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お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows用ユーティリティセットアップガイド

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ここでは、「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。

１．Windows用ユーティリティの概要 ……2ページ

Windows 用ユーティリティの概要について説明します。

２．ユーティリティをインストールする ……3ページ

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。

３．ユーティリティを使ってみる ……6ページ

ユーティリティの使用方法について説明します。

まず、弊社ホームページ上から最新のユーティリティソフ
トを入手してください。
（詳細は弊社ホームページをご覧ください。）



２

１．Windows用ユーティリティの概要

ここでは、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 参照頁

ASPI接続ビューア SCSI機器の接続を確認できます。 ７

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。
８

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。
９

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） １０

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。 １１

● Windows 3.1用のユーティリティソフト

項目 内容 参照頁

ASPI接続ビューア SCSI機器の接続を確認できます。 ７

・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、同時に「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機器が正常に接続されているかについては、各SCSI機器の取扱説明書もご覧くだ

さい。
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２．ユーティリティをインストールする

ここでは、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。

１ パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。

Windows XPの場合は、コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。

Windows 2000/NT 4.0の場合は、Administrator権限でログオンしてください。

２ 弊社ホームページからダウンロードした

「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セットします。

※お使いのOSがWindows 3.1、MS-DOS(PC-DOS)

の場合は、「サポートソフトDisk１」をセットしてくださ

い。

３ [マイコンピュータ]→[3.5インチFD]→[Setup]（または[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］をダブルクリックします。

順にダブル

クリック



４

４ [次へ]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。

インストール先のフォルダを変更する場合は、[参照]ボタンをクリック

して指定してください。

６ [次へ]ボタンをクリックします。

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。

クリック

クリック

クリック
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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 [はい]ボタンをクリックします。

⇒Windows を再起動します。

※[いいえ]ボタンを選択した場合は、Windows 再起動後に本ユーティリティを使用

できます。

クリック

クリック

クリック



６

３．ユーティリティを使ってみる

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」のみご利用できます。

ユーティリティの起動

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

を順にクリックして、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 参照頁

ASPI接続ビューア SCSI機器の接続を確認できます。 ７

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。
８

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。
９

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）
１０

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。 １１

クリック
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ASPI 接続ビューア（接続した SCSI 機器の確認）

［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。

本製品は「scupci」と表示されます。

接続したSCSI機器の

表示

本ボードの

表示



８

SC-UPCI シリーズの情報をテキストファイルに保存

［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 ［はい］ボタンをクリックします。

３ ［はい］ボタンをクリックします。

クリック
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SC-UPCI シリーズ設定ユーティリティ

［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。

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。



１０

SC-UPCI シリーズ設定ユーティリティ（上級者用モード）

［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。
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アンインストール

［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ので、

[終了]ボタンをクリックします。

４ [はい]ボタンをクリックします。

⇒Windows を再起動します。

※[いいえ]を選択した場合は、Windows 再起動後にアンインストールが完了します。

クリック

クリック

クリック


