリックし、

表示された［プロパティ］をクリックします。

２ [デバイスマネージャ]タブをクリックし、

[種類別に表示]にチェック後、[SCSI コントローラ」をダブルクリックし

ます。

PC98-NX シリーズで［デバイスマネージャ］が表示されない場合は、以下の手順で［アドバ

ンスドモード］に設定してください。

　1.［スタート］→［プログラム］→［Cyber Trio-NX］（あるいは［NX ユーティリティ］、［NX

　　の設定］）→［Cyber-Trio-NX セットアップ］を順に起動します。

　2.［アドバンスドモード］をチェックし、［OK］ボタンをクリックします。

　3.Windows を再起動します。

　再起動後、再度、上記の手順１から行ってください。

インストール状態の確認方法

②クリック

①右クリック

①クリック

③ダブルクリック

　　　正常にインストール
　　　できたかを確認する

ステップ２

②チェック

参考



                         正常にインストールできたかを確認する

２９

ステップ２

パターン① 「その他のデバイス」として登録されている場合

（「その他のデバイス」の下に「PCI SCSI Bus

　Controller」と表示されている場合）

パターン② どこにも登録（表示）されていない場合

（「SCSIコントローラ」および「その他のデバイス」の

　どちらの表示も無い場合）

【参考４】(150ページ)をご参照ください。

【インストール後の確認でデバイスマネージャ

のどこにも登録されていない】(114ページ)の項

をご参照ください。

[その他のデバイス]

に登録されている

以下のいずれかが

考えられます。
［SCSI コントローラ］の

表示が無い場合は…



                正常にインストールできたかを確認する

３０

ステップ２

３ 表示が正しいかを確認します。

以下の①かつ②であれば正常です。

　　①　以下のように表示されている

　　②　上記の表示の頭に！マークが表示されていない

表示の頭に！マークがある場合

以上が正常ならば、この後、本ボードにSCSI機器を接続します。

【３ SCSI機器を接続しよう】（71ページ)へお進みください。

！マークが表示されている

正しい表示

正しくない表示

【参考１】(119ページ)をご参照ください。

ここを確認



３１

ここでは、既に Windows 95 がインストールされているパソコンに、

本ボードを取り付けた場合に必要となるドライバのインストール手順について

説明します。

SCSI 機器の接続は【３ SCSI 機器を接続しよう】(71 ページ)にて行います。

本ボードを使用するために必要なソフトウェアを

「サポートソフト」ディスクからインストールします。

正常に「サポートソフト」がインストールできたかを

確認します。

注意！

　　　　　　　　正常にインストールできたかを確認するステップ２

　　　　　　　　 Windows 95へインストールするステップ１

39ﾍﾟｰｼﾞ

32ﾍﾟｰｼﾞ



３２

　　　　・添付の「サポートソフトDisk１」ディスク

１ パソコンの電源を入れ、パソコンを起動します。

２ 以下のどちらかの画面が表示されます。

ここで表示される画面により、インストール手順が異なります。

画面をご確認ください。

次ページ
へ進んでください。

35ページ
へ進んでください。

　　　Windows 95へ
　　　インストールする

ステップ１

【困った時には】の

114 ページをご参照ください。
上記のインストール画面が
表示されない場合は…

用意するもの



                                  Windows 95へインストールする

３３

ステップ１

１ ［ハードウェアの製造元が提供するドライバ］をチェックし、

[OK]ボタンをクリックします。

２ 「サポートソフト Disk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

①チェック

②クリック

が表示された
場合の手順

［新しいハードウェア］画面



                Windows 95へインストールする

３４

ステップ１

３ フロッピーディスクドライブ名（以下の例では A:\）※を指定後、

［次へ］ボタンをクリックします。

※PC-9821シリーズの場合、フロッピーディスクドライブ名は、

　ご使用の環境により異なります。

４ フロッピーディスクドライブから

「サポートソフト Disk１」ディスク

を抜きます。

上記のディスクは必ず取り出してください。

取り出さずにパソコンを再起動すると、Windows は起動せずに、「サポートユーティリティ」が

起動してしまいます。（【付録４】(183 ページ)参照）

５ ［はい］ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。

※以下の画面が表示されなかった場合は、

[スタート]→[Windows の終了]で必ず再起動してください。

　　　　　　　　　　　　　　　[システム設定の変更]画面

以上でインストールは終了です。

再起動後、【ステップ２】(39ページ)へお進みください。

②クリック

クリック

① フロッピーディスク　ドライブ名を入力

　　例　A:\

　　　（フロッピーディスクドライブが

　　　　Aドライブの場合）

注意！



                                  Windows 95へインストールする

３５

ステップ１

１ 「サポートソフト Disk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

２ ［次へ］ボタンをクリックします。

クリック

が表示された
場合の手順

［ﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｳｨｻﾞｰﾄﾞ］画面



                Windows 95へインストールする

３６

ステップ１

３ ［完了］ボタンをクリックします。

４ 以下の画面が表示された場合は、

［ＯＫ］ボタンをクリックします。

５ ［参照］ボタンをクリックし、

［3.5インチFD］（以下の例では A:）※内の［WIN95］を指定します。

指定後、［次へ］ボタンをクリックします。

※PC-9821シリーズの場合、［3.5インチFD］のドライブ名は、

　ご使用の環境により異なります。

①クリック

クリック

クリック

（次ページへ）



                                  Windows 95へインストールする

３７

ステップ１

②クリック③フロッピーディスク

　ドライブアイコンを

クリック

④［WIN95］を

クリック

⑤クリック

（前ページからの続き）

⑥クリック

（次ページへ）



                Windows 95へインストールする

３８

ステップ１

６ フロッピーディスクドライブから

「サポートソフト Disk１」ディスク

を抜きます。

上記のディスクは必ず取り出してください。

取り出さずにパソコンを再起動すると、Windows は起動せずに、「サポートユーティリティ」が

起動してしまいます。（【付録４】(183 ページ)参照）

７ ［はい］ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。

※以下の画面が表示されなかった場合は、

[スタート]→[Windows の終了]で必ず再起動してください。

　　　　　　　[システム設定の変更]画面

以上でインストールは終了です。

再起動後、【ステップ２】(次ページ)へお進みください。

クリック

（前ページからの続き）

⑦クリック

注意！



３９

「サポートソフト」が正常にインストールされたかを必ず確認しましょう。

正常にインストールされていないとSCSI機器が使用できません。

１ [マイコンピュータ]を右クリックし、

表示された［プロパティ］をクリックします。

２ [デバイスマネージャ]タブをクリックし、

[種類別に表示]にチェック後、[SCSI コントローラ」をダブルクリックし

ます。

PC98-NX シリーズで［デバイスマネージャ］が表示されない場合は、以下の手順で［アドバ

ンスドモード］に設定してください。

　1.［スタート］→［プログラム］→［Cyber Trio-NX］（あるいは［NX ユーティリティ］、［NX

　　の設定］）→［Cyber-Trio-NX セットアップ］を順に起動します。

　2.［アドバンスドモード］をチェックし、［OK］ボタンをクリックします。

　3.Windows を再起動します。

　再起動後、再度、上記の手順１から行ってみてください。

インストール状態の確認方法

　　　正常にインストール
　　　できたかを確認する

ステップ２

②クリック

①右クリック

①クリック

②チェック

③ダブルクリック

参考



                正常にインストールできたかを確認する

４０

ステップ２

パターン① 「その他のデバイス」として登録されている場合

（「その他のデバイス」の下に「PCI SCSI Bus

　Controller」と表示されている場合）

パターン② どこにも登録（表示）されていない場合

（「SCSIコントローラ」および「その他のデバイス」の

　どちらの表示も無い場合）

【参考４】(150ページ)をご参照ください。

【インストール後の確認でデバイスマネージャ

のどこにも登録されていない】(114ページ)の項

をご参照ください。

[その他のデバイス]

に登録されている

以下のいずれかが

考えられます。
［SCSI コントローラ］の

表示が無い場合は…



                        正常にインストールできたかを確認する

４１

ステップ２

３ 表示が正しいかを確認します。

以下の①かつ②であれば正常です。

　　①　以下のように表示されている

　　②　上記の表示の頭に！マークが表示されていない

表示の頭に！マークがある場合

以上が正常ならば、この後、本ボードにSCSI機器を接続します。

【３ SCSI機器を接続しよう】（71ページ)へお進みください。

！マークが表示されている

正しい表示

正しくない表示

【参考１】(119ページ)をご参照ください。

ここを確認



４２



４３

ここでは、既に Windows XP がインストールされているパソコンに、

本ボードを取り付けた場合に必要となるドライバのインストール手順について

説明します。

・SCSI 機器の接続は【３ SCSI 機器を接続しよう】(71 ページ)にて行います。

・Windows XP の ACPI 規格には対応しておりません。

　本ボードを取り付けた状態では、スタンバイ機能を使用しないでください。

本ボードを使用するために必要なソフトウェアを

「サポートソフト」ディスクからインストールします。

正常に「サポートソフト」がインストールできたかを

確認します。

47ﾍﾟｰｼﾞ

44ﾍﾟｰｼﾞ

注意！

　　　　　　　　正常にインストールできたかを確認するステップ２

　　　　　　　　 Windows XPへインストールするステップ１



４４

　　　　・添付の「サポートソフトDisk１」ディスク

１ パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

２ [一覧または特定の場所からインストールする]をチェックして、

［次へ］ボタンをクリックします。

３ 「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

　　　Windows XPへ
　　　インストールする

ステップ１

【困った時には】の

114 ページをご参照ください。
上記のインストール画面が
表示されない場合は…

①チェック

②クリック

用意するもの



                              Windows XPへインストールする

４５

ステップ１

４ [次の場所で最適の…]、[リムーバブルメディア…]をチェックして、

[次へ]ボタンをクリックします。

５ [I-O DATA SC-UPN]と表示されていることを確認後、[続行]ボタンを

クリックします。

必要なファイルがコピーされます。

①チェック

③クリック

②チェック

②クリック

①確認



                Windows XPへインストールする

４６

ステップ１

６ [完了]ボタンをクリックします。

７ フロッピーディスクドライブから

「サポートソフト Disk１」ディスク

を抜きます。

上記のディスクは必ず取り出してください。

取り出さずにパソコンを再起動すると、Windows は起動せずに、「サポートユーティリティ」が

起動してしまいます。（【付録４】(183 ページ)参照）

８ Windows を再起動してください。

①[スタート]→[終了オプション]を順にクリックします。

②表示された画面で[再起動]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

再起動後、【ステップ２】(次ページ)へお進みください。

クリック

注意！



４７

「サポートソフト」が正常にインストールされたかを必ず確認しましょう。

正常にインストールされていないとSCSI機器が使用できません。

１ [スタート]をクリックし、［マイコンピュータ］を右クリックして、

表示されたメニューの［プロパティ］をクリックします。

２ [ハードウェア]タブをクリックして、

[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

インストール状態の確認方法

①クリック

②クリック

　　　正常にインストール
　　　できたかを確認する

ステップ２

②右クリック

③クリック

①クリック



                正常にインストールできたかを確認する

４８

ステップ２

３ ［SCSIとRAIDコントローラ］をダブルクリックし、

表示が正しいかを確認します。

以下のAかつBであれば正常です。

　　Ａ.以下のように表示されている

　　Ｂ.　上記の表示の頭に！マークが表示されていない

・表示の頭に！マークがある場合

・「SCSIコントローラ」と表示されている場合

以上が正常ならば、この後、本ボードにSCSI機器を接続します。

【３ SCSI機器を接続しよう】（71ページ)へお進みください。

正しい表示

正しくない表示

【参考１】(119ページ)をご参照ください。

【参考５】(159ページ)をご参照ください。

②ここを確認

①ダブルクリック

！マークが表示されている



４９

ここでは、既に Windows 2000 がインストールされているパソコンに、

本ボードを取り付けた場合に必要となるドライバのインストール手順について

説明します。

・SCSI 機器の接続は【３ SCSI 機器を接続しよう】(71 ページ)にて行います。

・Windows 2000 の ACPI 規格には対応しておりません。

　本ボードを取り付けた状態では、スタンバイ機能を使用しないでください。

本ボードを使用するために必要なソフトウェアを

「サポートソフト」ディスクからインストールします。

正常に「サポートソフト」がインストールできたかを

確認します。

54ﾍﾟｰｼﾞ

50ﾍﾟｰｼﾞ

注意！

　　　　　　　　正常にインストールできたかを確認するステップ２

　　　　　　　　 Windows 2000へインストールするステップ１



５０

　　　　・添付の「サポートソフトDisk１」ディスク

１ パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

２ ［次へ］ボタンをクリックします。

３ [デバイスに最適な・・・]をチェックし、

[次へ]ボタンをクリックします。

①チェック

②クリック

クリック

　　　Windows 2000へ
　　　インストールする

ステップ１

【困った時には】の

114 ページをご参照ください。
上記のインストール画面が
表示されない場合は…

用意するもの



                              Windows 2000へインストールする

５１

ステップ１

４ 「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

５ [フロッピーディスクドライブ]のみをチェックし、

[次へ]ボタンをクリックします。

６ [SCSIコントローラ]と表示されていることを確認し、

[次へ]ボタンをクリックします。

①チェック

②クリック

②クリック

①確認



                Windows 2000へインストールする

５２

ステップ１

７ 以下が表示されていることを確認後、

［はい］ボタンをクリックします。

必要なファイルがコピーされます。

８ [完了]ボタンをクリックします。

クリック

②クリック

①確認



                              Windows 2000へインストールする

５３

ステップ１

９ フロッピーディスクドライブから

「サポートソフト Disk１」ディスク

を抜きます。

上記のディスクは必ず取り出してください。

取り出さずにパソコンを再起動すると、Windows は起動せずに、「サポートユーティリティ」が

起動してしまいます。（【付録４】(183 ページ)参照）

10 ［はい］ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。

※以下の画面が表示されなかった場合は、

[スタート]→[シャットダウン]で必ず再起動してください。

　　　　　　　[システム設定の変更]画面

以上でインストールは終了です。

再起動後、【ステップ２】(次ページ)へお進みください。

クリック

注意！



５４

「サポートソフト」が正常にインストールされたかを必ず確認しましょう。

正常にインストールされていないとSCSI機器が使用できません。

１ ［マイコンピュータ］を右クリックし、

表示された［プロパティ］をクリックします。

２ [ハードウェア]タブをクリックして、

[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

インストール状態の確認方法

①右クリック

②クリック

①クリック

②クリック

　　　正常にインストール
　　　できたかを確認する

ステップ２



                        正常にインストールできたかを確認する

５５

ステップ２

３ ［SCSIとRAIDコントローラ］をダブルクリックし、

表示が正しいかを確認します。

以下のAかつBであれば正常です。

　　Ａ.以下のように表示されている

　　Ｂ.　上記の表示の頭に！マークが表示されていない

・表示の頭に！マークがある場合

・「SCSIコントローラ」と表示されている場合

以上が正常ならば、この後、本ボードにSCSI機器を接続します。

【３ SCSI機器を接続しよう】（71ページ)へお進みください。

正しい表示

正しくない表示

【参考１】(119ページ)をご参照ください。

【参考５】(159ページ)をご参照ください。

②ここを確認

①ダブルクリック

！マークが表示されている



５６



５７

ここでは、既に Windows NT 4.0 がインストールされているパソコンに、

本ボードを取り付けた場合に必要となるドライバのインストール手順について

説明します。

SCSI 機器の接続は【３ SCSI 機器を接続しよう】(71 ページ)にて行います。

本ボードを使用するために必要なソフトウェアを

「サポートソフト」ディスクからインストールします。

正常に「サポートソフト」がインストールできたかを

確認します。

注意！

　　　　　　　　正常にインストールできたかを確認するステップ２

　　　　　　　　 Windows NT 4.0へインストールするステップ１

61ﾍﾟｰｼﾞ

58ﾍﾟｰｼﾞ



５８

　　　　・添付の「サポートソフトDisk１」ディスク

１ パソコンの電源を入れます。

本ボードが、パソコンに正しく取り付けられていることを確認し、パソ

コンの電源を入れます。

２ ［コントロールパネル］内の[SCSI ｱﾀﾞﾌﾟﾀ] を開きます。

［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］内の[SCSI アダプ

タ] をダブルクリックします。

３ 「ドライバ」タブ、続けて[追加]ボタンをクリックします。

４ 「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

　　　Windows NT 4.0へ
　　　インストールする

ステップ１

①クリック

②クリック

用意するもの



                            Windows NT 4.0へインストールする

５９

ステップ１

５ ［ディスク使用］ボタンをクリックします。

６ フロッピーディスクドライブの WINNT フォルダを指定後、

［ＯＫ］ボタンをクリックします。

７ ［I-O DATA SC-UPCIシリーズ］、

続けて［ＯＫ］ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

②クリック

①フロッピーディスクドライブの

　WINNT フォルダを入力

　　例　A:\WINNT

　　　（フロッピーディスクドライブが

　　　　Aドライブの場合）

①クリック

②クリック

クリック



                Windows NT 4.0へインストールする

６０

ステップ１

８ フロッピーディスクドライブの WINNT フォルダを指定後、

［続行］ボタンをクリックします。

９ インストールが終了すると以下の画面が表示されます。

フロッピーディスクドライブから「サポートソフトDisk１」ディスクを抜きます。

以下の画面で［はい］ボタンをクリックしてください。

以上でインストールは終了です。

再起動後、【ステップ２】(次ページ)へお進みください。

②クリック

① フロッピーディスクドライブの

　WINNT フォルダを入力

　　例　A:\WINNT

　　　（フロッピーディスクドライブが

　　　　Aドライブの場合）

クリック



６１

「サポートソフト」が正常にインストールされたかは必ず確認しましょう。

正常にインストールされていないとSCSI機器が使用できません。

１ ［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］→［SCSIアダプタ］の

［デバイス］タブで以下が表示されていることを確認してください。

　　　　「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」

２ 上記画面の［ドライバ］タブをクリックし、

以下が[起動済み]であることを確認してください。

　　　　「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」

この後、本ボードにSCSI機器を接続します。

【３ SCSI機器を接続しよう】（71ページ)へお進みください。

インストール状態の確認方法

ここを確認

②ここを確認

①クリック

　　　正常にインストール
　　　できたかを確認する

ステップ２

【困った時には】の P115

をご参照ください。
［未起動］となっている場合は…



６２



６３

ここでは、既に Windows NT 3.51 がインストールされているパソコンに、

本ボードを取り付けた場合に必要となるドライバのインストール手順について

説明します。

SCSI 機器の接続は【３ SCSI 機器を接続しよう】(71 ページ)にて行います。

本ボードを使用するために必要なソフトウェアを

「サポートソフト」ディスクからインストールします。

注意！

　　　　　　　　 Windows NT 3.51へインストールするステップ１ 64ﾍﾟｰｼﾞ



６４

　　　　・添付の「サポートソフトDisk１」ディスク

１ パソコンの電源を入れます。

本ボードが、パソコンに正しく取り付けられていることを確認し、パソ

コンの電源を入れる。

２ ［Windows NTセットアップ］を開きます。

［プログラムマネージャ］→［メイン］をクリックし、

［Windows NT セットアップ］をダブルクリックします。

３ ［SCSIアダプタの追加と削除］を開きます。

［設定］→［SCSIアダプタの追加と削除］をクリックします。

４ ［追加］ボタンをクリックします。

５ "SCSIアダプタを追加しますか？"と表示されたら、

［ＯＫ］ボタンをクリックします。

６ ［アダプタ］で［その他］をクリックします。

７ 「サポートソフトDisk１」ディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し

ます。

８ フロッピーディスクドライブの WINNT ディレクトリを指定後、

［ＯＫ］ボタンをクリックします。

　　　Windows NT 3.51へ
　　　インストールする

ステップ１

用意するもの



                            Windows NT 3.51へインストールする

６５

ステップ１

９ ［I-O DATA SC-UPCIシリーズ］、続けて

［ＯＫ］ボタンをクリックします。

10 ［組み込み］をクリックします。

11 “Windows NT SCSIアダプタファイルへのフルパスを入力してくださ

い。………」と表示された場合は、フロッピーディスクドライブの

WINNT ディレクトリを指定後、［続行］ボタンをクリックします。

12 以下が登録（表示）されていることを確認後、［閉じる］をクリックしま

す。

 　　 「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」

13 ［Windows NT セットアップ］画面を閉じます。

14 フロッピーディスクドライブから「サポートソフトDisk1」ディスクを抜き

ます。

15 ［ＯＫ］ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

この後、本ボードにSCSI機器を接続します。

【３ SCSI機器を接続しよう】（71ページ)へお進みください。



６６



６７

ここでは、既に Windows 3.1、MS-DOS（PC DOS）がインストールされているパ

ソコンに、本ボードを取り付けた場合に必要となる設定等について説明します。

SCSI 機器の接続は【３ SCSI 機器を接続しよう】(71 ページ)にて行います。

SCSI機器を使用する上で必要な設定について説明します。

ASPIマネージャについて説明します。

注意！

MS-DOS（PC DOS）用ASPIマネージャ

必要な設定

69ﾍﾟｰｼﾞ

68ﾍﾟｰｼﾞ



６８

この章では、既にWindows 3.1、MS-DOS(PC DOS)がインストールされている

パソコンに、本ボードおよびSCSI機器を取り付けた場合に必要となるドライバ

のインストール手順について説明します。

お使いのSCSI機器に応じて以下の設定してください。

SCSI機器 ソフトウェアの登録

ハードディスク 特に必要なし。

CD-ROMドライブ
・DOS/Vマシンでは、ASPIマネージャが必要*。

・CD-ROMドライブに添付されているCD-ROMドライブ用のデバイスドライ

バが必要。(CONFIG.SYSに登録します。)

MOなどのリムー

バブルディスクド

ライブ

・DOS/Vマシンでは、ASPIマネージャが必要*。

・リムーバブルディスクドライブに添付されているデバイスドライバが必

要。(CONFIG.SYSに登録します。)

イメージスキャナ
・ASPIマネージャが必要な場合あり*。

・イメージスキャナ添付のTWAINドライバが必要。

*【MS-DOS(PC DOS)用ASPIマネージャ】(次ページ)を参照し、ASPIマネージャをインストールして

ください。

PC-9821 シリーズでは、接続台数に以下の制限があります。

（MS-DOS,Windows 3.1 上のみの制限）

ハードディスク：最大 4 台、CD-ROM ドライブ：最大 7 台、光磁気ディスク(MO)ドライブ：最大

2 台

［メモリマネージャ使用時の注意］

メモリマネージャを利用する場合、32Bit I/O アクセス可能なバージョンが必要です。

・DOS/V マシンの場合

　　　EMM386.EXE    Ver.4.49 以降（@nifty の Official Microsoft User's Forums などで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入手可能）

　　　QEMM386.SYS   Ver.7.0 以降

　　　386MAX.SYS    Ver.6.03 以降

・PC-9821 シリーズの場合

　　　EMM386.EXE    対応 OS に標準添付の EMM386.EXE は問題なくお使いいただけます。

必要な設定

注意！

注意！



６９

 

ASPIマネージャは、Windows 3.1、MS-DOS（PC DOS）で本ボードが各種SCSI機

器を制御するためのソフトウェアです。

必要な場合は、以下の説明に従ってインストールしてください。

　　　　・添付の「サポートソフトDisk１」ディスク

１ パソコンの電源を入れ、MS-DOSを起動します。

（Windows 3.1が起動した場合はWindows 3.1を終了します。）

２ 「サポートソフトDisk１」ディスクを

フロッピーディスクドライブに挿入します。

３ 以下のように入力して、セットアッププログラムを起動させます。

  C:\>A:\setup 　　   （フロッピーディスクドライブがAドライブの場合）

４ 「SC-UPCIシリーズ インストールプログラム」が起動します。

画面の指示に従って作業を進めてください。

５ 次の選択画面では、使用環境によって[Y]または[N]を選択します。

　MS-DOSのみで使用する場合 ･･･････････････････････････ [N]を選択

　Windows 3.1でも使用する場合･･･････････････････････････ [Y]を選択

　Windows 98/95のみがインストールされている場合････････ [N]を選択

MS-DOS（PC DOS）用
ASPIマネージャ

インストールする

Windows 3.1用の ASPI マネージャをインストールし
ます。インストール先のハードディスクに, Windows
3.1がインストールされていますか?

Windows 98/95 のみインストールされている時には
”いいえ” を選択してください。

［Y］:はい　　［N］:いいえ

用意するもの



MS-DOS（PC DOS）用ASPIマネージャ

７０

後は画面の指示に従ってインストールを継続してください。

インストール終了後は、「サポートソフトDisk１」ディスクを抜き、

パソコンを再起動してください。

SCSI 機器によっては、SCSI 機器付属のデバイスドライバのインストールが必要な場合が

あります。

詳細は各 SCSI 機器の取扱説明書を参照してください。

本プログラムは、SC-UPCIシリーズ専用MS-DOS用ASPIマネージャです。

（DOS/Vマシン、PC-9821シリーズ兼用）

CONFIG.SYSファイルに以下の書式で使用します。

書式    DEVICE=[ドライブ]:[\パス]\ASPISCPC.SYS [オプション]

初期値
オプション名

（ ()内は省略形 ）
説明

/NOFAST
ASPI対応のアプリケーションでSCSI機器を検索する場合、SCSI機

器が使用していないIDにもコマンドを発行します。

○ /LUN(/L)

/NOLUN(/NOL)

LUNを有効にします。

LUNを無効にします。

/INFO=n
表示する情報の詳細度を設定します。

nは0～3まで設定可能です。

○ /INFO=1が初期設定です。

/ASK

ASPIマネージャの組み込みを、確認しながら行うことができます。

「ASPIマネージャを読み込みますか？」と表示して「Y」を押すと通常

通りに実行します。「N」を押すとASPIマネージャの組み込みを中止

します。

/PAUSE
デバイスドライバの初期化終了直前で「---何かキーを押してくださ

い---」と表示して、一時停止します。

/NODEVICESCAN

(/NODS)

接続機器を検索する際に検索中のID番号、及び検索された接続機

器を表示しません。

○ 初期設定では接続機器検索状況を表示します。

○のついている項目が初期設定です。

注意！

インストールしたASPIマネージャ(ASPISCPC.SYS)について
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この章では、SCSI 機器を本ボードに接続する手順について説明します。

接続前に確認していただきたいことをまとめてあります。

接続前に必ずお読みください。

内蔵および外付SCSI機器を接続します。

SCSI機器を接続後、パソコンが正常に起動するかを

確認します。

SCSI機器に応じた必要な設定を行います。

SCSI機器が使用できるか確認してください。

79ﾍﾟｰｼﾞ

72ﾍﾟｰｼﾞ

86ﾍﾟｰｼﾞ

90ﾍﾟｰｼﾞ

85ﾍﾟｰｼﾞ

　　　　　　　　SCSI機器を接続するステップ２

　　　　　　　　 SCSI機器接続前のチェックステップ１

　　　　　　　　 SCSI機器の必要な設定をするステップ４

　　　　　　　　 SCSI機器が使用できるか確認するステップ５

　　　　　　　　 接続後、パソコンが起動するかを確認するステップ３
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本ボードにSCSI機器を接続する前に以下を確認しましょう。

≪確認事項≫

・本ボードに接続するSCSI機器は確認しましたか？････････････73ページ

・SCSIケーブルは用意してありますか？ ･･････････････････････74ページ

・ターミネータは取り付けてありますか？ ･･････････････････････75ページ

・SCSI機器のSCSI IDが重複していませんか？ ････････････････76ページ

・接続台数やケーブル長の制限を超えていませんか？･････････77ページ

　　　SCSI機器
　　　接続前のチェック

ステップ１



                                    SCSI機器接続前のチェック

７３

ステップ１

本ボードに接続するSCSI機器は確認しましたか？

No. コネクタ名 用途

①
外付用コネクタ

（Ultra SCSI）

D-sub ハーフピッチ 50 ピン

SCSI ケーブルを介して、外付 Narrow SCSI

機器を接続します。

②
内蔵用コネクタ

（Ultra SCSI）

フラットタイプ 50 ピン

SCSI フラットケーブルを介して、内蔵

Narrow SCSI 機器を接続します。

SCSI 機器の取扱説明書には、仕様として、SCSI-2 または SCSI-3 とだけしか記入されてい

ない場合があります。この場合、SCSI-2 とは「Fast SCSI」、SCSI-3 とは「Ultra SCSI」を意

味します。

②

①

参考



               SCSI機器接続前のチェック

７４

ステップ１

SCSIケーブルは用意してありますか？

接続するコネクタ位置 用意するケーブル

73 ページ

図の①のコネクタ

50 ピン SCSI ケーブル(接続台数分が必要）

※最終端の SCSI 機器には、必ずターミネータの設定が

　必要です。

73 ページ

図の②のコネクタ

50 ピン SCSI フラットケーブル

※最終端の SCSI 機器には、必ずターミネータの設定が

　必要です。

 本製品は、外付 SCSI 機器用のケーブルを添付しておりません。

外付 SCSI 機器を接続する場合で、外付 SCSI 機器用のケーブルをお持ち

で無い場合やコネクタ形状が合わない場合は、必要に応じて、

【オプション品について】(226 ページ)を参照して、別途お買い求めく

ださい。

 内蔵フラットケーブルの場合、最大接続台数は以下となります。

　　「ケーブルのコネクタ数」－１ ＝ 最大接続台数

　例えば、ケーブルに５つのコネクタがある場合、本ボード接続用に１つ

　のコネクタを使用するため、残り４つ（４台）まで接続できます。

 接続するケーブルはすべてハイ・インピーダンスタイプ（90Ω～132

Ω）にしてください。



                                    SCSI機器接続前のチェック
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ステップ１

ターミネータは取り付けてありますか？

接続 SCSI 機器 取付（設定）するターミネータ

外付 SCSI 機器

同梱の 50 ピンアクティブターミネータ（1 個）
※ 最終端の SCSI 機器には、必ずターミネータを取り付ける
　必要があります。

SCSI機器によっては、SCSI機器本体にターミネータのON/OFF

のある機器があります。

　（弊社製CD-RWドライブ

　　［CDRW-SX1610B］［CDRW-SX1210B］［CDRWD-RX1210J］

　　［CDRW-YX88］［CDRW-SX64］等）

その場合は、ターミネータ機能のON/OFFによってターミネー

タを設定します。詳細は、各製品の取扱説明書を参照してく

ださい。

＜弊社製［CDRW-SX1610B］での背面のターミネータ機能＞

SCSIケーブル

外付用ターミネータ

最終端のSCSI機器

（１台のみ接続する

　場合は、１台目）

ターミネータ機能

ターミネータのON/OFFを設定します。



               SCSI機器接続前のチェック
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ステップ１

接続 SCSI 機器 取付（設定）するターミネータ

内蔵 SCSI 機器

最終端の SCSI 機器には、ターミネータの設定が必要です

が、内蔵 SCSI 機器の場合のターミネータは、

内蔵 SCSI 機器側（のジャンパスイッチなど）で設定する

か、ターミネータ付きの SCSI ケーブルを使用する必要があ

ります。

詳細は、内蔵 SCSI 機器の取扱説明書を参照してください。

 外付 SCSI 機器と内蔵 SCSI 機器の両方を併用する場合は、それぞれの

終端にターミネータが必要です。（84 ページ参照）

SCSI機器のSCSI IDが重複していませんか？

 複数の SCSI 機器を接続する場合、SCSI 機器を識別するために、各機

器ごとに別々の SCSI ID を設定します。SCSI ID が重複している場合は、

各 SCSI 機器の取扱説明書を参照して設定し直してください。

 以下の SCSI ID を設定することができます。

 Ultra SCSI、Fast SCSI 機器は「0」～「7」、

 UltraWide SCSI 機器は「0」～「15」

 本ボードにも SCSI ID が存在します。本ボードの工場出荷値は「７」

なので、接続する SCSI 機器では｢７｣以外を設定してください。

ターミネータは、

ジャンパスイッチ等で

設定

最終端のSCSI機器

（１台のみ接続する

　場合は、１台目）



                                    SCSI機器接続前のチェック
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ステップ１

接続台数やケーブル長の制限を超えていませんか？

 複数の SCSI 機器を接続する場合は、接続する SCSI 機器の種類により、

最大ケーブル長や接続台数に、次のような制限があります。

※以下の記載項目はあくまで SCSI 規格に基づくものです。

　実際には、接続する SCSI 機器の性能、相性や条件に影響されます。

　また、パソコン内部の空きスペース以上は接続できません。

■Ultra SCSI、Fast SCSI 機器（50 ピン）

　　　　本ボードに接続可能な機器

転送能力SCSI 機器

(MB/S) (MT/S)

最大ケーブル長

（*1）

最大

接続台数

SCSI 5 5 6ｍ 7 台

Fast SCSI 10 10 3ｍ 7 台

3ｍ（*2） 3台Ultra SCSI 20 20
1.5ｍ（*3） 7台

（*1）SCSI 機器内部の基板や内部ケーブル長（１台につき約 15cm）を含めた合計の長さ

（*2）接続する機器が１台～３台の場合

（*3）接続する機器が４台～７台の場合
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ステップ１

・ 外付 SCSI 機器を増設する場合は、増設時のケーブルの長さにご注意ください。増設時

は、1 台目で使用しているケーブルより短いケーブルの使用をおすすめします。

・ 本ボードの２つのコネクタに SCSI 機器を接続する場合、ケーブル長は両方のケーブル

長を足した長さとなります。

SCSI 機器の取扱説明書には、仕様として、SCSI-2 または SCSI-3 とだけしか記入されてい

ない場合があります。この場合、SCSI-2 とは「Fast SCSI」、SCSI-3 とは「Ultra SCSI」を意

味します。

注意！

参考



７９

本ボードと各種SCSI機器をケーブルで接続します。

SCSI機器との接続にあたっては本書だけでなく、接続するSCSI機器の取扱説明

書も必ずお読みください。

※パソコンの電源を切り、パソコンの電源ケーブルを取り外してから接続してください。

　　　　　SCSI機器を接続するステップ２

内蔵Narrow用コネクタ

内蔵ＳＣＳＩ機器を接続する

用意した内部接続用

SCSI ケーブル

接続したい内蔵 SCSI 機器

内蔵用コネクタ

コネクタの凸部と、SCSI

機器の切り欠き部を合わ

せて接続します。

SCSI機器１台のみ

の場合は、ケーブル

の末端に取り付けま

す。
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ステップ２

前ページの図は、内蔵 SCSI 機器を 1 台または 2 台を接続する場合の例です。

接続したい SCSI 機器およびパソコンの取扱説明書も参照してください。

1. 内部接続用 SCSI ケーブルを用意し、SCSI ボードの内蔵用コネクタと内

   蔵 SCSI 機器のコネクタを接続します。コネクタの切り欠き部と、SCSI

   ケーブルの凸部を合わせてから差し込んでください。

2. 内蔵 SCSI の最終端の機器に、用意した内蔵 SCSI 機器用ターミネータを

   取り付けるか、内蔵 SCSI 機器のジャンパスイッチでターミネータを有

   効にします。（ターミネータは最終端の SCSI 機器のみ設定します。）

・ケーブル末端の SCSI 機器のターミネータが有効になっていることを確認してください。

　また、ケーブル末端以外の SCSI 機器のターミネータは無効になっていることを確認

　してください。

・ターミネータの設定方法については、SCSI 機器の取扱説明書を参照してください。

3. 電源が必要な場合は、SCSI 機器およびパソコンの取扱説明書を参照し

   て、電源を接続してください。

4. パソコンのカバーをもとに戻してください。

接続のヒント

注意！



                                          SCSI機器を接続する

８１

ステップ２

コネクタを差し込んだり、抜いたりする場合は、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐに

した状態で行ってください。（ピンが折れると正常に動作しなくなります。）

抜き差しの際、固いと感じた場合は無理をせず、ピン曲がり等が無いか確認してください。

用意した SCSI ケーブル

接続したい SCSI 機器

ターミネータ

コネクタの向きを

確認して接続する

外付SCSI機器を１台接続する場合

外付用コネクタ

外付ＳＣＳＩ機器を接続する

注意！

外付用コネクタ
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ステップ２

1. SCSI ケーブルを用意し、接続したい SCSI 機器と SCSI ボードの外付

   用コネクタを接続します。コネクタの向きおよび種類を確認し、まっす

   ぐに差し込んでください。

2. SCSI 機器の最終端の機器に、用意したターミネータを付けます。

3. 本ボードのコネクタがケーブルと合わない場合は、できるだけ変換アダ

   プタは使用せずに別売オプションのケーブルをお使いください。

   （【オプション品について】(226 ページ参照）

接続したい SCSI 機器の取扱説明書も参照してください。

外付 SCSI 機器が１台のみの場合は、取り付け完了です。【ステップ３】(85

ページ)へお進みください。

外付 SCSI 機器を複数台接続する場合は、次ページを参照後、【ステップ

３】(85 ページ)へお進みください。

接続のヒント
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ステップ２

（SCSI機器を２台接続する例）

・ハードディスクなどの 5M バイト/sec を超える高速同期転送を行う SCSI 機器は、なるべく

　ターミネータに近い個所に接続してください。

・SCSI バス両端の機器をできる限りターミネータと近づけ、SCSI 機器を増設する場合は、

　1 台目で使用しているケーブルよりも短いケーブルを使用することをお薦めします。

・SCSI 機器使用中にエラー発生やハングアップが発生した場合には、まず転送レートを

　低く設定してみてください。

外付SCSI機器を複数台接続する場合

注意！

用意した SCSI ケーブル
ターミネータ
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ステップ２

【内蔵SCSI機器を接続する】(79ページ)～【外付SCSI機器を接続する】(81

ページ)を参照し、各SCSI機器を接続します。

ターミネータについては内蔵・外付両終端にそれぞれ設定してください。

内蔵および外付SCSI機器両方を接続する場合の注意

パソコン外部 パソコン内部

01

両終端にターミネータが必要

2 3
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SCSI機器接続後、お使いのパソコンが正常に起動するかを確認しましょう。

１ SCSI機器を接続したら、

外付SCSI機器の電源を入れます。

２ パソコンの電源を入れ、

パソコンが正常に起動するか確認してください。

  例）以下の画面で止まる

    DOS/Vマシンの場合……HA:0 ID:0 LUN:0 Scanning…
    PC-9821シリーズの場合…ID:0  Scanning

［デバイススキャン］については、12 ページを参照してください。

正常にパソコンが起動したら、【ステップ４】（次ページ）を参照して、

SCSI機器に応じた必要な設定を行ってください。

【困った時には】の

110 ページをご参照ください。

　　　　接続後、パソコンが
　　　　起動するか確認する

ステップ３

【困った時には】の

111～113 ページ

をご参照ください。

デバイススキャン中に
画面が止まる場合は…

【困った時には】の

112 ページをご参照ください。
デバイススキャン時、接続した

SCSI 機器が表示されない場合は…

【困った時には】の

112 ページをご参照ください。

デバイススキャン後、
何分たっても画面が真っ黒の
ままとなっている場合は…

デバイススキャンが
表示されない場合は…

参考
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SCSI機器によっては、各SCSI機器の設定や本ボードの設定を行う必要があります。

（本ボードの設定については、【付録２】(160ページ)参照）

以下の設定を行わないとSCSI機器が使用できない場合や、パソコンが起動しなくなる

場合があります。

購入したハードディスクを初めて使用する際は、フォーマットしなければ使用

できません。

フォーマットの詳細は、ハードディスクの取扱説明書を参照してください。

弊社製 HDV シリーズ接続時には、本ボードの BIOS 設定の「Support for SCAM」（「SCAM

機能を使用」）を必ず「Disable」（しない）の出荷時設定のまま変更しないでください。

　　　　SCSI機器の
　　　　必要な設定をする

ステップ４

購入したハードディスクの場合

注意！
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ステップ４

ＭＯドライブによっては以下の設定が必要です。

 ()内はPC-9821シリーズでの設定

製品 本ボードの設定※1

一部の

MO ドライブ※2

MO ドライブの場合、通常、出荷時状態で正常に動作します。

ただし、一部の MOドライブでは、以下の設定を行わないと正常に

動作しない場合があります。

出荷時状態で正常に動作しない場合のみ、該当するドライブにつ

いて以下に設定してください。

　　　　　　［Max sync transfer］の設定を［Async］

　　　　　　（［同期転送上限］の設定を［非同期］）

弊社製

RM-MO640F

シリーズ※3

該当するドライブについて以下に設定してください。

　　　　　　［Max sync transfer］の設定を［Async］

　　　　　　（［同期転送上限］の設定を［非同期］）

　　　　　　　　　　　※1 設定の詳細は、【付録２】(160ページ)を参照してください。
　　　　　　　　　　　※2 ご利用のMOドライブに設定が必要かどうか不明な場合は、まず設定を変

更しないで(出荷時状態で)お使いください。その後、正常に認識されな
い、動作が安定しない等の症状がある場合は、設定を変更してください。

　　　　　　　　　　　※3 RM-MO640Fシリーズについては、この設定を行わないと、動作が不安定

　　　　　　　　　　　　　　になる場合があります。必ず、設定してください。

購入した MO ディスクをはじめて使用する際は、フォーマットしなければ使用できません。

フォーマットの詳細は、各 MO ドライブの取扱説明書を参照してください。

MOドライブの場合

参考
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ステップ４

CD-ROMドライブやCD-Rドライブによっては以下の設定が必要です。

()内はPC-9821シリーズでの設定

製品 本ボードの設定※1

CD-RW ドライブ 特に設定なし。

　　一部の

CD-R ドライブ※2※3

CD-R ドライブの場合、通常、出荷時状態で正常に動作しま

す。ただし、一部の CD-R ドライブでは、以下の設定を行わな

いと正常に動作しない場合があります。

出荷時状態で正常に動作しない場合のみ、該当するドライブに

ついて以下に設定してください。

　　　　　　［Max sync transfer］の設定を［Async］

　　　　　　（［同期転送上限］の設定を［非同期］）

弊社製

CDG シリーズ※4

該当するドライブについて以下に設定してください。

・CDG-SX2、CDG-SX4 の場合
　　　　　・［Max sync transfer］の設定を［Async］

　　　　　　（［同期転送上限］の設定を［非同期］）

　　　　　・［Enable disconnection］の設定を［No］

　　　　　　（［ディスコネクト許可］の設定を［－］）

・CDG-PX44 の場合
　　　　　　［Max sync transfer］の設定を［Async］

　　　　　　（［同期転送上限］の設定を［非同期］）

　　　　　　　　　　　※1 設定の詳細は、【付録２】(160ページ)を参照してください。
　　　　　　　　　　　※2 弊社製CDR-VX,VBシリーズ接続時には「Support for SCAM」（「SCAM
　　　　　　　　　　　　　　機能を使用」）を必ず「Disable」（しない）の出荷時設定のまま変更しない

　　　　　　　　　　　　　　でください。
　　　　　　　　　　　※3 ご利用のCD-ROM・CD-R/RWドライブに設定が必要かどうか不明な場合

は、まず設定を変更しないで(出荷時状態で)お使いください。その後、正

常に認識されない、動作が安定しない等の症状がある場合は、設定を変
更してください。

　　　　　　　　　　　※4 CDGシリーズについては、この設定を行わないと、動作が不安定になる

　　　　　　　　　　　　　　場合があります。必ず、設定してください。

CD-ROM・CD-R/RWドライブの場合



                                   SCSI機器の必要な設定をする

８９

ステップ４

一部のスキャナによっては以下の設定が必要です。

 ()内はPC-9821シリーズでの設定

スキャナ 本ボードの設定※1

一部の

スキャナ※2

スキャナの場合、通常、出荷時状態で正常に動作します。

ただし、一部のスキャナでは、以下の設定を行わないと正常に動

作しない場合があります。

出荷時状態で正常に動作しない場合のみ、該当するドライブにつ

いて以下に設定してください。

　　　　　　［Max sync transfer］の設定を［Async］

　　　　　　　（［同期転送上限］の設定を［非同期］）

また、一部のスキャナでは初期設定で時間を必要とする場合があ

ります。その場合は以下に設定してください。

　　　　　　［SCSI-ID 番号］の設定を［４］以降

　　　　　　　　　　　※1 設定の詳細は、【付録２】(160ページ)を参照してください。
　　　　　　　　　　　※2 ご利用のスキャナに設定が必要かどうか不明な場合は、まず設定を変更

しないで(出荷時状態で)お使いください。その後、正常に認識されない、
動作が安定しない等の症状がある場合は、設定を変更してください。

スキャナの場合



９０

以上ですべての作業は終了です。

後はSCSI機器の取扱説明書を参照してください。

SCSI機器を使用するには、本ボードに各SCSI機器が正常に接続できていなけれ

ばなりません。

確認方法については以下の方法があります。

・各SCSI機器の取扱説明書を参照する

・添付の「サポートソフトDisk2」ディスク内の「ユーティリティソフト」を

　インストールし、「ASPI接続ビューア」で確認する

　（「ユーティリティソフト」のインストール方法その他詳細は、

　　【４ Windows用ユーティリティを使ってみる】(91ページ)を参照してくだ

　　さい。）

Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0でSCSI機器を使用する際に、

SCSI機器の取扱説明書に［ASPIマネージャ］が必要と記載されている場合があ

ります。

必要な場合は、【４ Windows用ユーティリティを使ってみる】(91ページ)を参

照して「ユーティリティソフト」をインストールしてください。

同時に［ASPIマネージャ］もインストールされます。

　　　　SCSI機器が
　　　　使用できるか確認する

ステップ５

Windows XP/2000/NT 4.0のASPIマネージャについて



９１

この章では、添付の「ユーティリティソフト」をインストールし、

SCSI 機器の接続の確認や Windows 上からの本製品の設定方法について説明しま

す。

Windows用ユーティリティの概要について説明します。

ユーティリティのインストール方法について説明します。

ユーティリティの使用方法について説明します。

　　　　　　　　 ユーティリティをインストールするステップ２

　　　　　　　　  Windows用ユーティリティの概要ステップ１

94ﾍﾟｰｼﾞ

92ﾍﾟｰｼﾞ

　　　　　　　　  ユーティリティを使ってみるステップ３ 98ﾍﾟｰｼﾞ



９２

ここでは、添付のユーティリティソフトについて説明します。

必ずしもインストールする必要はありませんが、接続したSCSI機器の確認を行

うなど便利な機能があります。

SCSI機器の動作がおかしいと感じた場合などにご活用ください。

本ユーティリティソフトをインストールしなくても SCSI 機器は使用できます。

● Windows Me/98/95、Windows XP/2000、Windows NT 4.0用の

　ユーティリティソフト

項目 内容 参照

ページ

ASPI接続ビューア SCSI機器の接続を確認できます。 ９９

SC-UPCIシリーズの情報

をテキストファイルに保存

現在のSC-UPCIシリーズの情報をテキスト

ファイルに保存します。
１００

SC-UPCIシリーズ

設定ユーティリティ

Windows上からSC-UPCIシリーズの設定を

行います。
１０１

SC-UPCIシリーズ

設定ユーティリティ

（上級者用モード）

Windows上からSC-UPCIシリーズの設定を

行います。（上級者用） １０３

アイ・オー・データ機器の

ホームページ

弊社ホームページに接続します。
※インターネット接続環境が必要です。

－

アンインストール インストールしたユーティリティを削除

します。
１０４

● Windows 3.1用のユーティリティソフト

項目 内容 参照

ページ

ASPI接続ビューア SCSI機器の接続を確認できます。 ９９

　　　　　Windows用ユーティリティ
　　　の概要

ステップ１

注意！



                               Windows用ユーティリティの概要

９３

ステップ1

・お使いの OS が Windows XP/2000、Windows NT 4.0 の場合、ユーティリティソフトのインス

トールおよび使用時は、必ず以下の権限でログオンしてください。

 Windows XP の場合→コンピュータの管理者のアカウントでログオン

 Windows 2000/NT 4.0 の場合→Administraor 権限でログオン

・ユーティリティソフトは、Windows NT 3.51 には対応しておりません。

・ユーティリティソフトのインストールの有無と本ボードの実際の動作は関係ありません。

・ ユーティリティソフトをインストールすれば、「ASPI マネージャ」（Windows XP/2000、

Windows NT 4.0 用）も同時にインストールされます。

・スキャンディスクを行っている時に、「ASPI 接続ビューア」は起動しないでください。

・SCSI 機器の接続が正常かについては、各 SCSI 機器の取扱説明書もご参照ください。

次ページを参照してインストール後、本ユーティリティソフトをご活用く

ださい。

注意！



９４

ここでは、添付のユーティリティソフトのインストール手順について説明します。

　　　添付の「サポートソフトDisk２」ディスク

　　　（Windows 3.1、MS-DOS(PC DOS)をお使いの場合は、「サポートソフトDisk１」

　　　　ディスク）

１ Windowsを起動します。

２ 「サポートソフト Disk２」ディスクを

フロッピーディスクドライブに

挿入します。

Windows 3.1、MS-DOS(PC DOS)をお使いの場合は、「サポートソフト Disk１」ディスクを挿入しま

す。

　　　ユーティリティを
　　　インストールする

ステップ２

用意するもの

インストール

注意！



                            ユーティリティをインストールする

９５

ステップ２

３ ［マイコンピュータ］→［3.5インチFD］→［Setup.exe］　　　　を

順にダブルクリックします。

※Windows XPの場合は、[スタート]→[マイコンピュータ]を順に

クリックし、[3.5インチFD]→[SETUP]を順にダブルクリックし

ます。

※Windows 3.1の場合は、［ファイルマネージャ］でフロッピー

ディスクドライブ内の［Setup.exe］をダブルクリックします。

［スタート］→［ファイル名を指定して実行］をクリックして、「A:\SETUP」を入力し、

［OK］ボタンをクリックする方法でも実行できます。

①ダブル

クリック

②ダブル

クリック ③ダブル

クリック

参考



                ユーティリティをインストールする

９６

ステップ２

４ ［次へ］ボタンをクリックします。

５ インストール先のフォルダを指定します。

［次へ］ボタンをクリックします。

６ ［次へ］ボタンをクリックします。

クリック

クリック

クリック



                            ユーティリティをインストールする

９７

ステップ２

Windows XP/2000、Windows NT 4.0 では、32ｂｉｔ WinASPI も同時にインストールされます。

７ ［OK］ボタンをクリックします。

８ ［完了］ボタンをクリックします。

９ 以下のメッセージが表示された場合は、

［はい］ボタンをクリックし、パソコンを再起動してください。

クリック

クリック

クリック

参考



９８

ここでは、インストールしたユーティリティの使い方について説明します。

Windows 3.1 をお使いの場合は、「ASPI 接続ビューア」のみご利用いただけます。

１ ユーティリティを起動します。
［スタート］→［プログラム］※1→［I-O DATA SCSIユーティリティ］

から各ユーティリティを起動します※2。

※1 Windows XPの場合、[すべてのプログラム]
※2 Windows 3.1の場合、デスクトップ上にある[ASPI接続ビューア]アイコンをダブル

クリックします。

項目 内容 参照ページ

ASPI接続ビューア SCSI機器の接続を確認できます。 ９９

SC-UPCIシリーズの情報

をテキストファイルに保存

現在のSC-UPCIシリーズの情報をテキスト

ファイルに保存します。
１００

SC-UPCIシリーズ

設定ユーティリティ

Windows上からSC-UPCIシリーズの設定を

行います。
１０１

SC-UPCIシリーズ

設定ユーティリティ

（上級者用モード）

Windows上からSC-UPCIシリーズの設定を

行います。（上級者用） １０３

アイ・オー・データ機器の

ホームページ

弊社ホームページに接続します。
※インターネット接続環境が必要です。

－

アンインストール インストールしたユーティリティを削除

します。
１０４

　　　ユーティリティ
　　　を使ってみる

ステップ３

ユーティリティの起動

選択

注意！



                                   ユーティリティを使ってみる

９９

ステップ３

［ASPI接続ビューア］を起動すれば、SCSI機器の接続を確認することができま

す。

１ ［ASPI接続ビューア］を起動します。

［スタート］→［プログラム］※1→［I-O DATA SCSIユーティリティ］→

［ASPI接続ビューア］を順にクリックします※2。

※1 Windows XPの場合、[すべてのプログラム]

※2 Windows 3.1の場合、デスクトップ上にある[ASPI接続ビューア]アイコンをダブル

クリックします。

２ 本ボードに接続しているSCSI機器の一覧が表示されますので、

接続したSCSI機器を確認してください。

画面表示その他詳細な使用方法はヘルプをご覧ください。

本ボードは、［scupci］と表示されます。

接続したSCSI機器の確認（ASPI接続ビューア）

本ボードの表示 接続したSCSI機器の

表示

注意！

【困った時には】の

118 ページをご参照ください。
「scupci」が表示されない場合は…



                ユーティリティを使ってみる

１００

ステップ3

［SC-UPCIシリーズの情報をテキストファイルに保存］を起動すれば、SC-UPCI

シリーズの情報をテキストファイルに保存することができます。

１ ［SC-UPCIシリーズの情報をテキストファイルに保存］を起動しま

す。

［スタート］→［プログラム］※→［I-O DATA SCSIユーティリティ］→

［SC-UPCIシリーズの情報をテキストファイルに保存］をクリックします。

※Windows XPの場合、[すべてのプログラム]

２ 以下の画面が表示されます。

［はい］ボタンをクリックします。

３ SC-UPCIシリーズの情報が表示されます。

SC-UPCIシリーズの情報をテキストファイルに保存

クリック



                                   ユーティリティを使ってみる

１０１

ステップ３

［SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ］を起動すれば、Windows上から

SC-UPCIシリーズの設定を行うことができます。

１ ［SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ］を起動します。

［スタート］→［プログラム］※→［I-O DATA SCSIユーティリティ］→

［SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ］をクリックします。

※Windows XPの場合、[すべてのプログラム]

２ ユーティリティをインストール後、はじめて起動した場合には、

本設定ユーティリティの説明が表示されます。

内容を確認して画面を閉じてください。

画面表示その他詳細な使用方法はヘルプをご覧ください。

Windows上からのボードの設定



                ユーティリティを使ってみる

１０２

ステップ3

３ 設定ユーティリティが表示されます。

画面表示その他詳細な使用方法はヘルプをご覧ください。



                                   ユーティリティを使ってみる

１０３

ステップ３

［SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ］を起動すれば、Windows上から

SC-UPCIシリーズの設定を行うことができます。

１ ［SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ（上級者用モード）］を起動し

ます。

［スタート］→［プログラム］※→［I-O DATA SCSIユーティリティ］→

［SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ（上級者用モード）］をクリック

します。

※Windows XPの場合、[すべてのプログラム]

２ 設定ユーティリティが表示されます。

画面表示その他詳細な使用方法はヘルプをご覧ください。

Windows上からのボードの設定（上級者用モード）



                ユーティリティを使ってみる

１０４

ステップ3

［アンインストール］を起動すれば、インストールしたユーティリティを削除

することができます。

１ ［アンインストール］を起動します。

［スタート］→［プログラム］※→［I-O DATA SCSIユーティリティ］→

［アンインストール］をクリックします。

※Windows XPの場合、[すべてのプログラム]

２ ［アンインストール実行］ボタンをクリックします。

アンインストールを開始します。

３ アンインストールが終了すると、以下の画面が表示されます。

［終了］ボタンをクリックします。

インストールしたユーティリティを削除する場合

クリック

クリック



                                   ユーティリティを使ってみる

１０５

ステップ３

４ ［はい］ボタンをクリックして、Windowsを再起動してください。

クリック



１０６



１０７

≪パソコンに取り付け時のトラブル≫

状態 参照ﾍﾟｰｼﾞ

ボードが入らない

デバイススキャンが表示されない

設定メニューが表示されない

１１０

デバイススキャン中（スキャニング［0］で）止まる

デバイススキャン中（接続したSCSI機器のID番号で）止まる １１１

デバイススキャン時、接続したSCSI機器が表示されない

設定メニューで確認時、接続したSCSI機器が表示されない

デバイススキャン後、何分たっても画面が真っ黒のままとなっている

Windows 98もしくはWindows 95のロゴ表示のところでパソコンが止まる

１１２

デバイススキャン後、ＯＳが起動しない １１３

サポートWebページ内には、過去にサポートセンターに寄せられた事

例なども紹介されています。こちらも参考にしてください。

添付のサポートソフトをバージョンアップすると解決することがあ

ります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフ

トをダウンロードしてお試しください。

弊社ホームページをご覧ください

http://www.iodata.jp/lib/ 新

サポートソフト

http://www.iodata.jp/support/
製品Ｑ＆Ａ

Newsなど



付録１　困った時には

１０８

≪インストール時のトラブル(Windows Me/98/95、Windows XP/2000 の場合)≫

状態 参照ﾍﾟｰｼﾞ

Windows MeおよびWindows 98でインストール時の「新しいハードウェアの

追加ウィザード」画面が表示されない

Windows 95でインストール時の「新しいハードウェア」または「デバイスドラ

イバウィザード」画面が表示されない

Windows XP/2000でインストール時の「新しいハードウェアの検出ウィザー

ド」画面が表示されない

１１４

≪インストール後のトラブル(Windows Me/98/95、Windows XP/2000 の場合)≫

状態 参照ﾍﾟｰｼﾞ

Windows Me/98/95でのインストール後の確認で、デバイスマネージャに

「その他のデバイス」として登録されている

Windows 2000でのインストール後の確認で、デバイスマネージャに「SCSI

コントローラ」として登録されている

インストール後の確認で、デバイスマネージャのどこにも登録されていない

１１４

インストール後の確認で、「I-O DATA SC-UPN」の頭に！マークがある

インストール後、パソコンが再起動中に止まる

Windows 95では正常だが、Windows 98では正常にインストールされない
（「I-O DATA SC-UPN」の頭に！マークが付く）

Windows 98/95では正常だが、Windows MeやWindows 2000では正常にイ

ンストールされない（「I-O DATA SC-UPN」の頭に！マークが付く）

パソコンを起動したら、「BASE MENU」（PC-9821シリーズでは「ベースメ

ニュー」）の画面になる

１１５

≪インストール後のトラブル(Windows NT 4.0 の場合)≫

状態 参照ﾍﾟｰｼﾞ

インストール後の確認で、「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」が

［未起動］となっている
１１５

≪ＳＣＳＩ機器使用時のトラブル≫

状態 参照ﾍﾟｰｼﾞ

SCSI機器使用中にデータエラーが発生する

SCSI機器のアクセスランプが点灯したまま、パソコンが止まる

SCSI機器の動作がおかしい

１１６

以下のSCSI機器での動作がおかしい

　　スキャナ、CD-R(W)ドライブ、MOドライブ、プリンタ
１１７



付録１　困った時には

１０９

≪特定のパソコンでのトラブル≫

状態 参照ﾍﾟｰｼﾞ

富士通FMVシリーズで内蔵CD-ROMを認識しなくなった

PC-9821Xaで動作がおかしい

PC-9821Xa7,9,10で動作がおかしい

１１７

≪「ASPI 接続ビューア」使用時のトラブル≫

状態 参照ﾍﾟｰｼﾞ

「scupci」が表示されない １１８

≪その他のトラブル≫

状態 参照ﾍﾟｰｼﾞ

突然パソコンが起動しなくなった １１８

参考１：　！マークがある場合の対処 ････････････････････119ﾍﾟｰｼﾞ

参考２：　割り込みの割り振りについて･･･････････････････123ﾍﾟｰｼﾞ

参考３：　インストールした「サポートソフト」を

　　　　　　　　　　　　　　　　アップデート（更新）するには ････126ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows Meでのドライバのアップデート方法･･････127ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows 98でのドライバのアップデート方法 ･･････129ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows 95でのドライバのアップデート方法 ･･････131ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows XPでのドライバのアップデート方法 ･･････137ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows 2000でのドライバのアップデート方法 ････143ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows NT 4.0でのドライバのアップデート方法 ･･149ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows 3.1、MS-DOS(PC DOS)での
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライバのアップデート方法････149ﾍﾟｰｼﾞ

参考４：　「その他のデバイス」として登録された場合の

　　　　　　　　　　　　　　　　　対処（Windows Me/98/95の場合） ･150ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows Meでの「その他のデバイス」の対処方法 ･151ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows 98での「その他のデバイス」の対処方法 ･152ﾍﾟｰｼﾞ
　　　　　　　　・Windows 95での「その他のデバイス」の対処方法 ･153ﾍﾟｰｼﾞ

参考５：　「SCSIコントローラ」として登録された場合の

　　　　　　　　　　　　　　　　　対処（Windows XP/2000の場合） ･･･159ﾍﾟｰｼﾞ

参考



付録１　困った時には

１１０

ボードが入らない

対処１

本ボードのどの部分がひっかかって入らないか確認してください。

・ボードの裸金属部（コネクタがつけられている部分）がひっかかっている場合

　　（9 ページ図参照）

　　　裸金属部の先の部分を、ボード側に少し軽く押さえてみてください。

　　　再度、入らないか試してみてください。

・金色の接触部の差しこみ口が入らない場合（9 ページ図参照）

　　　パソコン本体の PCI バススロット部分に、本ボードの金色の接触部が

　　　きちんと入っているか確認してください。

対処２

他の PCI バススロット用のボードがある場合は、そのボードを一旦取り外

し、その取り外したスロットに本ボードが挿入できないか確認してみてくだ

さい。

入らない場合でも、他のボードをその PCI バススロットに何度か抜き差しを

行えば、入る場合もあります。

デバイススキャンが表示されない

設定メニューが表示されない

＜参考＞

一部のパソコンではメーカーのロゴが表示され、デバイススキャンが表示されな

い場合があります。

このような場合は、各パソコンメーカーにお問い合わせ頂き、メーカーロゴの表

示を一時的に消す方法をお聞きください。

対処１
取り付けが正しくありません。再度確認してください。

本ボードの金色の接触部が PCI バススロットからはみだしていたり、斜めに

ささっていないか確認してください。（上記【ボードが入らない】参照）

対処２
本ボード上の ROM ジャンパピンが「BIOS を使用する」の設定となっているか

確認してください。（【各部の名称・機能】(224 ページ)参照）

「BIOS を使用しない」設定となっている場合には、表示できません。

対処３

パソコンによっては、SCSI インターフェイス機能（ボード）が複数同時に使

用できない場合があります。

その場合は、その SCSI インターフェイス（ボード）を取り外すか、無効に設

定してください。（詳細はパソコンの取扱説明書またはパソコンメーカーにご

確認ください。）

パソコンに取り付け時のトラブル



付録１　困った時には

１１１

対処４
一旦パソコンの電源を切り、本製品を他の PCI バススロットに取り付け直し

てみてください。

デバイススキャン中（スキャニング[0]で）止まる

　　　　例）以下の画面で止まる

    DOS/Vマシンの場合………HA:0 ID:0 LUN:0 Scanning…
    PC-9821シリーズの場合…ID:0  Scanning

対処１
一旦パソコンの電源を切り、本製品を他の PCI バススロットに取り付け直し

てみてください。

対処２

本ボードを取り外してから、パソコン本体（マザーボード）の設定メニュー

で PCI バスマスターの設定がある場合には、設定を有効(Enable)にしてくだ

さい。（詳しくは、パソコン本体の取扱説明書を参照するか、またはパソコン

メーカーにお問い合わせください。）

対処３

SCSI 機器を既に取り付けている場合には、SCSI 機器を取り外し、ボードのみ

でも同じ現象となるか確認してください。

SCSI 機器を外して正常な場合には、ケーブルの接続不良やピン折れやピン曲

がりがないか、また、SCSI 機器の設定を各 SCSI 機器の取扱説明書で再度確認

してください。

対処４
【参考２】(123 ページ)を参照し、割り込みの割り振りが正常かを確認してみ

てください。

デバイススキャン中（接続したSCSI機器のID番号で）止まる

対処１
接続した SCSI 機器の SCSI ID の番号を他の SCSI 機器の SCSI ID よりも後に

してみてください。

対処２
本ボードの設定で、該当する SCSI ID の転送速度を遅くしてみてください。

（【付録２】の「Max sync transfer rate」（同期転送上限）(175 ページ)の設

定参照）

対処３
ケーブルの接続不良やピン折れやピン曲がりがないか、ケーブル長の制限を

越えていないか、また、SCSI 機器の設定を各 SCSI 機器の取扱説明書で再度確

認してください。



付録１　困った時には

１１２

デバイススキャン時、接続したSCSI機器が表示されない

設定メニューで確認時、接続したSCSI機器が表示されない

対処１

パソコンの電源を切り、以下の SCSI 機器の接続や設定を確認してください。

1.SCSI 機器の電源が入っているか

2.ケーブルが外れていないか

3.ケーブルにピン折れ,ピン曲がりがないか

4.ケーブルを変えてみた場合はどうか

5.他の SCSI 機器は表示されるか

6.複数台接続している場合は、その機器を１台のみ接続した場合はどうか

　（他の SCSI 機器を外す）

7.ターミネータは接続または設定されているか

8.接続している SCSI 機器同士で SCSI ID が重複していないか

対処２

本ボードの設定が正しいかご確認ください。

1.ID スキャン表示を行うように設定しているか(PC-9821 ｼﾘｰｽﾞのみ)

  （【付録２】の「デバイススキャン」(177 ページ)の設定参照）

2.該当 ID の SCSI 機器を認識しないように設定していないか

  （【付録２】の「HDD detection」（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ BIOS で認識）(175 ページ)の設定

　　参照）

3.リセット後の待ち時間を長くしてみてはどうか（SCSI 機器メーカーにご確認く

   ださい。）

  （【付録２】の「Send START UNIT command」（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ始動ｺﾏﾝﾄﾞ送出）(175

　　ページ)の設定参照）

4.特定の SCSI 機器のみ表示されない場合には、その SCSI 機器用で設定変更が必

  要でないか、SCSI 機器の取扱説明書および SCSI 機器メーカーにご確認くださ

  い。

デバイススキャン後、何分たっても画面が真っ黒のままとなっている

対処

パソコンの BIOS 設定に、ハードディスクの起動優先順位の設定がある場合に

は、SCSI が優先的に起動するようになっていないか確認してください。

詳細はパソコンの取扱説明書およびパソコンメーカーにご確認ください。

（【付録８】(220 ページ)も参照し、内蔵ハードディスクを優先させてくださ

い。）

Windows 98もしくはWindows 95のロゴ表示のところでパソコンが止まる

対処１
一旦パソコンの電源を切り、本ボードを他の PCI バススロットに取り付け直

してみてください。

対処２
本ボード以外に SCSI インターフェイス機能が搭載されていないか（他社製

SCSI インターフェイスボード、オンボードタイプ等）確認してください。

搭載されている場合は、そのボードおよび機能等を外してください。



付録１　困った時には

１１３

対処３

SCSI 機器を既に取り付けている場合には、SCSI 機器を取り外し、ボードのみ

でも同じ現象となるか確認してください。

SCSI 機器を外して正常な場合には、ケーブルの接続不良やピン折れやピン曲

がりがないか、また、SCSI 機器の設定を各 SCSI 機器の取扱説明書で再度確認

してください。

対処４
【参考２】(123 ページ)を参照し、割り込みの割り振りが正常かを確認してく

ださい。

デバイススキャン後、ＯＳが起動しない

対処

Promise 製 Ultra IDE ボードと併用すると SCSI ボードが正しく動作しない場

合があります。

Promise 製ボードと本ボードの PCI バススロットの位置を入れ替えてみるか、

Promise 製ボードの BIOS をアップデートしてみてください。



付録１　困った時には

１１４

Windows MeおよびWindows 98でインストール時の

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されない

Windows 95でインストール時の

「新しいハードウェア」または「デバイスドライバウィザード」画面が表示されない

Windows XP/2000でインストール時の

「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されない

対処１
「デバイスマネージャ」→「その他のデバイス」等に誤認識しているドライ

バ（「PCI SCSI Bus Controller」）がないか確認してください。ある場合は、

【参考４】(150 ページ)を参照し、正しいドライバに変更してください。

対処２
一旦パソコンの電源を切り、本ボードを他の PCI バススロットに取り付け直

してみてください。

対処３
【参考２】(123 ページ)を参照し、割り込みの割り振りが正常かを確認してく

ださい。

Windows Me/98/95でのインストール後の確認で、

デバイスマネージャに「その他のデバイス」として登録されている

対処 【参考４】(150 ページ)を参照して正しいドライバに変更してください。

Windows XP/2000でのインストール後の確認で、

デバイスマネージャに「SCSIコントローラ」として登録されている

対処 【参考５】(159 ページ)を参照して正しいドライバに変更してください。

インストール後の確認で、

デバイスマネージャのどこにも登録されていない

対処 上記【インストール時のトラブル】の対処方法を参照してください。

インストール後のトラブル(Windows Me/98/95、Windows XP/2000）

インストール時のトラブル(Windows Me/98/95、Windows XP/2000）



付録１　困った時には

１１５

インストール後の確認で、「I-O DATA SC-UPN」の頭に！マークがある

対処 【参考１】（119 ページ）を参照してください。

インストール後、パソコンが再起動中に止まる

対処
【Windows 98 もしくは Windows 95 のロゴ表示のところでパソコンが止まる】

(112 ページ)の対処方法を参照してください。

Windows 95では正常だが、Windows 98では正常にインストールされない

（「I-O DATA SC-UPN」または「I-O DATA SC-UP」の頭に！マークが付く）

Windows 98/95では正常だが、Windows MeやWindows XP/2000では正常にイ

ンストールされない（「I-O DATA SC-UPN」の頭に！マークが付く）

対処１
パソコン本体の BIOS が Windows 98、Windows Me、Windows XP、Windows 2000

対応になっているかご確認ください。（詳細は各パソコンメーカーにご確認く

ださい。）

対処２
一旦パソコンの電源を切り、本ボードを他の PCI バススロットに取り付け直

してみてください。

対処３
【参考２】(123 ページ)を参照し、割り込みの割り振りが正常かを確認してく

ださい。

パソコンを起動したら、「BASE MENU」（PC-9821シリーズでは「ベースメニュー」）の

画面（174ページの画面）になる

対処１ ディスクを抜いてから、パソコンを再起動してください。

インストール後の確認で、

「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」が［未起動］となっている

対処１
一旦パソコンの電源を切り、本ボードを他の PCI バススロットに取り付け直

してみてください。

対処２
【参考２】(123 ページ)を参照し、割り込みの割り振りが正常かを確認してく

ださい。

インストール後のトラブル(Windows NT 4.0）



付録１　困った時には

１１６

SCSI機器使用中にデータエラーが発生する

SCSI機器のアクセスランプが点灯したまま、パソコンが止まる

対処１

ケーブルやターミネータ等の不良が考えられます。

代わりのケーブルに置き換えて再度お試しください。

（ケーブルはできるだけ短く、ハイ・インピーダンス仕様のものをお使いく

ださい。）

対処２

本ボードの設定を変更してみてください。

1. 該当 SCSI ID の SCSI 機器の同期転送速度を遅くしてみる。

  （【付録２】の「Max sync transfer rate （同期転送上限）」(175 ページ)

    の設定参照）

2. 該当 SCSI ID の SCSI 機器の同期転送を「Async」（非同期）に設定して

   みる。

  （【付録２】の「Max sync transfer rate （同期転送上限）」(175 ページ)

    の設定参照）

3. 該当 SCSI ID の SCSI 機器が、ディスコネクト動作に対応できない場合

   は、ディスコネクトを禁止する。

  （【付録２】の「Enable disconnection」（ディスコネクト許可）(176 ペー

     ジの設定参照）

対処３
SCSI 機器自体の不良も考えられます。

各 SCSI 機器メーカーにご相談ください。

対処４
ハードディスクの場合は、SCSI ID 番号を最初にしてお試しください。（1 台

の場合は、SCSI ID=0）

SCSI機器の動作がおかしい

対処１
SCSI 機器に接続しているケーブルのピンが折れていないか、ピンが曲がって

いないか、接触不良が無いかを確認してください。

対処２
【参考２】(123 ページ)を参照し、割り込みの割り振りが正常であるか確認し

てみてください。

対処３
添付の Windows ユーティリティの「ASPI 接続ビューア」(99 ページ)で正常に

表示されている場合は、使用している SCSI 機器のメーカーにお問い合わせく

ださい。

ＳＣＳＩ機器使用時のトラブル



付録１　困った時には

１１７

以下のSCSI機器での動作がおかしい

　　　　　スキャナ、CD-R(W)ドライブ、MOドライブ、プリンタ

対処

本ボードの設定で、該当 SCSI ID の SCSI 機器の設定を以下のように（①～⑤す

べて）設定してください。

　　①「Additional wait after SCSI bus reset」を「５」に設定（172ページ

　　　参照）

　　　（「SCSIﾘｾｯﾄ後の追加待ち時間」を「５」に設定）

　　②「Max sync transfer rate」を「Async」に設定（175 ページ参照）

　　　（「同期転送上限」を「非同期」に設定）

　　③「Enable disconnection」を「No」に設定（176 ページ参照）

　　　（「ディスコネクト許可」を「－」に設定）

　　④スキャナやプリンタの場合は SCSI ID を４番以降（４、５、６）に設定

　　⑤「Enable wide data transfer」を「No」(出荷時設定)に設定（176 ペー

　　　ジ参照）

　　　（「ワイド転送要求」を「－」（出荷時設定）に設定）

富士通FMVシリーズで内蔵CD-ROMを認識しなくなった

対処

パソコン本体の BIOS 設定で PCI バスに IRQ11 を使用しないように他の空い

ている IRQ に割り当てを行ってみてください。

（設定の詳細は、パソコン本体の取扱説明書または富士通社にお問い合わせ

ください。）

PC-9821Xaで動作がおかしい

対処

PCI セットアップディスクで、本ボードの挿入されているスロットのリソース

割り当てを「固定」に設定しないでください。リソースを「固定」に設定す

ると、パソコン本体の PCI リソース設定が正しく行われず、本ボードが正常

に動作しなくなります。

PC-9821Xa7,9,10で動作がおかしい

対処 PCI バススロット #2 に取り付けてください。

特定のパソコンでのトラブル



付録１　困った時には

１１８

「scupci」が表示されない

対処

「サポートソフト」のインストールが正しく行われていないことが考えられ

ます。インストールが正常かを確認してください。

　参考：以下の該当個所を参照してください。

　　　Windows Me の場合 ･････20 ページ

　　　Windows 98 の場合 ･････28 ページ

　　　Windows 95 の場合 ･････39 ページ

　　　Windows XP の場合 ･････47 ページ

　　　Windows 2000 の場合 ････54 ページ

　　　Windows NT 4.0 の場合････61 ページ

突然パソコンが起動しなくなった

対処１

他の周辺機器を拡張スロットに増設してパソコンが起動しなくなった場合

は、増設した周辺機器と割込みや I/O ポートアドレスなどが重複している場

合があります。

その周辺機器の取扱説明書等で設定をご確認ください。

対処２
本ボードを取り外しても起動できない場合はパソコンが故障している可能性

があります。パソコンのご購入先にお問い合わせください。

対処３

PC98-NX シリーズおよび DOS/V マシンでのパソコン本体（マザーボード）の

BIOS のセットアップが正しくない場合があります。

以下の作業を行ってみてください。

 1. パソコンおよび周辺機器の電源を切り、本ボードを取り外します。

 2. ボード上のジャンパ１（JP1）の黒いジャンパブロックを

   「BIOS を使用しない」側に設定します。（ジャンパピンについては【各部

    の名称・機能】(224 ページ)参照）

 3. 本ボードを取り付け、パソコンの電源を入れます。

   これでパソコンが起動でき、本ボードと接続した SCSI 機器以外の動作が

   正しく行われた場合はパソコン本体（マザーボード）の BIOS のセット

   アップが正しくありません。

   パソコン本体の BIOS のセットアップを確認してください。

   （詳細はご利用のパソコン本体メーカーへお問い合わせください。）

注意）上記の確認が終わりましたら、ROM ジャンパブロックは元の位置に戻して

　　　　ください。

その他のトラブル

「ASPI接続ビューア」使用時のトラブル



参考１　！マークがある場合の対処（Windows Me/98/95およびWindows XP/2000の場合）

１１９

ここでは、「サポートソフト」インストール後に、デバイスマネージャの確認

で、「I-O DATA SC-UPN」の頭に！マークがある場合の対処方法について説明

します。

確認①：ケーブルを確認してみてください

1.パソコンの電源を切ります。

2.一旦、本ボードからSCSI機器をケーブルごと取り外します。

3.パソコンの電源を入れて、デバイスマネージャで、「！」マークが消え

  ていないかご確認ください。

　　　　　！マークがある場合の対処
（Windows Me/98/95およびWindows XP/2000の場合）

参考１

！マークが

消えた場合は…

ケーブルのピン折れ、ピン曲がりなどないかご確認く

ださい。

ケーブルに問題がございましたら、ケーブルメーカー

にご相談ください。

！マークが

消えない場合は… 次ページの確認へお進みください。



参考１　！マークがある場合の対処（Windows Me/98/95およびWindows XP/2000の場合）

１２０

確認②：CONFIG.SYSにASPIマネージャが組み込まれていな

　　　　　いか確認してみてください（Windows 98/95の場合のみ）

●PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンの場合

CONFIG.SYSの一覧の中にASPISCPC.SYSが含まれた行がございましたら、

無効（先頭に「REM」を追加）にしてください。

　 ＜CONFIG.SYSの内容例＞（起動ドライブがCドライブの場合）

　　 REM  DEVICE=C:\ASPI\ASPISCPC.SYS

●PC-9821シリーズの場合

CONFIG.SYSの一覧の中にASPISCPC.SYSが含まれた行がございましたら、

無効（先頭に「REM」を追加）にしてください。

   ＜CONFIG.SYSの内容例＞（起動ドライブがAドライブの場合）

　   REM  DEVICE=A:\ASPI\ASPISCPC.SYS

1. [スタート]→[プログラム]→[アクセサリ]→[メモ帳]を順にクリックします。

2. 「メモ帳」画面で、[ファイル]-[開く]をクリックします。

3. 「開く」画面で、「ファイルの場所」を起動ドライブに設定します。

   「ファイルの種類」で「すべてのファイル」を選択し、「ファイル名」には「CONFIG.SYS」と

  入力して、[開く]ボタンをクリックします。

4.　これで、CONFIG.SYSが開かれます。

CONFIG.SYSの開き方について



参考１　！マークがある場合の対処（Windows Me/98/95およびWindows XP/2000の場合）

１２１

確認③：[I-O DATA SC-UPN]を削除してみてください

1.表示されている[デバイスマネージャ]上の[I-O DATA SC-UPN]をクリック

し、[削除]ボタンで削除します。

（Windows XP/2000の場合は、右クリック後にメニュー内の［削除］をク

  リック）

2.パソコンを再起動し、再度「サポートソフト」をインストールします。

　　　　Windows Meの場合………………16ページ参照

　　　　Windows 98の場合………………24ページ参照

　　　　Windows 95の場合………………32ページ参照

　　　　Windows XPの場合………………44ページ参照

　　　　Windows 2000の場合……………50ページ参照

3.デバイスマネージャで、「！」マークが消えていないかご確認ください。

確認④：本ボードを別のPCIバススロットに取り付けてみてくださ

　　　　　い、あるいは再度抜き差ししてみてください

1.パソコンの電源を切ります。

2.本ボードをPCIバススロットから取り外し、別のスロットに取り付けます。

※ 他のPCIバススロットがない場合には抜き差しを行ってください。

※ 他のPCIバススロットに他のボードが取り付けられている場合には、そちら

　　のボードを一旦外し、本ボードをそのスロットに取り付けてみてください。

3.パソコンの電源を入れて、デバイスマネージャで、「！」マークが消え

  ていないかご確認ください。

！マークが

消えた場合は…
本ボードが使用できます。

！マークが

消えない場合は…
以下の確認へお進みください。

！マークが

消えた場合は…
本ボードが使用できます。

！マークが

消えない場合は…
以下の確認へお進みください。



参考１　！マークがある場合の対処（Windows Me/98/95およびWindows XP/2000の場合）

１２２

確認⑤：お使いのパソコンに、本ボード以外にSCSIインターフェ

　　　　　イス機能が搭載されていないか確認してみてください。

　　　    　　　　　　　　　　　　　（Windows Me/98/95の場合のみ）

Windows Me/98/95の仕様により、SCSIインターフェイス（ボード）を複数

同時に使用することはできません。

そのため、既にSCSIインターフェイス（ボード）を使用されている場合は、

無効にするか、取り外してください。

また、パソコン本体にオンボードでSCSIインターフェイスが搭載されてい

る場合にも、そちらの機能を、無効にしてください。

（詳細については、パソコン本体メーカーにご確認ください。）

取り外せない、または無効にできない場合、本製品は使用できません。

確認⑥：割り込み(IRQ)の割り振りが正常かを確認してみてくださ

　　　　　い

次ページ【参考２】参照。

！マークが

消えた場合は…
本ボードが使用できます。

！マークが

消えない場合は…
以下の確認へお進みください。



参考２　割り込みの割り振りについて

１２３

本ボードや接続したSCSI機器が正常に動作しない場合は、パソコンで使用でき

るリソースの内、割り込み（IRQ）の空きが無いことが原因の１つとして考え

られます。

パソコン本体メーカーに本製品の割り込み(IRQ)の割り振りが正常に行われて

いるかご確認ください。

パソコンで本ボードを使用するには、キーボードやマウスなどと同様に、

パソコンの持っている［割り込み（IRQ）］、［I/Oポート］、［メモリ］

を使用します。（これらをリソースといいます。）

パソコンには、複数のリソースが用意されていて（例えば、［割り込み

（IRQ）］はパソコン１台で16個使用できるようになっています）、キーボー

ドやマウス等、パソコンに接続している機器（デバイス）では、それぞれ別々

のリソースを使用する必要があります。

通常、本ボードを含めたプラグアンドプレイ製品では、取り付け後に、パソコ

ンが自動的にリソースを割り振るためリソースを意識せずに使用できます。

ただし、本ボード取り付け時に、パソコンにプラグアンドプレイに対応してい

ない製品を取り付けている場合やパソコンにリソースが無い場合等は、以下の

現象となり、本製品が使用できない場合があります。

・プラグアンドプレイに対応していない製品と同じリソースを使用してしまう

　（競合）

・リソースが割り振られない

そのため、SCSI機器や本ボードが正常に動作しない場合は、リソースの内、

割り込み（IRQ）の割り振りに問題がある場合が多いので、パソコン本体メー

カーに本製品の割り込み(IRQ)の割り振りが正常に行われているかご確認くだ

さい。

　　　　　　　　割り込みの割り振りについて参考２

パソコンで使用できるリソースについて

本ボードが使用するリソースについて



参考２　割り込みの割り振りについて

１２４

本ボードはプラグアンドプレイ対応ボードで、パソコン本体側ですべて自動的にリソース

（IRQ 等）が割り振られるため、本ボード側で IRQ の指定（変更）はできません。

割り込み（IRQ）を含むリソースの割り振りの確認方法については、パソコン

本体メーカーにご確認ください。

また、他の取り付けているボードの取扱説明書も参照してください。

以下は参考例です。

・DOS/Vマシンの場合

パソコン本体(マザーボード)のBIOSセットアップメニューで設定できる場

合もあります。

・PC-9821シリーズの場合

PC-9821シリーズでは「PCIセットアップディスク」で、それぞれ設定でき

る場合もあります。

・本ボードの設定メニューで割り込みを確認する場合

次ページの手順で、本ボードの設定メニューで確認することもできます。

（設定メニューを起動できない場合には確認できません。）

参考

リソースの割り振りの確認方法



参考２　割り込みの割り振りについて

１２５

１ 本ボードの設定メニューを起動します。

起動方法の詳細は164ページ参照。

２ BIOSメニュー画面が表示されたら、[F1]キー（PC-9821シリーズの

場合は[HELP]キー）を押して、本ボードが使用している割り込み

(IRQ)を確認できます。

PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシンの場合：[Intrerrupt Line]

PC-9821シリーズの場合               ：[ハードウェア割込み]

      《PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよびDOS/Vﾏｼﾝの場合》       《PC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合》

[Hardware Information]
･･････････････････････････
･･････････････････････････

･･････････････････････････
Interrupt Line     IRQ11
･･････････････････････････

･･････････････････････････

[ハードウェア情報]
･･･････････････････････････

･･･････････････････････････
･･･････････････････････････
ﾊｰﾄﾞｳｪｱ割込み     INT1/IRQ5

･･･････････････････････････
･･･････････････････････････

ここを確認



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１２６

弊社では、様々なアプリケーションやハードウェアに対応するため、「サポー

トソフト」をバージョンアップすることがあります。

必要に応じて、「サポートソフト」の最新バージョンを弊社ホームページ上等

から入手し、本ボードのBIOSをアップデート後、インストールしたドライバソ

フトのアップデート※を行ってください。

※ アップデートは「BIOS」と「ドライバソフト」の両方をアップデートしてください。

※ 新の「サポートソフト」の入手先については、225ページ【お問い合わせ】を参照してく

ださい。

≪アップデート方法》

ここでは、次ページ以降でドライバソフトのアップデートについて説明し

ます。ただし、ご使用のOSによって手順が異なります。以下の該当する個

所へお進みください。

・Windows Meの場合 ⇒　127ページへ

・Windows 98の場合 ⇒　129ページへ

・Windows 95の場合 ⇒　131ページへ

・Windows XPの場合 ⇒　137ページへ

・Windows 2000の場合 ⇒　143ページへ

・Windows NT 4.0の場合 ⇒　149ページへ

・Windows 3.1

　（MS-DOS、PC DOS）の場合 　⇒　149ページへ

　　　　　インストールした「サポートソフト」を
　　　　　　　　　　　　　アップデート（更新）するには参考３

①BIOSのアップデートを行う　　　　　　　　　⇒　188ページ参照

②ドライバソフトのアップデートを行う



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１２７

１ 新バージョンの

「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

２ [マイコンピュータ]を右クリックし、

表示された［プロパティ］をクリックします。

３ [I-O DATA SC-UPN]をクリックし、［プロパティ］ボタンをクリックし

ます。

Windows Meでのドライバのアップデート方法

②クリック

①右クリック

①クリック

②クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１２８

４ ［ドライバ］タブをクリックし、

［ドライバの更新］ボタンをクリックします。

後はWindows Meでのドライバのインストール手順と同様です。

【Windows Meへインストールする】の手順２ （16ページ）以降を参照し

てください。（更新後、プロパティ画面を閉じてください。）

①クリック

②クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１２９

１ 新バージョンの

「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

２ ［マイコンピュータ］を右クリックし、

表示された［プロパティ］をクリックします。

３ ［デバイスマネージャ］タブをクリックし、

［種類別に表示］をチェックし、

［SCSIコントローラ］をダブルクリックします。

Windows 98でのドライバのアップデート方法

①右クリック

②クリック

①クリック

②クリック

③ダブルクリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３０

４ [I-O DATA SC-UPN]をクリックし、［プロパティ］ボタンをクリックし

ます。

５ ［ドライバ］タブをクリックし、

［ドライバの更新］ボタンをクリックします。

後はWindows 98でのドライバのインストール手順と同様です。

【Windows 98へインストールする】の手順２ （24ページ）以降を参照し

てください。（更新後、プロパティ画面を閉じてください。）

①クリック

②クリック

①クリック

②クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３１

１ ［マイコンピュータ］を右クリックし、

表示された［プロパティ］をクリックします。

２ ［デバイスマネージャ］タブをクリックし、

［種類別に表示］をチェックし、

［SCSIコントローラ］をダブルクリックします。

３ [I-O DATA SC-UPN]をクリックし、［プロパティ］ボタンをクリックし

ます。

Windows 95でのドライバのアップデート方法

①クリック

②クリック

①クリック

②クリック

③ダブルクリック

①右クリック

②クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３２

４ ［ドライバ］タブをクリックします。

Windows 95のバージョンによって、［ドライバの変更］ボタンと［ドラ

イバの更新］ボタンのいずれかがあります。

●［ドライバの変更］ボタンがある場合

●［ドライバの更新］ボタンがある場合

ボ タンを ク リッ ク

後、136ページへ

お進みください。

ボ タンを ク リッ ク

後、次ページへ

お進みください。

［ドライバの変更］

ボタン

［ドライバの更新］

ボタン



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３３

１ 新バージョンの

「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

２ ［ディスク使用］ボタンをクリックします。

３ フロッピーディスクドライブ名を入力し、［OK］ボタンをクリックしま

す。
　　例）　　A:\　（フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合）

クリック

①フロッピーディスクドライブ名

を入力

②クリック

［ドライバの変更］ボタンの場合



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３４

４ ［OK］ボタンをクリックします。

５ ［OK］ボタンをクリックします。

クリック

クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３５

６ 以下の画面が表示された場合は、［ＯＫ］ボタンをクリックします。

フロッピーディスクドライブのWIN95フォルダを指定後、

［ＯＫ］ボタンをクリックします。

　　例）　　A:\WIN95　　（フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合）

７ 以下の画面が表示されます。

「サポートソフトDisk１」ディスクをフロッピーディスクドライブから

取り出して、［はい］ボタンをクリックし、パソコンを再起動してくださ

い。

以上でWindows 95でのドライバのアップデートは終了です。

クリック

①フロッピーディスクドライブの

WIN95 フォルダを入力

②クリック

クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３６

１ 新バージョンの

「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

２ ［一覧からドライバを選ぶ］をクリックし、

［次へ］ボタンをクリックします。

３ 「I-O DATA SC-UPN」が表示されていることを確認後、［完了］ボタ

ンをクリックします。

後はWindows 95でのドライバのインストール手順（「デバイスドライバ

ウィザード」画面が表示された場合）と同様です。

36ページの手順４ 以降を参照してください。

②クリック

①クリック

②クリック

①確認

［ドライバの更新］ボタンの場合



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３７

１ [スタート]をクリックし、［マイコンピュータ］を右クリックして、

表示されたメニューの［プロパティ］をクリックします。

２ [ハードウェア]タブをクリックして、

[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

Windows XPでのドライバのアップデート方法

①クリック

②クリック

②右クリック

③クリック

①クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３８

３ 本ボードのプロパティを開きます。

［SCSIとRAIDコントローラ］をダブルクリックし、

下にある［I-O DATA SC-UPN］を右クリックし、表示された［プロパ

ティ］をクリックします。

４ ［ドライバ］タブをクリックし、

［ドライバの更新］ボタンをクリックします。

②右クリック

③クリック

①クリック

②クリック

①ダブルクリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１３９

５ [一覧または特定の…]をチェックして、［次へ］ボタンをクリックしま

す。

６ ［検索しないで、…］をチェックして、［次へ］ボタンをクリックします。

７ 新バージョンの

「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

②クリック

①チェック

②クリック

①チェック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４０

８ ［ディスク使用］ボタンをクリックします。

９ [製造元のファイルのコピー元]欄に、フロッピーディスクドライブの

「WIN2K_XP」フォルダを指定し、［OK］ボタンをクリックします。

例）A:\WIN2K_XP　（フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合）

クリック

①入力

②クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４１

10 [I-O DATA SC-UPN]をクリックし、［次へ］ボタンをクリックします。

11 ［続行］ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック

クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４２

12 ［完了］ボタンをクリックします。

13 ［閉じる］ボタンをクリックします。

以上でWindows XPでのドライバのアップデートは終了です。

クリック

クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４３

１ ［マイコンピュータ］を右クリックし、

表示された［プロパティ］をクリックします。

２ [ハードウェア]タブをクリックして、

[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

３ 本ボードのプロパティを開きます。

［SCSIとRAIDコントローラ］をダブルクリックし、

下にある［I-O DATA SC-UPN］を右クリックし、表示された［プロパ

ティ］をクリックします。

Windows 2000でのドライバのアップデート方法

①ダブルクリック

②右クリック

③クリック

①右クリック

②クリック

①クリック

②クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４４

４ ［ドライバ］タブをクリックし、

［ドライバの更新］ボタンをクリックします。

５ ［次へ］ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック

クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４５

６ ［このデバイスの既知の･…］をチェックして、

［次へ］ボタンをクリックします。

７ 新バージョンの

「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

８ ［ディスク使用］ボタンをクリックします。

①チェック

②クリック

クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４６

９ [製造元のファイルのコピー元]欄に、フロッピーディスクドライブの

「WIN2K_XP」フォルダを指定し、［OK］ボタンをクリックします。

例）　A:\WIN2K_XP（フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合）

10 [I-O DATA SC-UPN]をクリックし、［次へ］ボタンをクリックします。

①入力

②クリック

①クリック

②クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４７

11 ［次へ］ボタンをクリックします。

12 ［はい］ボタンをクリックします。

13 ［完了］ボタンをクリックします。

クリック

クリック

クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４８

14 ［閉じる］ボタンをクリックします。

以上でWindows 2000でのドライバのアップデートは終了です。

クリック



参考３　インストールした「サポートソフト」をアップデート(更新)するには

１４９

１ ［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］→［SCSIアダプタ］

の［ドライバ］タブをクリックします。

２ 「I-O DATA SC-UPCIシリーズ」をクリックし、

［削除］ボタンで一旦削除します。

３ パソコンの電源を一旦切ります。

 後は通常のインストール手順（【Windows NT 4.0へインストールする】

（58ページの手順１ から）にしたがって、再度インストールを行ってく

ださい。

その際、最新バージョンの「サポートソフト」ディスクをご使用くださ

い。

１ 【MS-DOS(PC DOS)用ASPIマネージャ】(69ページ)を参照し、

ASPIマネージャを再度インストールしてください。
　　※サポートソフトは入手した 新の「サポートソフト」ディスクを使用してくださ

　　　　い。

再度インストールすれば、そのまま 新のドライバにアップデートでき

ます。

Windows NT 4.0でのドライバのアップデート方法

Windows 3.1,MS-DOS(PC DOS)でのドライバのアップデート方法



１５０

ここでは、Windows Me/98/95の「サポートソフト」インストール後のデバイス

マネージャの確認で、本ボードが「その他のデバイス」の下に「PCI SCSI Bus

Controller」として登録された場合の対処方法について説明します。

「PCI SCSI Bus Controller」として登録されているのは、「サポートソフト」を正しくインストー

ルできなかった場合です。

次ページ以降の手順で、［ドライバの更新］ボタン（または［ドライバの変更］ボタン）を使って

「PCI SCSI Bus Controller」→「I-O DATA SC-UPN」（または「I-O DATA SC-UP」）に変更し

ます。

・Windows Meの場合 ⇒　次ページへ

・Windows 98の場合 ⇒　152ページへ

・Windows 95の場合 ⇒　153ページへ

　　　　　「その他のデバイス」として登録された場合の

　　　　　　　　　対処(Windows Me/98/95の場合)
参考４

参考



参考４　｢その他のデバイス｣として登録された場合の対処(Windows Me/98/95の場合)

１５１

１ 「PCI SCSI Bus Controller」をクリックし、

［プロパティ］ボタンをクリックします。

２ ［ドライバ］タブをクリックし、

［ドライバの更新］ボタンをクリックします。

後はWindows Meでのドライバのインストール手順と同様です。

【Windows Meへインストールする】(16ページ)の手順２ 以降を参照し

てください。

Windows Meでの「その他のデバイス」の対処方法

②クリック

①クリック

①クリック

②クリック



参考４　｢その他のデバイス｣として登録された場合の対処(Windows Me/98/95の場合)

１５２

１ 「PCI SCSI Bus Controller」をクリックし、

［プロパティ］ボタンをクリックします。

２ ［ドライバ］タブをクリックし、

［ドライバの更新］ボタンをクリックします。

後はWindows 98でのドライバのインストール手順と同様です。

【Windows 98へインストールする】(24ページ)の手順２ 以降を参照して

ください。

Windows 98での「その他のデバイス」の対処方法

②クリック

①クリック

①クリック

②クリック



参考４　｢その他のデバイス｣として登録された場合の対処(Windows Me/98/95の場合)

１５３

１ ［PCI SCSI Bus Controller］をクリックし、

［プロパティ］ボタンをクリックします。

２ 「サポートソフトDisk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

この後、手順３ 以降は、Windows 95のバージョンによって画面が異

なります。

画面を確認してお進みください。

Windows 95での「その他のデバイス」の対処方法

②クリック

①クリック



参考４　｢その他のデバイス｣として登録された場合の対処(Windows Me/98/95の場合)

１５４

３ Windows 95のバージョンによって、

［ドライバの変更］ボタンと［ドライバの更新］ボタンの

いずれかがあります。

●［ドライバの変更］ボタンがある場合

●［ドライバの更新］ボタンがある場合

ボタンをクリック後、

次ページへ

お進みください。

［ドライバの変更］

ボタン

ボタンをクリック後、

157ページへ

お進みください。

［ドライバの更新］

ボタン



参考４　｢その他のデバイス｣として登録された場合の対処(Windows Me/98/95の場合)

１５５

１ ［SCSIコントローラ］をクリックし、［OK］ボタンをクリックします。

２ ［ディスク使用］ボタンをクリックします。

３ フロッピーディスクドライブ名を指定し、[ＯＫ]ボタンをクリックしま

す。
　　　　　例）　　A:\　　（フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合）

［ドライバの変更］ボタンの場合

①クリック

②クリック

クリック

①フロッピーディスクドライブ名

を入力

②クリック



参考４　｢その他のデバイス｣として登録された場合の対処(Windows Me/98/95の場合)

１５６

４ 「I-O DATA SC-UPN」と表示されていることを確認後、［OK］ボタン

をクリックします。

５ ［OK］ボタンをクリックします。
　　インストールが開始されます。

以上で終了です。Windowsを一旦再起動してください。

②クリック

①確認

クリック



参考４　｢その他のデバイス｣として登録された場合の対処(Windows Me/98/95の場合)

１５７

１ ［はい（通常はこちらを選んでください）］をクリックし、

［次へ］ボタンをクリックします。

２ 以下の画面が表示された場合は、

［場所の指定］ボタンをクリックします。

［ドライバの更新］ボタンの場合

①クリック

②クリック

クリック



参考４　｢その他のデバイス｣として登録された場合の対処(Windows Me/98/95の場合)

１５８

３ フロッピーディスクドライブの WIN95 フォルダを指定後、

［ＯＫ］ボタンをクリックします。

　　例）　　A:\WIN95　　（フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合）

４ ［完了］ボタンをクリックします。

後はWindows 95でのドライバのインストール手順（「デバイスドライバ

ウィザード」画面が表示された場合）と同様です。

36ページの手順４ 以降を参照してください。

クリック

①フロッピーディスクドライブの

WIN95 フォルダを入力 ②クリック



参考５　｢SCSIコントローラ｣として登録された場合の対処(Windows XP/2000の場合)

１５９

ここでは、Windows XP/2000で「サポートソフト」インストール後のデバイス

マネージャでの確認で、本ボードが［SCSIとRAIDコントローラ］の下に「SCSI

コントローラ」として登録された場合の対処方法について説明します。

１ [マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリック

します。

２ [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]タブをクリック

します。

３ [SCSIとRAIDコントローラ]をダブルクリックし、下に表示された

[SCSIコントローラ]を右クリックして、表示された[プロパティ]を

クリックします。

４ [ドライバ]タブをクリックして、[ドライバの更新]ボタンをクリックしま

す。

後はドライバのインストール手順と同様です。

以下を参照してください。

Windows XPの場合⇒【Windows XPへインストールする】の手順３ (44ページ)以降

Windows 2000の場合⇒【Windows 2000へインストールする】の手順３ (50ページ)以降

　　　　　「ＳＣＳＩコントローラ」として登録された場合の

　　　　　　　対処(Windows XP/2000の場合)
参考５

③クリック

②右クリック

①ダブル

クリック



１６０

本ボードは、本ボードを含むSC-UPCIシリーズの設定や接続したSCSI機器毎に

制御を行うソフトウェア（BIOS）を搭載しています。

通常最適な状態で設定されますので変更する必要はありません。

（Wide SCSI機器など、設定が必要なSCSI機器については、【SCSI機器の必要

な設定をする】(86ページ)を参照してください。）

ここでは、本ボードの設定について確認しておきましょう。

・設定の概要･････････････････････････････････････････161ﾍﾟｰｼﾞ

・設定メニューを起動させるための予備知識 ････････････163ﾍﾟｰｼﾞ

・設定メニューを起動させる････････････････････････････164ﾍﾟｰｼﾞ

・設定メニューを終了する場合 ･････････････････････････168ﾍﾟｰｼﾞ

・複数枚のSC-UPCIシリーズを
　　　　　　　　　取り付けている場合のボード選択 ･････････169ﾍﾟｰｼﾞ

・設定メニュー（PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンの場合） ･･･････170ﾍﾟｰｼﾞ

・設定メニュー（PC-9821シリーズの場合） ･･･････････････････････････171ﾍﾟｰｼﾞ

・設定内容（ボード全体の設定） ････････････････････････････････････172ﾍﾟｰｼﾞ

・設定内容（SCSI機器毎の設定） ･･･････････････････････････････････175ﾍﾟｰｼﾞ



付録２　ボードの設定

１６１

設定は、以下の【ボード全体の設定】と次ページの【SCSI機器毎の設定】を行

うことができます。

●ボード全体の設定
BIOS画面での項目名

（）内はPC-9821シリーズの項目名

設定の概要 参照

個所

Host adapter BIOS（BIOSを使用） 本BIOSの組み込みの設定（注1）

Display scanning process

（IDスキャン表示）

接続デバイス確認中の表示の設

定

Host adapter SCSI-ID

（ボードのSCSI-ID）

SC-UPCIシリーズ自体のSCSI-ID

の設定

Additional wait after SCSI bus reset

（SCSIﾘｾｯﾄ後の追加待ち時間）

パソコン起動～接続SCSI機器確

認の開始までの時間の設定

Removable disks under BIOS as fixed disk
可換型ドライブのDISK BIOSでの

認識の設定

172

On board SCSI termination

（ボード上のターミネータ）

本ボード上のターミネータの制

御方法の設定

SCSI parity checking

（パリティチェック）

SCSIバスのパリティチェックの

設定

Support for Int13h Extensions Int13h Extensionsの設定

Support for bootable CD-ROM 起動可能CD-ROMの起動の設定

173

Support for SCAM（SCAM機能を使用） SCAM機能の設定（注2）

Check S.M.A.R.T. warning on boot

（S.M.A.R.T.警告表示）

S.M.A.R.T.故障警告チェックの

設定（注3）

Control other SC-UPCI series

（他のSC-UPCIｼﾘｰｽﾞを制御）

他のSC-UCPIシリーズの制御の設

定

174

注1）本BIOSの組み込み設定は、出荷時の「Enabled（する）」のままご使用ください。

「Disable(しない)」に変更した場合には、基本的な動作保証は致しかねます。

注2）SCAM機能は、出荷時の「Disabled（使用しない）」のままご使用ください。

一部のSCSI周辺機器では、SCAM機能を使用すると誤動作し、故障の原因となる場合が

あります。

注3）S.M.A.R.T.警告は、SCSI機器の故障発生の可能性がある一定以上に達した場合に警告を

発しますが、警告を発する前にSCSI機器が故障している場合もあります。

本機能は、故障発生の事前警告を保証するものではありません。

設定の概要



付録２　ボードの設定

１６２

●SCSI機器毎の設定
BIOS画面での項目名

（）内はPC-9821シリーズの項目名

設定する項目は？ 参照

箇所

HDD detection

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸBIOSで認識）

ハードディスクBIOSからの認識

の設定

Send START UNIT command

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ始動ｺﾏﾝﾄﾞ送出）

始動コマンド送出の設定

Max sync transfer rate[MT/S]

（同期転送上限[MT/秒]）

同期転送速度の上限の設定

175

Enable wide data transfer

（ワイド転送要求）

ワイド転送要求の設定

Enable disconnection

（ディスコネクト許可）

ディスコネクトの設定

Enable tagged queuing

（タグキューイング許可）

Windows NTでのタグ付きキュー

イングの設定

Quick format

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ高速初期化）

ハードディスクの高速初期化の

設定

Write protect

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ書き込み禁止）

DISK BIOS経由書き込みの設定

Scan logical units
ハードディスクのロジカルユ

ニット検索の設定

176

（デバイススキャン）
デバイススキャンを行うかどう

かの設定

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ初期化禁止）
ハードディスクの初期化を行え

ないようにするかどうかの設定

（マルチベンダパラメータ）
マルチベンダ対応パラメータが

設定されているかどうかの表示

設定

177



付録２　ボードの設定

１６３

ボードの設定は、設定メニューから行いますが、ここでは、設定メニューを起

動する前に［デバイススキャン］について確認しておきます。

デバイススキャンの確認と BIOS 設定メニュー表示のためのキー操作は、ほとん
ど同時に行います。
あわてないよう、手順を確認してから行ってください。

　　　デバイススキャン表示例　　（PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンの例）

デバイススキャンとは、パソコン起動時

に本ボードに接続しているSCSI機器

（デバイス）を検索・確認する

（スキャンする）機能です。

画面上にデバイススキャンした状態を

表示します。（以下参照）

通常、OSが起動する前に行われます。

（機種によっては表示されない場合も

あります。）

SCSI機器を接続していなくても行われます。

デバイススキャンとは…

パソコンの電源を入れる

画面上にメモリカウント表示

「デバイススキャン」表示

WindowsなどのOS起動

SC-UPCI Series BIOS Version x.xx

Copyright (C)1996-2001 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.

Press <Ctrl>+<Z> for setup SC-UPCI series.

HA:0 ID:00 LUN:0   Scanning

設定メニューを起動させるための予備知識

注意！
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それでは、設定メニューを起動させてみましょう。

起動は、パソコンの電源を入れた後に、以下のキー操作を行うことで起動させ

ることができます。

ポイント①：設定メニューは、パソコン起動直後のキー操作で

　　　　　　　行う

 設定メニューは、パソコンの電源を入れた後に、以下のキーを押すこ

とで表示させることができます。以下のキーを押す準備をしましょう。

PC98-NX シリーズ

および

DOS/V マシンの場合

デバイススキャン表示中に以下のキーを押す。

　　　　＋  　

　([Ctrl]キーを押しながら[Ｚ]キーを押す)

PC-9821 シリーズの

場合

パソコンの電源を入れた直後（リセット直後）から、設定

メニューが表示されるまで、以下のキーを押し続ける。

　　　　（［INS］キーを押す）

ポイント②：パソコン起動前に「サポートソフトDisk１」ディスクを

　　　　　　　挿入しておく

 「サポートソフト Disk１」ディスクを挿入した後で、パソコンを起動

することをおすすめします。

通常、設定メニューを表示させる場合、上記のキーを押すことで表示さ

せることができますが、万一、手順を間違った場合、「サポートソフト

Disk１」ディスクを挿入しておけば、「サポートソフト」ディスクの

ユーティリティメニューの【Invoke Configuration Menu】（設定メニューの呼び出

し）からの呼び出しをすることができます。

パソコンを起動する前に「サポートソフト Disk１」ディスクは挿入して

おきましょう。

設定メニューを起動させる

Ctrl Ｚ

INS
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１ パソコンの電源が入っていたら、

パソコンの電源を一旦切ります。

２ 「サポートソフト Disk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

ディスクを挿入しなくても、キー操作だけで［設定メニュー］を表示させることができますが、

万一、手順を誤って起動できない場合のために挿入しておきます。

３ 本ボードに接続しているすべての外付 SCSI 機器の電源を入れま

す。

必ずパソコンの電源を入れる前に SCSI 機器の電源を入れてください。

パソコンの電源を入れた後に、SCSI 機器の電源を入れた場合は、SCSI 機器を認識（使用）

できない場合があります。

参考

注意！
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４ パソコンの電源を入れます。

※PC-9821シリーズでは、パソコンの電源を入れた後、

　　　　　　 キーを押し続けます。

５ しばらくすると、

ディスプレイに［デバイススキャン］の画面が表示されます。

※ PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンではこの時に、

　　　　　　＋　　　　キーを押します。

　　　　　デバイススキャン表示例　（PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンの例）

  例）以下の画面で止まる

    DOS/Vマシンの場合……HA:0 ID:0 LUN:0 Scanning…
    PC-9821シリーズの場合…ID:0  Scanning

Ctrl Ｚ

INS
PC-9821シリーズでは、パソコ

ン起動後からキーを押す

SC-UPCI Series BIOS Version x.xx

Copyright (C)1996-2000 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.

Press <Ctrl>+<Z> for setup SC-UPCI series.

HA:0 ID:00 LUN:0    Scanning

PC98-NX シ リ ー ズ お よ び

DOS/Vマシンでは、デバイスス

キャン表示中にキーを押す

【困った時には】の

111～113 ページ

をご参照ください。

デバイススキャン中に
画面が止まる場合は…

【困った時には】の

112 ページをご参照ください。
デバイススキャン時、接続した

SCSI 機器が表示されない場合は…

【困った時には】の

110 ページをご参照ください。

デバイススキャンが
表示されない場合は…

【困った時には】の

112 ページをご参照ください。

デバイススキャン後、
何分たっても画面が真っ黒の
ままとなっている場合は…
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６ キーを押した後、しばらくすると、

以下の設定メニューが表示されます。

　　※表示内容、キー操作その他については、170ページ以降をご参照ください。

上記の画面が表示されずに、184 ページのサポートソフトの［BASE MENU］（または［ベース

メニュー］）画面が表示された場合は、メニュー内の［Invoke Configuration Menu］（設定メ

ニューの呼び出し）で上記画面を表示させることができます。

また、本ボードを含む複数の SC-UPCI シリーズをパソコンに取り付けている場合は、【複数

枚の SC-UPCI シリーズを取り付けている場合のボード選択】(169 ページ)をご参照ください。

=== SC-UPNの設定 ===    Bus:X  Dev:X  Func:X             ページ:1/2

BIOSを使用 する
ボードのSCSI-ID 7
SCSIﾘｾｯﾄ後の追加待ち時間 0 秒
IDスキャン表示 する
ボード上のターミネータ LVD:自動  SE:自動
パリティチェック する
SCAM機能を使用 しない
S.M.A.R.T. 警告表示 しない
他の SC-UPCIｼﾘｰｽﾞを制御 する

                《ガイドメッセージ表示位置》

=== Configuration for SC-UPN ===    Bus:X  Dev:X  Func:X       Page:1/2

Host adapter BIOS Enabled
Display scanning process Enabled
Host adapter SCSI-ID 7
Additional wait after SCSI bus reset 0 Second(s)
Removable disks under BIOS as fixed disk Enabled
On board SCSI termination High:AUTO  Low:AUTO
SCSI parity checking Enabled
Support for Int13h Extensions Enabled
Support for bootable CD-ROM Disabled
Support for SCAM Disabled
Check S.M.A.R.T. warning on boot Disabled
Control other SC-UPCI series Enabled

                《ガイドメッセージ表示位置》

カーソル位置の項目

に関する簡単な説明

が表示されます。

PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンでの表示例

カーソル位置の項目

に関する簡単な説明

が表示されます。

PC-9821シリーズでの表示例

参考
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１ フロッピーディスクドライブから

「サポートソフト Disk１」ディスク

を抜きます。

上記のディスクは必ず取り出してください。

取り出さずにパソコンを再起動すると、Windows は起動せずに、「サポートユーティリティ」が

起動してしまいます。（【付録４】(183 ページ)参照）

２ パソコンの電源を一旦切る、

あるいはパソコンを再起動すれば終了できます。

設定メニューを終了する場合

注意！
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パソコンに複数のSC-UPCIシリーズを取り付けている場合には、以下の

ボード選択画面が表示されます。設定を表示・変更するボードを画面の指

示に従って選択してください。

SC-UPCI Series Configuration

Please choose the card which
you would like to configure.

#1  Bus:X  Dev:XX  Func:X  SC-UPN
#2  Bus:X  Dev:XX  Func:X  SC-UPCI
#3  Bus:X  Dev:XX  Func:X  SC-UWPCI
#4  Bus:X  Dev:XX  Func:X  SC-U2PS

↑↓:Move   Enter:Select   Esc:Exit

設定メニューによる設定変更時には、複数枚のボードの内のどのボードの

設定を変更するかを選択する事ができます。各設定の内容の中で特に追加

説明が無い項目については、「スレーブボード」には、各ボードに保存さ

れている設定内容が使用されます。

PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシンの場合は、「スレーブボード」について

も「マスタボード」と同様にBIOSドライブ番号が割り当てられ、MS-DOS

(PC DOS)から使用する事が可能です。

マスタボード、スレーブボードについて…

本書内では、「BIOS を使用する様に設定されている SC-UPCI シリーズの中で、システ

ムから 初に初期化呼出しが行われたボード」を「マスタボード」、それ以外の SC-UPCI

シリーズを「スレーブボード」と呼んでいます。

パソコンに複数枚の SC-UPCI シリーズを取り付けた場合、スレーブボードの BIOS は使

用されず、すべての SC-UPCI シリーズはマスタボードの BIOS の管理下に置かれます。

ただし、設定で「スレーブボードの制御を行わない」に設定している場合には、スレーブ

ボードは無視されます。

参考

複数枚のSC-UPCIｼﾘｰｽﾞを取り付けている場合のボード選択



付録２　ボードの設定

１７０

　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　

・[↑],[↓],[←],[→]キー：カーソルを他の項目へ移動します。

・[PageUp],[PageDown],[Space]キー：カーソル位置の設定内容を変更します。

・[Tab]キー：ページの切り替えを行います。

・ [F1]キー ：ハードウェア情報を表示します。

・ [F4]キー ：英語表示モードと簡易日本語表示モードを切り替えます。

・[F10]キー：すべての設定内容を出荷時設定に戻します。

・[Esc]キー：設定内容を保存せずに、設定メニューを終了します。

・[Enter]キー：設定内容を保存して、設定メニューを終了します。

=== Configuration for SC-UPN ===    Bus:X  Dev:X  Func:X       Page:1/2

Host adapter BIOS Enabled
Display scanning process Enabled
Host adapter SCSI-ID 7
Additional wait after SCSI bus reset 0 Second(s)
Removable disks under BIOS as fixed disk Enabled
On board SCSI termination High:AUTO  Low:AUTO
SCSI parity checking Enabled
Support for Int13h Extensions Enabled
Support for bootable CD-ROM Disabled
Support for SCAM Disabled
Check S.M.A.R.T. warning on boot Disabled
Control other SC-UPCI series Enabled

                《ガイドメッセージ表示位置》

キ
ー
操
作

ボード全体

の設定

（ページ１）

=== Configuration for SC-UPN ===    Bus:X  Dev:X  Func:X        Page:2/2

         SCSI ID              0    1    2    3    4      5      6      7

HDD detection Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
Send START UNIT command  No    No    No    No    No    No    No    No
Max sync transfer rate(MT/S) 20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0
Enable wide data transfer  No    No    No    No    No    No    No    No
Enable disconnection Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
Enable tagged queuing  No    No    No    No    No    No    No    No
Quick format Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
Write protect  No    No    No    No    No    No    No    No
Scan logival units  No    No    No    No    No    No    No    No

                《接続SCSI機器情報表示位置》

SCSI機器毎

の設定

（ページ２）

現在のカーソル位置に該当するIDのSCSI機器を示すために、SCSI機器の

Inquiry情報（ベンダ名・プロダクト名）とSCSIバスタイプを表示します。

[Shift]キーが押下されている間、該当SCSI機器のアクセスランプを点灯させま

す。この機能は、設定メニューを開く時に[Shift]キーが押下されていた場合に

は、キャンセルされます。

　　※SCSI機器によっては、アクセスランプが点灯しない場合もあります。

　　　（弊社製RM-MO230Fシリーズ、RM-MO640Fシリーズ､MOFシリーズ等）

カーソル位置の項目

に関する簡単な説明

が表示されます。

設定メニュー（PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよびDOS/Vﾏｼﾝの場合）

［TAB］キーで切り替え
SC-UP(B)では［←］［→］キーで横にスクロール
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　　　　　　　   　　　［TAB］キーで切り替え

・[↑],[↓],[←],[→]キー：カーソルを他の項目へ移動します。

・[ROLL UP],[ROLL DOWN],[SPACE]キー：カーソル位置の設定内容を変更します。

・[TAB]キー ：ページの切り替えを行います。

・[HELP]キー：ハードウェア情報を表示します。

・[CLR]キー ：すべての設定内容を出荷時設定に戻します。

・[ESC]キー ：設定内容を保存せずに、設定メニューを終了します。

・キー    ：設定内容を保存して、設定メニューを終了します。

キ
ー
操
作

ボード全体

の設定

（ページ１）

=== SC-UPNの設定 ===    Bus:X  Dev:X  Func:X             ページ:1/2

BIOSを使用 する
ボードのSCSI-ID 7
SCSIﾘｾｯﾄ後の追加待ち時間 0 秒
IDスキャン表示 する
ボード上のターミネータ LVD:自動  SE:自動
パリティチェック する
SCAM機能を使用 しない
S.M.A.R.T. 警告表示 しない
他の SC-UPCIｼﾘｰｽﾞを制御 する

                《ガイドメッセージ表示位置》

=== SC-UPNの設定 ===    Bus:X  Dev:X  Func:X              ページ:2/2

          SCSI ID             0    1    2    3    4      5      6      7

デバイススキャン  ○    ○     ○    ○    ○     ○    ○    ○
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸBIOSで認識  ○    ○     ○    ○    ○     ○    ○    ○
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 高速初期化  ○    ○     ○    ○    ○     ○    ○    ○
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 初期化禁止  －    －     －    －    －     －    －    －
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 書込み禁止  －    －     －    －    －     －    －    －
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 始動ｺﾏﾝﾄﾞ送出  －    －     －    －    －     －    －    －
同期転送上限（MT/秒） 20.0  20.0   20.0  20.0  20.0   20.0  20.0  20.0
ワイド転送要求  －    －     －    －    －     －    －    －
ディスコネクト許可  ○    ○     ○    ○    ○     ○    ○    ○
タグキューイング許可  －    －     －    －    －     －    －    －
マルチベンダパラメータ  －    －     －    －    －     －    －    －

                《接続SCSI機器情報表示位置》

SCSI機器毎

の設定

（ページ２）

現在のカーソル位置に該当するIDのSCSI機器を示すために、SCSI機器の

Inquiry情報（ベンダ名・プロダクト名）とSCSIバスタイプを表示します。

[Shift]キーが押下されている間、該当SCSI機器のアクセスランプを点灯させま

す。この機能は、設定メニューを開く時に[Shift]キーが押下されていた場合に

は、キャンセルされます。

　　※SCSI機器によっては、アクセスランプが点灯しない場合もあります。

　　　（弊社製RM-MO230Fシリーズ、RM-MO640Fシリーズ､MOFシリーズ等）

カーソル位置の項目

に関する簡単な説明

が表示されます。

設定メニュー（PC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合）
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※ 設定項目、設定値中の()内はPC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合

設定項目   選択肢
 （下線部

 出荷時設定）

意味

Enabled

（する）

BIOSを組み込みます。

SC-UPCI シリーズが、複数枚取り付けられている場合

は、マスタボードの管理下に置かれます。

Host adapter BIOS

（BIOS を使用） Disabled

（しない）

BIOSを組み込みません。

SC-UPCIシリーズが、複数枚取り付けられている場合

は、マスタボードの管理下に置かれます。

Enabled

（する）

処理の進行状況や結果の表示を行います。Display scanning

process

（ID スキャン表示） Disabled

（しない）

処理の進行状況や結果の表示は行いません。

接続 SCSI 機器の確認のみを行います。

Host adapter SCSI-

ID

（ボードの SCSI-

ID）

0～15

出荷時：7

Additional wait

after SCSI bus

reset

（SCSI ﾘｾｯﾄ後の追

加待ち時間）

0～20

Second(s)

出荷時：0

SCSIバスをリセットした後の待ち時間に追加する秒数で

す。

待ち時間が短い方がシステム起動に要する時間を短縮

できますが、使用する SCSI 機器によっては長めに設定

する必要がある場合があります。

1 秒単位で変更できます。

Enabled DISK BIOS で認識できるようにします。Removable disks

under BIOS as

fixed disk Disabled

DISK BIOSでは認識できないようにします。

可換型のディスク装置が、MS-DOS(PC DOS)から固定

ディスクとして認識されなくなります。

７以外には変更しないでください。

複数枚取り付けられている場合、すべての

SC-UPCIシリーズの「Host adapter BIOS」の設定

を「Disabled」に設定した場合、SC-UPCIシリーズに

接続されているSCSI機器は、MS-DOS（PC DOS）

から使用できなくなります。

また、デバイススキャンは表示されなくなります。

注意

注意

設定内容(ボード全体の設定）
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※ 設定項目、設定値中の()内はPC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合

設定項目 選択肢

（下線部：出荷時設定）

意味

High:AUTO Low:AUTO

(自動設定)

High:AUTO Low：OFF

(下位のみ無効)

On board SCSI

termination

（ボード上の

ターミネータ）
High:OFF Low:OFF

(上下とも無効)

これらの設定は特殊な環境・用途に対応するため

のものです。

通常は、出荷時設定 AUTO(自動)のままお使いく

ださい。

Enabled

（する）

本ボードが SCSI 機器からの転送を受け取ってい

る間パリティチェックが行われ、パリティエラーの

発生は上位プログラムに通知されます。
SCSI parity

checking

（パリティチェッ

ク）
Disabled

（しない）

本ボードが SCSI 機器からの転送を受け取ってい

る間、パリティチェックは行われません。本ボード

から SCSI 機器への転送中には、常にパリティを

伴ったデータが送出されます。

Enabled

Int13h Extensionsの機能が有効になります。固定

ディスクに対しては｢Extended Disk Access｣の機

能が、可換ディスクに対しては

｢Extended Disk Access｣と｢Support for

Removable Disk｣の機能が、それぞれ機能します。Support for

Int13h

Extensions

Disabled

Int13h Extensions の機能は無効になります。

Enabled ブータブル CD-ROM からの起動を可能にします。Support for

bootable

CD-ROM※ Disabled ブータブル CD-ROM からの起動を行いません。

※ BBS(BIOS Boot Specification)対応のパソコンではCD-ROMからブート（起動）を行

う場合には、パソコン本体の設定メニューにおいて「SCSI CD-ROM Drives」の起動

優先順位を「ハードディスク」等よりも高位に設定する必要があります。

（ご使用のパソコンがBBS対応かどうかはパソコンメーカーにお問い合わせくださ

い。）

詳細な設定方法については、【付録８】(220ページ)を参照してください。

８Gバイト以上のハードディスク使用時には、

「Disabled」に変更しないでください。

注意
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※ 設定項目、設定値中の()内はPC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合

設定項目   選択肢
 （下線部:

  出荷時設定）

意味

Enabled

（する）

本ボードの SCAM 対応機能を使用して、SCAM 対

応機器の SCSI ID を自動割り当てします。

Support for SCAM

（SCAM 機能を使

用）

Disabled

（しない）

本ボードの SCAM 対応機能は使用されません。

Enabled

（する）

接続 SCSI 機器の確認時に、各 SCSI 機器が

S.M.A.R.T.故障警告を発していないかチェックし、異

常があればその旨を表示します。

Check S.M.A.R.T.

warning on boot

（S.M.A.R.T.警告表

示）

Disabled

（しない）

接続 SCSI 機器の確認時の各 SCSI 機器の

S.M.A.R.T.故障警告チェックは行いません。

Enabled

（する）
他の SC-UPCI ｼﾘｰｽﾞを制御します。Control other SC-

UPCI series

（他の SC-UPCI シ

リーズを制御）
Disabled

（しない）
他の SC-UPCI ｼﾘｰｽﾞを制御しません。

警告を発する前にSCSI機器が故障している場

合もあります。ご了承ください。

注意

SCAM機能は「Dsiabled」のままご使用くださ

い。

一部のSCSI機器は、SCAM機能を使用する

と誤動作し、故障の原因となる場合がありま

す。

注意



付録２　ボードの設定

１７５

※ 設定項目、設定値中の()内はPC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合

設定項目    選択肢
  （下線部:

    出荷時設定）

意味

Yes

（○）

設定した SCSI ID のハードディスクを DISK BIOS で

認識します。

HDD detection

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ BIOS

で認識）
No

（－）

設定した SCSI ID のハードディスクは DISK BIOS で

認識しません。

Yes

（○）

設定した SCSI ID の SCSI 機器に、接続 SCSI 機器

の確認時に、始動コマンドを送出します。

パソコン本体に多数のディスクドライブを接続し、

システム起動時の電源容量に不安がある場合に

は、ディスクドライブの設定を自動始動禁止にし、本

設定を｢Yes｣に設定する事で、多数のドライブを順次

始動し、スピンドル始動時の電源消費のピークを分

散し、電源容量の負担を軽減する事ができます。

Send START UNIT

command

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ始動ｺﾏ

ﾝﾄﾞ送出）

No

（－）

設定した SCSI ID の SCSI 機器に、接続 SCSI 機器

の確認時での始動コマンドの送出は行いません。

Max sync transfer

rate[MT/S]

（同期転送上限

[MT/秒]）

20.0,  17.8,  16.0,

14.5,  10.0,  8.0,

6.6,  5.7,  5.0,

4.4,  4.0,  3.6,

Async（非同期）

一部の SCSI 機器で、高速転送が正しく行われない

場合には、転送速度を遅くするか、「Async」(「非同

期」)に設定してください。

UltraWide SCSI 転送は 大４０MT/S ですが、

上記の［Max sync transfer rate］を［20.0］（MT/S）の設定と

次ページの［Enable wide data transfer］の設定を有効（Yes:○）にすることで

20(MT/S) × 2 ＝ 40(MT/S)　となります。

BIOSから認識されませんが、ASPIマネージャ

およびPC-9821シリーズのSCSI-BIOSを通し

てのアクセスはできます。

注意

設定内容(ＳＣＳＩ機器毎の設定）

参考



付録２　ボードの設定

１７６

※ 設定項目、設定値中の()内はPC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合

設定項目   選択肢
（下線部:

 出荷時設定）

意味

Yes

（○）

ワイドデータ転送の要求を行います。

Ultra2Wide、UltraWide、Wide SCSI 機器の場合

は、［Yes］に設定してください。

前ページの［参考］も参照してください。
Enable wide data transfer

（ワイド転送要求）

No

（－）

ワイドデータ転送の要求は行われません。

Yes

（○）

SCSI デバイスに対して、ディスコネクト（コマンド実

行中に一時的に接続を解除する事）を許可しま

す。Enable disconnection

（ディスコネクト許可） No

（－）
ディスコネクトを行うことを許可しません。

Yes

（○）

Windows XP/2000 および Windows NT でタグ付き

キューイングを使用します。Enable tagged queuing

（タグキューイング許可） No

（－）

Windows XP/2000 および Windows NT でタグ付き

キューイングを使用しません。

Yes

（○）

設定した SCSI ID のハードディスクの初期化を高

速化します。｢Yes｣に設定したハードディスクは、

フォーマット処理の一部を省いて処理時間を短縮

します。

Quick format

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ高速初期化）

※Windows Me/98/95/XP/2000

　　/NT では無効 No

（－）

設定した SCSI ID のハードディスクの初期化の高

速化は行いません。

Yes

（○）

設定した SCSI ID のハードディスクへの DISK

BIOS を経由しての書込みを禁止します。
Write protect

（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ書き込み禁

止）

※Windows Me/98/95/2000/NT

　　では無効

No

（－）
設定した SCSI ID のハードディスクへの DISK

BIOS 経由での書込み禁止は行いません。

Yes
ロジカルユニット 1～7 にハードディスクがないか

検索する。
Scan logical units

※Windows Me/98/95/XP/2000

　　/NT では常に有効 No
ロジカルユニット 1～7 をハードディスク検索の対

象としない。

SC-UPN、SC-UPNBでは、設定できません。

注意



付録２　ボードの設定

１７７

※ 設定項目、設定値中の()内はPC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合

設定項目   選択肢
（下線部:

 出荷時設定）

意味

（○） 設定した SCSI ID のデバイススキャンを行います。

（デバイススキャン）

（－）

設定したSCSI IDのデバイススキャンは行いません。

該当IDのSCSI機器は認識されなくなります。

SCSI機器が接続されていないSCSI IDを｢－｣に設定

することでCD-ROMドライバやMOディスクのフォー

マッタ等が行うSCSIバスのスキャンが高速化されま

す。

また、バックアップドライブ等を通常アクセスできない

ようにしておくためにも使用できます。

（○）

設定したSCSI IDのハードディスクの初期化を禁止し

ます。

「○」に設定したハードディスクは、FORMAT.EXEで

の「初期化」,「領域確保」,「領域開放」の各操作が行

えなくなります。

誤操作によるデータ喪失の防止に効果があります。
（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ初期化禁

止）

※Windows Me/98/95/XP

　　/2000/NT では無効

（－）
設定した SCSI ID のハードディスクは、初期化は禁

止されません。

（○）
マルチベンダパラメータが設定されていることを示し

ます。（マルチベンダパラメー

タ）※
（－）

本製品標準のパラメータまたは未設定のハードディ

スクを示します。

※ マルチベンダパラメータの設定は、「サポートソフト」のユーティリティを使用して行い

ます。詳細は【マルチベンダパラメータ】(190ページ)を参照してください。

SCSI IDが「８」以上のSCSI機器は、本設定を

「○」にできません。

注意



１７８

ここでは、デバイススキャンの表示例や表示の意味について説明します。

 （PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンでの表示例）

SC-UPCI Series BIOS Version x.xx

Copyright (C)1996-2001 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.

Press <Ctrl>+<Z> for setup SC-UPCI series.

HA:0 ID:07 LUN:0    <SC-UPN>

本ボードのBIOSのバージョンです。

サポートソフトのバージョンとは異な

ります。

表示例



付録３　デバイススキャン

１７９

＜SC-UPNとSC-UPCIシリーズを取り付けている場合の例＞

HA:0 ID:00 LUN:0 HD IBM DDRS-39130W S92A (Drv.82h)

HA:0 ID:07 LUN:0 <SC-UPN>

HA:1 ID+00 LUN:0 HD IBM DDRS-39130W S92A (Drv.82h)

HA:1 ID+01 LUN:0 MO FUJITSU M2513E 0050

HA:1 ID:06 LUN:0 R CD PLEXTOR CD-ROM PX-32TS 1.02

HA:1 ID:07 LUN:0 <SC-UPCI>

HA:1 ID:10 LUN:0 Scanning...

ボード
番号

SCSI-
ID

LUN 種別 デバイス名など ドライブ番号／
エラー表示

上記例は、SC-UPN（ボード０(HA:0)）と｢SC-UPCI｣（ボード１(HA:1)）が取り

付けられている場合の例です。

SC-UPNには、SCSI ID = 0にハードディスク（HD）が接続されていることを示しています。

（SCSI ID = 7の<SC-UPN>とはSC-UPN自身をさします。）

SC-UPCIには、SCSI ID = 0にハードディスク（HD）、SCSI ID = 1に光磁気ディスク（MO）、

SCSI ID = 6にCD-ROMドライブ（R CD）が接続されていることを示しています。（SCSI ID = 7

の<SC-UPCI>とはSC-UPCIをさします。）

SCSI ID = 0のID の後の「+」は、ハードディスクがSCAM機能によりIDを自動割り当て（SCSI

ID = 0に割り当て）れたことを示しています。

BBS(BIOS Boot Specification)対応のパソコンではドライブ番号は表示されません。

（ご使用のパソコンが BBS 対応かどうかはパソコンメーカーにお問い合わせください。）

BIOSを使用する様に

設定されている

SC-UPCIシリーズの中

で、システムから 初に

初期化呼び出しが行わ

れたボードを０から順に

割り当てられた番号で

す。

接続しているSCSI機器

のIDです。

ID番号の前に｢+｣が表示

されているSCSI機器は、

SCAM機能により

SCSI-IDを自動割り当て

されたSCSI機器です。

181～182ﾍﾟｰｼﾞ

参照

ボード０

（SC-UPN）

ボード１

（SC-UPCI）

注意！

表示の詳細(PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよびDOS/Vﾏｼﾝの場合）



付録３　デバイススキャン

１８０

ID 00 HD SEAGATE ST34573LW 5960

ID 01 --

ID 02 R MO FUJITSU M2513E 0050

ID 03 <Ignore>

ID 04 --

ID 05 --

ID+06 HD IBM DORS-32160 S72A

ID 07 <SC-UPN>

ID 08 --

ID 09 --

ID 10 Scanning...

SCSI-ID 種別 デバイス名など エラー表示／追加情報

上記例は、SC-UPNが取り付けられている場合の例です。

SCSI ID =0,6にハードディスク（HD）、SCSI ID =2に光磁気ディスク(R MO）

（SCSI ID =7の<SC-UPN>とはSC-UPN自身をさします。）

SCSI ID =6のID の前の｢+｣は、ハードディスクがSCAM機能によりIDを自動割り当て（SCSI

ID =6に割り当て）されたことを示しています。

接続しているSCSIのIDです。

ID番号の前に｢+｣が表示されて

いるSCSI機器は、SCAM機能に

よりSCSI-IDを自動割り当てされ

たSCSI機器です。

181～182ﾍﾟｰｼﾞ

参照

表示の詳細(PC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合）



付録３　デバイススキャン

１８１

接続しているSCSI機器の種別を省略形で表示します。

省略形 デバイスタイプ 概略

HD Direct Access Device ハードディスク･Zipドライブ等の一般的なディ

スクドライブ

TP Sequential Access Device ストリーマ等のテープデバイス

PR Printer Device プリンタ

PC Processor Device EPSON製イメージスキャナ(GTシリーズ)等

WO Write Once Device 5インチ光磁気ディスクドライブの一部･CD-Rド

ライブの一部

CD CD-ROM Device CD-ROMドライブ、CD-Rドライブ

SC Scanner Device イメージスキャナ

MO Optical Memory Device 光磁気ディスクドライブ

MC Medium Changer Device ジュークボックス

CM Communication Device 通信機器

?? 上記以外のデバイス

-- 未接続

※ 各デバイス種別の省略形の前の｢R｣は、デバイスがリムーバブルであることを示しています。

接続しているSCSI機器のベンダID・プロダクトID、または以下のメッセージを

表示します。

表示メッセージ 内容

Scanning... 該当するSCSI IDのSCSI機器をスキャンしています。

Starting...
該当するSCSI IDのSCSI機器に対して、START UNITコマンドを実行して

います。

<Ignore>
該当するSCSI IDは、BIOSからは認識されない様に設定されています。

（【付録２】(160ページ)参照）

<SC-xxxx> 該当するSCSI IDは、SC-UPCIシリーズに割り当てられています。

種別

デバイス名など



付録３　デバイススキャン

１８２

BBS（BIOS Boot Specification）に対応していないDOS/VマシンでSCSI機器が

DISK BIOSから固定ディスクとして認識された場合には、そのディスクに割り

当てられたドライブ番号を表示します。

固定ディスクのドライブ番号は、常にSCSI IDの小さい順に割り当てられます。

SCSI機器にエラーが発生した場合には、そのエラー内容を表示します。

表示メッセージ 内容

 [ﾏﾙﾁﾍﾞﾝﾀﾞ]
PC-9821シリーズで、該当するSCSI機器にマルチベンダパラメータ

が設定されています。

(Drv.xxh)
DOS/Vマシンで、該当するSCSI機器にBIOSのドライブ番号が割り当

てられました。

NotReady(xxxx) SCSI機器がNOT READY状態です。（xxxxはエラーコード）

Error(xxxxx)
SCSI機器に何らかの異常が発生しました。

（xxxxxはエラーコード）

 
 
(ｾｸﾀ長=xxxxh)

PC-9821シリーズで、セクタ長が256バイト未満または1,024バイト

超であることを示します。

PC-9821シリーズのSCSI DISK BIOSの仕様では、セクタ長が256バ

イト未満または1,024バイト超のディスクは扱えません。

Sector

   Length!=512

PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシンで、ディスクのセクタ長が512バ

イト以外です。PC98-NXシリーズ及びDOS/VマシンのDISK BIOSの仕

様では、セクタ長が512バイト以外のディスクは扱えません。

エラーが表示された場合でも、SC-UPCI シリーズの設定を変更すると動作する場合があり

ます。

詳細は【付録２】(160 ページ)を参照してください。

ドライブ番号/エラー表示

参考



１８３

ここでは、サポートユーティリティの使い方について説明します。

メニュー項目
()内はPC-9821シリーズの項目名

内　容
参照

ページ

Disk Utility

（ディスクユーティリティ）

接続したハードディスクの「ベリファイ」、

「ディスクデータの消去」および「物理

フォーマット」を行います。

185

Update BIOS Code

（BIOSのアップデート）

SC-UPCIシリーズのBIOSのアップデートを行

います。
188

（マルチベンダパラメータ）

  ※PC-9821シリーズのみ

本製品とは別のインターフェイスボードで初

期化したハードディスクの中には、パラメー

タ（ヘッド数、セクタ数、シリンダ数）が

違っている場合があります。その場合、パラ

メータを指定することでそのハードディスク

を再初期化せずに使用できるようになりま

す。

190

Backup Support Disk

（サポートディスクの

   バックアップ）

「サポートソフト」ディスクのバックアップ

を行います。 6

Invoke Configuration Menu

（設定メニューの呼び出し）
本ボードの設定メニューを表示させます。 192

Change to Kana-Mode

  ※PC98-NXシリーズ・

　　　DOS/Vマシンのみ

かな表示モードに切り替えます。 193



１８４

１ パソコンの電源を切ります。

２ フロッピーディスクドライブに「サポートソフトDisk１」ディスクを入れ

ます。

３ パソコンの電源を入れ、フロッピーディスクからパソコンを起動しま

す。

４ しばらくすると、下記の画面が表示されます。

各メニューの内容については次ページ以降を参照してください。

   《PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよびDOS/Vﾏｼﾝの場合》       《PC-9821ｼﾘｰｽﾞの場合》
    

１ 各メニューの処理を終了してベースメニューに戻ります。

２ フロッピーディスクドライブから「サポートソフト」を抜きます。

３ そのまま、リセットボタン等でパソコンを再起動してください。

ユーティリティの起動・終了方法

起動するには

終了するには

BASE MENU

　Disk Utility
　Update BIOS Code
　Backup Support Disk
　Invoke Configuration Menu
　Change to Kana-Mode

↑↓：Move  ENTER：Select

ベースメニュー

　ディスクユーティリティ
　BIOSのアップデート
　マルチベンダパラメータ
　サポートディスクのバックアップ
　設定メニューの呼び出し

↑↓：選択  RETURN：決定



１８５

ディスクユーティリティでは、以下の処理が行えます。

※ 設定メニュー（【付録２】(160ページ参照））で

   本ボードのBIOSを使用しない設定にしている場合、このユーティリティは使用できません。

処理項目
()内はPC-9821シリーズでの項目名

概  要

Verify Disk Data

（ディスクデータのベリファイ）
接続したSCSI機器の動作確認（ディスクのエ

ラーチェック）を行います。

Erase Disk Data

（ディスクデータの消去）
接続したSCSI機器のディスクデータの消去を行

います。

Physical Format

（物理フォーマット）
接続したSCSI機器の物理フォーマットを行いま

す。

「Erase Disk Data」（ディスクデータの消去）及び「Physical Format」（物理フォー

マット）を行うと、ハードディスクのデータはすべて消去されてしまいます。

必ず SCSI-ID 番号を確認してから、実行してください。

注意！

ディスクユーティリティ



ディスクユーティリティ

１８６

１ ユーティリティを起動（表示）させます。（174ページ参照）

２ [↑][↓]キーで「Disk Utility」（ディスクユーティリティ）にカーソルを

合わせ、キーを押します。

３ しばらくすると接続済みのSCSI機器が表示されます。

                   （PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよびDOS/Vﾏｼﾝでの表示例）

４ [↑][↓]キーで処理を行いたいSCSI機器に移動し、

キーを押します。

必ず、SCSI-ID番号を確認し、間違えないように選択してください。

※「Vender」や「Product」は必ずしも販売元や製品名とは一致しません。

･「Verify Disk Data」（ディスクデータのベリファイ）は、デバイス選択画面の「Type」の欄に

　表示されるデバイスタイプが｢HD｣,｢WO｣,｢CD｣または｢MO｣に該当するデバイスでなけれ

　ば選択できません。

･「Erase Disk Data」（ディスクデータの消去）及び「Physical Format」 （物理フォーマット）は、

　デバイス選択画面の「Type」の欄に表示されるデバイスタイプが｢HD｣または｢MO｣に該当

　するデバイスでなければ選択できません。

５ [↑][↓]キーで処理を行いたい項目に移動し、

キーを押すと、処理を開始します。

          （PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよびDOS/Vﾏｼﾝでの表示例）

注意！

Disk Utility

HA  ID  LUN  Type  Vendor          Product        Rev.

 0  00   0     HD   IBM           DPES-31080    S31Q
 1  01   0  R-MO   FUJITSU       M2513A        0900
 2  06   0     HD   IBM           DPES-31080    S31Q

↑↓：Move  Enter：Select  Esc:End

Disk Utility

Verify Disk Data
Erase Disk Data
Physical Format

↑↓：Move  ENTER：Select  ESC:Abort



ディスクユーティリティ

１８７

処理項目

()内はPC-9821シリーズ

の項目名

処理の詳細

Verify Disk Data

（ディスクデータの

ベリファイ）

ディスクのエラーチェックを開始します。

途中[ESC]キーで中止しても問題ありません。エラーがあった場

合はそのセクタを代替するかどうか確認しますので、処理を選

択してください。

エラーの状態によっては、代替を指定するとデータが失われ

る場合があります。

Erase Disk Data

（ディスクデータの

消去）

実行確認画面となります。

ディスクデータを消去したいハードディスクのアクセスランプ

が点灯し、他のハードディスクのアクセスランプがすべて消灯

していることを確認してください。

確認できたら、「Start」（実行）を選ぶと、ディスク消去を開

始します。途中[ESC]キーで中止しても問題ありません。

アクセスランプが点灯していない場合は[ESC]キーを押して、

ハードディスクを再選択します。

Physical Format

（物理フォーマット）

実行確認画面となります。

物理フォーマットしたいハードディスクのアクセスランプが点

灯し、他のハードディスクのアクセスランプがすべて消灯して

いることを確認してください。

確認できたら、「Start」（実行）を選ぶと、物理フォーマット

を開始します。

アクセスランプが点灯していない場合は[ESC]キーを押して、

ハードディスクを再選択します。

フォーマット中は絶対パソコンの電源を切ったり、リセットしな

いでください。

６ 処理が終わったら、「サポートソフト」ディスクを抜き、

パソコンをリセットします。



１８８

本ボードに搭載されているフラッシュ(FLASH)メモリに、新しいBIOSファイル

を書込むことができます。

※ フラッシュメモリとは、本ボード上のBIOSが書き込まれている部品のことで、この

　　BIOSがSCSI機器を認識し、データ転送を制御しています。

弊社ホームページ上等でBIOSがバージョンアップした場合にアップデートを

行ってください。

・BIOS のアップデート中は、絶対にパソコンの電源を切ったり、リセットしないで
　ください。ボードの故障の原因となります。
・BIOS のアップデートは、LSI ロジック製 SCSI コントロールチップを使用した SCSI ボードに

　対して行います。

　他社からも同じコントロールチップを使用した SCSI ボードが販売されていますので、他社

　の SCSI ボードの BIOS を書き換えないようご注意ください。

　アップデートを行う際には、他社の SCSI ボードおよび接続している SCSI 機器は取り外し、

　本ボードのみを取り付けた状態で行うことをお薦めします。

・他社製の BIOS アップデートプログラムには、無条件にすべての LSI ロジック製 SCSI コン

　トロールチップのフラッシュメモリを書き換えるものがあります。

　LSI ロジック製 SCSI コントロールチップを使用した他社製ボードの BIOS を変更する場合

　には、必ず本ボードを PCI バススロットから取り外してください。

・ 新の BIOS ファイルは、弊社ホームページなどのオンラインで入手できるほか、郵送で

　の配布（有料）も受け付けています。

　詳細は【お問い合わせ】(225 ページ)を参照してください。

１ 新の「サポートソフト」を弊社ホームページのサポート・ライブラリ

（http://www.iodata.jp/lib/） などから入手します。

詳細は、【お問い合わせ】(225ページ)参照。

２ 現在のBIOSの必要な設定をメモします。

設定情報の形式が異なるバージョンのBIOSに書き換えを行うと、BIOSの設定内容

はすべて初期化されます。出荷時から設定を変更した場合は、先に現在のBIOSの

必要な設定をメモしておいてください。

（【付録２】(160ページ)参照）

注意！

本ボードのBIOSのアップデート(更新)



本ボードのBIOSのアップデート（更新）

１８９

３ ユーティリティを起動（表示）させます。（184ページ参照）

４ [↑][↓]キーで「Update BIOS Code」（BIOSのアップデート）にカー

ソルを合わせ、キーを押します。

５ システム内にLSIロジック製SCSIコントロールチップが複数存在し

ている場合、以下の画面が表示されます。

以下の画面が表示されない場合は、手順５に進んでください。
アップデートする本ボードを選択してください。

ボードは、画面に表示されているPCIバス･デバイス番号で確認します。

（設定メニューでの"ハードウェア情報の表示"で確認［PC98-NXシリーズおよび

　DOS/Vマシンでは[F1]キー、PC-9821シリーズでは[HELP]キーで表示］）

                 （PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよびDOS/Vﾏｼﾝでの表示例）

６ 確認画面では、現在のバージョンと選択したバージョンが表示され

ますので、それで良ければ、「Continue」（続行）を選びます。

BIOSの書き換えを開始します。

７ BIOSが正しく書込めた場合は、以下が表示されます。
サポートソフトディスクを抜き、パソコンをリセットします。

           （PC98-NXｼﾘｰｽﾞおよびDOS/Vﾏｼﾝでの表示例）

８ リセット後、BIOSの設定メニューを開き、

手順２ でメモした設定を登録し直してください。

・ファイルの内容が不正である旨のメッセージが表示された場合は、ファイルのダウンロード

　等が正しく行われていない可能性があります。

　再度手順１ に戻って、ファイルのダウンロード等から行ってください。

・入手したディスクは、バックアップをとることをお薦めします。

  （【サポートソフトのバックアップ】（6 ページ）参照）

注意！

Update BIOS Code

Select   BUS#   Device#   Board      BIOS Version

          0        11    SC-UPN       Version 2.00
          0        12    SC-U2PCI   Version 2.00

↑↓：Move  Enter:Start  Esc:Abort

Update BIOS Code

Write Complete.  Reboot your PC.



１９０

マルチベンダパラメータ機能は、本製品とは別のインターフェイスボード※で

初期化したハードディスクをそのまま再初期化せずに本製品で使用できるよう

にするためのパラメータ設定機能です。

この機能はPC-9821シリーズ用です。（PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンでは

自動認識されますので、設定する必要はありません。）

※ NEC純正インターフェイスボードとパラメータが互換でないインターフェイスボード

　（主にサードパーティ製の旧式のインターフェイスボード）

・NEC 純正及び純正とパラメータ互換のサードパーティ製インターフェイスボードを使用して

　フォーマットされたハードディスクは、そのまま使用できます。

　マルチベンダパラメータを設定する必要はありません。

・マルチベンダパラメータを設定したドライブは、Windows Me/98/95、Windows 2000 および

　Windows NT4.0/3.51 では使用できません。

・ハードディスク内に必要なデータがある場合は、必ずバックアップしてください。

　パラメータの設定及び削除を行うとハードディスク内のデータを正常にアクセスできなくな

　ります。

１ 接続したハードディスクの電源を入れます。

２ ユーティリティを起動（表示）させます。（184ページ参照）

３ [↑][↓]キーで「マルチベンダパラメータ」にカーソルを合わせ、

キーを押します。

４ 接続してあるハードディスクをチェックします。

下記のような画面が出るまでしばらくお待ちください。

（表示例）

注意！

マルチベンダパラメータ(PC-9821シリーズ用)

マルチベンダパラメータ

ID   ﾃﾞﾊﾞｲｽ名称    容量    現行容量ﾊﾟﾗﾒｰﾀ   設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

 0   DORS-32160  2063MB       16509 8  32     ---- -- ---
 1   DPES-31080  1034MB         8273 8   32     ---- -- ---

↑↓：選択  RETURN：変更  INS:自動解析  DEL:設定抹消  ESC:終了



マルチベンダパラメータ

１９１

５ 別のインターフェイスボードで初期化したハードディスクに

カーソルを合わせます。

６ ・自動解析（自動でディスクのパラメータの取得を行うこと）をする場合

         [INS]キーを押下後、手順７ へ
・標準（推奨）パラメータに戻す場合（設定パラメータを削除する場合）

         [DEL]キーを押下後、手順９ へ

７ ハードディスクのパラメータを自動解析します。

次のような画面が表示されます。確認後、キーを押します。

　　　　　（表示例）

「このディスクは標準パラメータで初期化されています」と表示された

場合は、 キーを押して手順 ４ の画面に戻り[ESC]キーを押して処理を

終了します。

８ 手順４ の画面に戻り、設定パラメータ欄に解析したパラメータが

表示されます。

９ [ESC]キーを押すと、設定の保存確認画面が表示されるので、

[保存]を選びます。「サポートソフト」ディスクを抜いて、

パソコンをリセットします。

・設定したハードディスクの該当ドライブの各パーティションの読み込みが正しく行われる

　ことを確認するまでは、ハードディスクへの書き込みを行わないでください。

・マルチベンダパラメータを設定したハードディスクを別のハードディスクにつなぎかえる場

　合は、つなぎかえる前に必ず設定したパラメータを標準パラメータに戻してください。（別の

　ハードディスクとつなぎかえても、前の設定したパラメータが有効のままになっているため、

　正しくないパラメータで動作してしまいます。）

標準（推奨）ﾊﾟﾗﾒｰﾀ：

　　NECが推奨しているパラメータ

現在のBIOSﾊﾟﾗﾒｰﾀ：

　　現在設定されているパラメータ

  （未設定の場合は標準パラメータ

　　を表示）

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ解析結果：

　自動解析したパラメータ

注意！

マルチベンダパラメータ

                  ｼﾘﾝﾀﾞ数  ﾍｯﾄﾞ数  ｾｸﾀ数
標準(推奨)ﾊﾟﾗﾒｰﾀ    8273           8      32
現在のBIOSﾊﾟﾗﾒｰﾀ   8273           8      32
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ解析結果      3360           5     126

RETURN:確認



１９２

ユーティリティ画面から設定メニューを呼び出すことができます。

１ ユーティリティを起動（表示）させます。（184ページ参照）

２ [↑][↓]キーで「Invoke Configuration Menu」（「設定メニューの呼

び出し」）にカーソルを合わせ、キーを押します。

３ [→][←]キーで「reboot」（「再起動」）にカーソルを移動し、

キーを押します。

 パソコンが再起動され、しばらくすると設定メニューが表示されます。

※設定メニューについては、170ページ以降を参照してください。

設定メニューの呼び出し



１９３

設定メニューを、かな表示モードに切り替えることができます。

１ ユーティリティを起動（表示）させます。（184ページ参照）

２ [↑][↓]キーで「Change to Kana-Mode」にカーソルを合わせ、

キーを押します。

表示されているメニューがかな表示モードに切り替わります。

かな表示モードへの切り替え
(PC98-NXシリーズ・DOS/Vマシン用)

ﾍﾞｰｽ ﾒﾆｭ-

　ﾃﾞｨｽｸ ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ
　BIOSの ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ
　ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｨｽｸの ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
　設定ﾒﾆｭｰの よびだし
　えいごﾓｰﾄﾞ に きりかえ

↑↓：選択  ENTER：決定



１９４

ここでは、Windows XPを新規にインストールする際や、Windows Me/98/95または

Windows 2000からアップグレードインストールする際に、本ボード用のドライバ

のインストールについて説明します。

必要な個所をお読みください。

・お使いのパソコンで、Windows XP を使用するには、パソコンが Windows XP に対応してい

る必要があります。（パソコンによっては、BIOS のアップデートが必要な場合があります。）

事前にパソコンメーカー等から提供されている情報で注意事項や制限事項を確認してくだ

さい。その上で、本書をお読みになり、Windows XP のインストールまたは Windows XP へ

のアップグレードを行ってください。

・Windows 2000 から Windows XP へアップグレードを行う場合には、コンピュータ管理者の

アカウントでログオンする必要があります。

・ CD-ROMを使って新規インストールする場合･････････････････････････195ﾍﾟｰｼﾞ

・ Windows Me/98/95/2000/NT 4.0から新規インストールする場合 ･･････199ﾍﾟｰｼﾞ

・ Windows Me/98/95からアップグレードインストールする場合･･････････200ﾍﾟｰｼﾞ

・ Windows 2000からアップグレードインストールする場合 ･･･････････････205ﾍﾟｰｼﾞ

・ Windows NT 4.0からアップグレードインストールする場合 ･････････････206ﾍﾟｰｼﾞ

注意！



付録５　Windows XPをインストールする場合

１９５

ここでは、本ボードを取り付けた状態で、「Windows XPインストールCD」を使っ

て、Windows XPをインストールする手順について説明します。

　　　　・Windows XPインストールCD

１ 【付録8　接続したハードディスクやCD-ROMドライブから起動する

には】をご覧になり、CD-ROMから起動できるようにします。

２ SCSI CD-ROMドライブに「Windows XPインストールCD」をセットし

て、パソコンの電源を入れます。

⇒Windowsを起動します。

用意するもの

インストール

CD-ROMを使って新規インストールする場合



付録５　Windows XPをインストールする場合

１９６

３ 数秒間だけ下記の画面が表示されますので、

この画面が表示されている間に[F6]キーを押します。

［F6］を押しても、特に画面上の変化はありません。しばらくすると、

手順４ の画面になります。

４ しばらくするとすると、下記の画面が表示されます。

本製品のドライバソフトを読込ませるために、[S]キーを押します。

（S=Specify Additional Device）



付録５　Windows XPをインストールする場合

１９７

５ 下記の画面が表示されますので、フロッピーディスクドライブに

「サポートソフトDisk１」ディスクをセットし、キーを押します。

６ [↑][↓]キーで、「I-O DATA SC-UPN （for Windows 2000/XP）」

を選択し、キーを押します。



付録５　Windows XPをインストールする場合

１９８

７ 選択されたドライバの名称が表示されますので、

間違いがないことを確認し、キーを押します。

⇒セットアップを続行します。

８ セットアップ中に以下の画面が表示されますので、[はい]ボタンを

クリックします。

後は画面の指示に従って進めてください。

確認



付録５　Windows XPをインストールする場合

１９９

１ Windows Me/98/95またはWindows 2000/NT 4.0を起動します。

２ Windows Me/98/95またはWindows 2000/NT 4.0で本製品に接続

したCD-ROMドライブが使用できるようにします。

３ CD-ROMドライブに「Windows XPインストールCD」をセットします。

４ 画面の指示に従い、[新規インストール]を選択します。

後は画面の指示に従って進めてください。

Windows Me/98/95/2000/NT 4.0から新規インストールする場合



付録５　Windows XPをインストールする場合

２００

Windows Me/98/95からWindows XPセットアップを実行します。

　　　　・Windows XPインストールCD

１ CD-ROMドライブに「Windows XPインストールCD」をセットして、

パソコンの電源を入れます。
⇒Windowsを起動します。

２ 以下の画面が表示されますので、

[Windows XPをインストールする]の　　　をクリックします。

３ [インストールの種類]欄で[アップグレード（推奨）]を選択して、

[次へ]ボタンをクリックします。

Windows Me/98/95からアップグレードインストールする場合

クリック

②クリック

①ここをクリック

して選択

用意するもの



付録５　Windows XPをインストールする場合

２０１

４ [ライセンス契約]画面が表示されますので、[同意します]をチェック

して、[次へ]ボタンをクリックします。

５ [プロダクトキー]画面が表示されますので、

プロダクトキーを入力して、[次へ]ボタンをクリックします。

６ [アップグレードレポート]画面が表示されますので、

[ハードウェアの問題と限られた種類のソフトウェアの問題を表示

する（推奨）]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

７ [更新されたセットアップファイルの取得]画面が表示されますの

で、[いいえ、このステップをスキップしてWindowsのインストールを

続行します]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

８ 下記の画面で、[追加ファイルが必要となる可能性のあるハード

ウェア]に本製品名が表示されますが、そのまま[次へ]ボタンをク

リックします。

⇒Windows XPへのアップグレード後に本製品のドライバをインストールし

ます。

後は画面の指示に従って進めてください。

アップグレードが終了すると、Windowsを再起動します。

⇒引き続き、本製品のドライバをインストールします。次ページへお進み

ください。

クリック



付録５　Windows XPをインストールする場合

２０２

９ 再起動後、数秒間だけ下記の画面が表示されますので、

この画面が表示されている間に[F6]キーを押します。

[F6]キーを押しても画面上の変化はありません。

しばらくすると、手順９の画面になります。

10 [S]キーを押します。



付録５　Windows XPをインストールする場合

２０３

11 フロッピーディスクドライブに「サポートソフトDisk１」ディスクをセット

して、キーを押します。

12 [↑][↓]キーで[I-O DATA SC-UPN（for Windows 2000/XP）]を選

択して、キーを押します。



付録５　Windows XPをインストールする場合

２０４

13 選択されたドライバの名称が表示されますので、

間違いがないことを確認し、キーを押します。

⇒セットアップを続行します。

14 セットアップ中に以下の画面が表示されますので、[はい]ボタンを

クリックします。

⇒後は画面の指示に従って進めてください

後は、画面の指示に従って進めてください。

確認



付録５　Windows XPをインストールする場合

２０５

Windows 2000からWindows XPにアップグレードすれば使用できます。

Windows 2000からアップグレードインストールする場合



付録５　Windows XPをインストールする場合

２０６

Windows NT 4.0からWindows XPにアップグレード後、アップグレードに使用した

CD-ROMドライブにより、下記の作業を行ってください。

●本製品に接続していないCD-ROMドライブを使用した場合

１ [スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして、表示さ

れた[プロパティ]をクリックします。

２ [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]タブをクリック

します。

３ [SCSIとRAIDコントローラ]をダブルクリックし、下に表示された[SC

SIコントローラ]を右クリックして、表示された[プロパティ]をクリック

します。

４ [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックしま

す。

後はドライバのインストール手順と同様です。

以下を参照してください。

⇒【Windows XPへインストールする】の手順３ (44ページ)以降

●本製品に接続したCD-ROMドライブを使用した場合

１ CD-ROMドライブに「Windows XPインストールCD」をセットして、

パソコンを再起動します。

２ 後は196ページ手順３以降に従って進めてください。

Windows NT 4.0からアップグレードインストールする場合

③クリック
②右クリック

①ダブル

クリック



２０７

ここでは、Windows 2000を新規にインストールする際や、Windows Me/98/95また

はWindows NT 4.0からアップグレードインストールする際に、本ボード用のドラ

イバのインストールについて説明します。

必要な個所をお読みください。

・お使いのパソコンで、Windows 2000 を使用するには、パソコンが Windows 2000 に対応し

　ている必要があります。（パソコンによっては、BIOS のアップデートが必要な場合がありま

　す。）

　事前にパソコンメーカー等から提供されている情報で注意事項や制限事項を確認してくだ

　さい。

　その上で、本書をお読みになり、Windows 2000 のインストールまたは Windows 2000 への

　アップグレードを行ってください。

・Windows NT 4.0 から Windows 2000 へアップグレードを行う場合には、Administrator 権限

　でログオンする必要があります。

・ 起動ディスクを使って新規インストールする場合 ･････････････････････208ﾍﾟｰｼﾞ

・ Windows Me/98/95/NT 4.0から新規インストールする場合････････････212ﾍﾟｰｼﾞ

・ Windows Me/98/95からアップグレードインストールする場合･･････････213ﾍﾟｰｼﾞ

・ Windows NT 4.0からアップグレードインストールする場合 ･････････････217ﾍﾟｰｼﾞ

注意！



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２０８

ここでは、本ボードを取り付けた状態で、Windows 2000起動ディスクを使って、

Windows 2000をインストールする手順について説明します。

以下の手順で使用する［Windows 2000 フロッピーディスク１および２］は、Windows 2000

取扱説明書を参照して、お客様ご自身でご用意ください。

　　　　・Windows 2000起動ディスク

１ 用意した「Windows 2000 フ

ロッピーディスク 1」ディスクを

フロッピーディスクドライブに

挿入します。

起動ディスクを使って新規インストールする場合

注意！

用意するもの

インストール



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２０９

２ Windowsを起動します。

３ 数秒間だけ下記の画面が表示されますので、

この画面が表示されている間に[F6]キーを押します。

［F6］を押しても、特に画面上の変化はありません。しばらくすると、

手順４ の画面になります。



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２１０

４ 「Windows 2000フロッピーディスク」のディスク1、ディスク2の読込

みが完了すると、下記の画面が表示されます。

本製品のドライバソフトを読込ませるために、[S]キーを押します。

（S=Specify Additional Device）

５ 下記の画面が表示されたら、フロッピーディスクドライブのディスク

を「サポートソフトDisk１」ディスクと差し替えます。



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２１１

６ 下記の画面が表示されたら、[↑][↓]キーで、

「I-O DATA SC-UPN （for Windows 2000/XP）」を選択し、

キーを押します。

７ 選択されたドライバの名称が表示されますので、

間違いがないことを確認し、セットアップを続行します。

後は画面の指示に従って進めてください。



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２１２

１ Windows Me/98/95またはWindows NT 4.0を起動します。

２ Windows Me/98/95またはWindows NT 4.0で本製品に接続した

CD-ROMドライブが使用できるようにします。

３ CD-ROMドライブにWindows 2000のCD-ROMをセットします。

４ 画面の指示に従い、[新規インストール]を選択します。

後は画面の指示に従って進めてください。

Windows Me/98/95/NT 4.0から新規インストールする場合



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２１３

Windows Me/98/95からWindows 2000セットアップを実行すると、[プラグアンドプレ

イの更新されたファイルの提供]と表示され、[プラグアンドプレイデバイス]のリス

トボックスに［I-O DATA SC-UPN］と表示されます。

この状態から下記の作業を行ってください。

１ 「サポートソフト Disk１」ディスク

をフロッピーディスクドライブに

挿入します。

２ [I-O DATA SC-UPN]をクリック後、

[ファイルの提供]ボタンをクリックします。

Windows Me/98/95からアップグレードインストールする場合

①クリック

②クリック



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２１４

３ [フォルダの参照]で

[3.5インチFD]の[Win2k_xp]フォルダをクリックし、[OK]ボタンをクリッ

クします。

４ [プラグアンドプレイデバイス]のリストボックスに表示されていた

[I-O DATA SC-UPN]が削除されたことを確認します。

フロッピーディスクを取り出した後、[次へ]ボタンをクリックします。

５ Windows 2000のセットアップが続行され、途中でパソコンの再起

動が行われます。

再起動後、[Windows 2000 Setup]が実行され、デバイスドライバ

の追加を行う画面が表示されたら、[S]キーを押します。

①クリック

②クリック



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２１５

６ 以下の画面が表示されたら

「サポートソフトDisk１」ディスクを挿入し、キーを押します。

７ [I-O DATA SC-UPN（for Windows 2000/XP）]を選択し、

キーを押します。



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２１６

８ [I-O DATA SC-UPN（for Windows 2000/XP）]が登録された旨の

メッセージが表示されたら、キーを押します。

９ [Windows 2000 Setup]が終了すると、再度Windowsの再起動が

行われます。この時「サポートソフト」ディスクを取り出します。

10 [はい]ボタンをクリックします。

後は、表示されるメッセージに従ってWindows 2000のセットアップを

続行してください。

クリック



付録６　Windows 2000をインストールする場合

２１７

Windows NT 4.0からWindows 2000にアップグレード後、アップグレードに使用し

たCD-ROMドライブにより、下記の作業を行ってください。

●本製品に接続していないCD-ROMドライブを使用した場合

１ [マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリック

します。

２ [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]タブをクリック

します。

３ [SCSIとRAIDコントローラ]をダブルクリックし、下に表示された[SC

SIコントローラ]を右クリックして、表示された[プロパティ]をクリック

します。

４ [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックしま

す。

後はドライバのインストール手順と同様です。

以下を参照してください。

⇒【Windows 2000へインストールする】の手順３ (50ページ)以降

●本製品に接続したCD-ROMドライブを使用した場合

１ フロッピーディスクドライブに「Windows 2000フロッピーディスク１」

をセットして、パソコンを再起動します。

２ 後は209ページ手順３以降に従って進めてください。

Windows NT 4.0からアップグレードインストールする場合

③クリック
②右クリック

①ダブル

クリック



２１８

ここでは、「Windows NT 4.0起動ディスク」を使って、Windows NT 4.0を新規に

インストールする際の本ボード用のドライバのインストールについて説明します。



付録７　Windows NT 4.0をインストールする場合

２１９

　　　　・Windows NT 4.0起動ディスク

１ 用意した「Windows NT 4.0 フ

ロッピーディスク 1」ディスクを

フロッピーディスクドライブに

挿入します。

２ パソコンを起動します。

３ 起動後、［F6］キーを押します。

後は、画面の指示に従ってインストールを行ってください。

用意するもの

インストール



２２０

PC98-NXシリーズやDOS/Vマシンのうち、BBS（BIOS Boot Specification）に対応※

しているパソコンでは、本ボードに接続したSCSI機器からパソコンを起動させ

ることができます。

※ご使用のパソコンがBBS対応かどうかはパソコンメーカーにお問い合わせくだ

　さい。

次ページよりその設定方法について説明します。

次ページ以降の手順はあくまで参考の手順です。

詳細については、パソコンメーカーにお問い合わせください。

起動させるための条件：
　　・ハードディスクの場合
　　　　　①SCSIハードディスクが起動用としてフォーマット済みであること

　　　　　②次ページの手順でSCSIハードディスクの優先順位を 上位にすること

　　・CD-ROMドライブの場合
　　　　　①【付録２ ボードの設定】で「Support for bootable CD-ROM」の設定を

　　　　　　　「Enable」にしてあること（173ページ参照）

　　　　　②CD-ROMディスクが起動用のディスクであること

　　　　　③次ページの手順でSCSI CD-ROMドライブの優先順位を 上位にすること

注意！



付録８　接続したハードディスクやCD-ROMドライブから起動するには

２２１

以下の画面例はPC98-NXシリーズの場合です。

（詳細は各パソコンメーカーにお問い合わせください。）

１ パソコン本体のBIOS設定メニューを起動してください。

PC98-NXシリーズの場合：

NECロゴが表示されている間に［F2］キーを押してください。

その後、画面下部にセットアップに関する情報が表示されたら、［→］キー

を押してください。

BIOS の起動、設定について･…

　・BIOS の起動方法及び設定はご使用のパソコン本体によって異なります。詳細はパソコ

　　ン本体に付属の取扱説明書をご参照になるか、パソコンメーカーにお問い合わせくだ

　　さい。

　・BIOS 設定メニューには日本語表記のものと、英語表記のものがあります。

２ BIOS設定メニューから「起動（BOOT）」の項目を選択してください。

「起動（BOOT）」メニューに切り替わります。

３ 「起動（BOOT）」メニューから、［↑］［↓］キーで起動用としたい

機器（以下の例では「ハードディスク（Hard Drive）」）を選択し、

［Enter］キーを押してください。

（SCSI CD-ROMからシステム起動したい場合は、「SCSI CD-ROM Drives」の行で[+]

キーを押して起動優先順位を高くしてください。）

※ 設定メニューで「Support for bootable CD-ROM」の設定を

「Enable」にした場合に表示されます。（173ページ参照）

PC98-NXｼﾘｰｽﾞの場合

参考

   メイン  詳細  セキュリティ  省電力管理  起動  終了

     1.               ［取り外し可能デバイス］
     2.               ［ハードディスク］
     3.               ［ATAPI CD-ROMドライブ］
     4.               ［ネットワークブート］
     5.               ［SCSI CD-ROM Drivers］

    ＞ハードディスク
    ＞取り外し可能デバイス

         セットアップ情報画面：［使用しない］

ここで

［Enter］キーを押す

※



付録８　接続したハードディスクやCD-ROMドライブから起動するには

２２２

４ 複数選択できる場合はさらに起動用としたい機器を確認して選択し

てください。
例）以下の例は、内蔵ハードディスクを最優先（一覧の一番上）させる（内蔵ハード

　　ディスクから起動させる）例です。起動可能なドライブの一覧内で最優先にした

　　い機器を、一覧の一番上になるように設定してください。

　　（上に表示されているドライブほど優先順位が高くなります。）

【内蔵ハードディスクについて】

　　・内蔵ハードディスクは［プライマリマスタ］などで表示される場合もあります。

　　・内蔵ハードディスクが 優先でないと内蔵ハードディスクからの起動はできません。

５ 設定を保存して、パソコン本体を再起動してください。

注意！

   メイン  詳細  セキュリティ  省電力管理  起動  終了

                     ハードディスク
     1.               ［SC000 IBM DCAS-34430］
     2.               ［QUANTUM FIREBALL SE3.2A］
     3.               ［その他起動ドライブ］

① ここ(内蔵ハードディス

クのところ)でテンキー

の［＋］キーを押す

   メイン  詳細  セキュリティ  省電力管理  起動  終了

                     ハードディスク
     1.               ［QUANTUM FIREBALL SE3.2A］
     2.               ［SC000 IBM DCAS-34430］
     3.               ［その他起動ドライブ］

②内蔵ハードディスク

　が一番上になってい

　ることを確認する



２２３

転送方式 32Bit バスマスタ

SCSI

インターフェイス

Ultra SCSI対応

転送速度

最大20Mバイト/Sec

（UltraSCSIコネクタに

UltraSCSI機器のみ接続した

場合の理論値）

SCSI-ID 7　（固定）

IRQ（割り込み） PCIシステムによる自動設定

I/Oアドレス PCIシステムによる自動設定

使用温度範囲 5℃～55℃

使用電源電圧 +5V

消費電流（ 大）
+5V･･･350mA

※外部へのタームパワーは含まない

サイズ（基板寸法） 119.9Ｘ61.0mm

仕　様



付録９　仕様

２２４

●ジャンパピンについて

ｼﾞｬﾝﾊﾟﾋﾟﾝ名 設定 意味

       
ボード上のBIOSを使用する

JP1
ボード上のBIOSを使用しない

       
内蔵ターミネータ自動（ソフトウェア）制御

JP2
内蔵ターミネータを強制的に切り離す

各設定の　　　の部分は出荷時設定

ジャンパピンは変更しないでください。出荷時の状態でご使用ください。

各部の名称・機能

ＣＮ１

外付接続用D-subハーフ

ピッチ50ﾋﾟﾝ(Ultra SCSI)

ＣＮ２

内蔵接続用フラットタイプ50ﾋﾟﾝ

(Ultra SCSI)

ジャンパピン［JP1］［JP2］

出荷時設定：

注意！



２２５

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

まず、弊社ホームページをご確認ください。

それでも解決できない場合は…

・お知らせいただく事項について
サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名

2. ご使用のパソコン本体の型番

3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエ

ラーメッセージなどの内容)

お問い合わせ

①

本書【困った時には】で解決できない場合は、サポートWebページ

内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。過去にサポートセ

ンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらもご参考

ください。

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる

場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから 新の

サポートソフトをダウンロードしてお試しください。

http://www.iodata.jp/lib/ 新

サポートソフト

http://www.iodata.jp/support/
製品Ｑ＆Ａ

Newsなど

②
手紙：　〒920-8513  石川県金沢市桜田町2丁目84番地

　　　　　　　　　　アイ・オー・データ第2ビル

　　　　株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター

電話：　本社…076-260-3367　東京…03-3254-0340

　　　　※受付時間　9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

FAX： 　本社…076-260-3360　　東京…03-3254-9055

インターネット：　http://www.iodata.jp/support/



２２６

以下のケーブルはすべてハイ・インピーダンスタイプです。

《外付Narrow SCSI機器用》
型番 長さ タイプ

A50-A50 75cm SCSIｹｰﾌﾞﾙ（D-subﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ⇔D-subﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ）

A50-A50-M 50cm 同上

A50-A50-S 30cm 同上

A50-A50-SS 10cm 同上

A50-H50 75cm SCSIｹｰﾌﾞﾙ（D-subﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ⇔ｱﾝﾌｪﾉｰﾙﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ）

A50-H50-S 30cm 同上

F50-A50 75cm SCSIｹｰﾌﾞﾙ（ｱﾝﾌｪﾉｰﾙﾌﾙﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ⇔D-subﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ）

F50-H50 75cm SCSIｹｰﾌﾞﾙ（ｱﾝﾌｪﾉｰﾙﾌﾙﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ⇔ｱﾝﾌｪﾉｰﾙﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ）

TA-A50 － アクティブ・ターミネータ（D-subﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ）

TA-H50 － アクティブ・ターミネータ（ｱﾝﾌｪﾉｰﾙﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ）

AD-SC/AH － 変換コネクタ(D-subﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ⇔ｱﾝﾌｪﾉｰﾙﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ)

AD-SC/HA － 変換コネクタ(ｱﾝﾌｪﾉｰﾙﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ⇔D-subﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ50ﾋﾟﾝ)

弊社製SCSI接続ケーブル「H50-H50」は使用できません。

《内蔵Narrow SCSI機器用》
型番 長さ タイプ

FL-S50 70cm 50ﾋﾟﾝﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ

《内蔵Wide SCSI機器用》
型番 長さ タイプ

FL-S68 70cm 68ﾋﾟﾝﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ

オプション品について



２２７

修理の前に

　故障かな？と思ったときは、

　　①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。

　　②弊社サポートセンターへお問い合わせください。

　　　（225ページ【お問い合わせ】をご覧ください）

　故障と判断された場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

　本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

　●お客様が貼られたシールなどについて

　　修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。

　　その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

　●修理金額について

　　・保証期間中は、無料にて修理いたします。

　　　ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合

　　　は、有料となります。

　　　　※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

　　・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

　　　　※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる

　　　　　場合があります。

　　・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額

　　　をご案内いたします。

　　　修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。

　　　（ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡さ

　　　　せていただきます。）

修理について



修理について

２２８

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

　お送りいただく製品の製品名、ハードウェアシリアルNO. （製品に貼付されて

　います）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

　・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）

　　　※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

　・下の内容を書いたもの

　　　返送先［住所/氏名/(あれば)FAX番号］,日中にご連絡できるお電話番号, 

　　　ご使用環境（機器構成、OSなど）,故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください

　・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

　・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

　　　※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

　・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

　　　※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、

　　　　発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせてい

　　　　ただきます。

　・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

 　　　　アイ・オー・データ第2ビル

 　株式会社アイ・オー・データ機器　修理係　宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約１週間ほどで弊社より返送できます。
　　　※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。



【本書での表記】

呼び方 意  味

SC-UPCIシリーズ SC-UPN, SC-UPCI, SC-UWPCI, SC-UPCIN, SC-UPCIB, SC-UWPCIB,
SC-UPCINB, SC-U2PCI, SC-U2PS, SC-UPU2の総称

Windows Me Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System

Windows 98 Microsoft® Windows® 98 Operating System、および

Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System

Windows 95 Microsoft® Windows® 95 Operating System

Windows Me/98/95 Windows Me、Windows 98およびWindows 95の総称

Windows XP Microsoft® Windows® XP Professional Operating System、および

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System

Windows 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional,ServerおよびAdvanced Server

Windows XP/2000 Windows XPおよびWindows 2000の総称

Windows NT 4.0 Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0

Windows NT 3.51 Microsoft® Windows NT® Operating System Version 3.51

Windows 3.1 Microsoft® Windows® 3.1 Operating System

Windows Windows Me/98/95、Windows XP/2000、Windows NT 4.0、

Windows NT 3.51、Windows 3.1の総称

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じら

れています。

2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。

3) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承くださ

い。

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

5) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できる

ものとします。

6) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。

7) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しませ

ん。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、ま

たはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。

8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、

移転、サブライセンスすることを禁止します。

9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関る設備や機器、及

び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されており

ません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、

火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御シス

テムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるよう

ご注意願います。

10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。ま

た、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、

予めご了承ください。(This product is for use only in Japan.  We bear no responsibility for any

damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and

provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

11) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。

12) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行

うことはできません。

13) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了さ

せることができるものとします。

　● I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

　● Microsoft,Windows,Windows NT,MS,MS-DOSは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。

　● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



SC-UPN 取扱説明書

2002.10.29  86484-02

発 行  株式会社アイ･オー･データ機器

〒920-8512 石川県金沢市桜田町３丁目１０番地

C  2001-2002 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.

本製品および本書は著作権法により保護されておりますので  

無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。
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