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パソコン構築 

はじめに 

 マイクロコンピュータが最初に登場した頃は、一部の人の興味の対象としてしか注目されま

せんでした。また、これらの IC チップを利用してコンピュータを作るためには、CPU チップだけ

でなく、動作に必要な周辺機能を汎用のロジック IC（AND,OR NOT 等の論理回路の機能を

持つ IC）を使って回路を組む必要がありました。そのため電子回路に対する知識とこれを作る

ための技術が必要でした。 
半導体製造技術の進歩に伴い１つのチップ内に集積されるトランジスタは数千個から数千

万個へと飛躍的に拡大してきました。これに比例し、CPU チップの処理能力も増大してきまし

た。さらに、コンピュータの機能を実現するために必要な付加回路もいくつかの IC チップに集

約して集積され、わずかな IC チップによってコンピュータを構成することができるようになりまし

た。 
 これと同時にコンピュータを構成する部品の標準化および大量生産の結果、各部品の価格

が飛躍的に下がると共に特殊な技術や知識がなくても自分自身でコンピュータを組み立て、

使用する事ができるようになってきました。 
 当講座では、これらコンピュータを構成する各要素の働き、仕組み等を実際にコンピュータを

組み立てることを通じて理解を深めること、また安定してコンピュータを動作させるために必要

な知識を取得することを目的とします。 

  

１．コンピュータの構成（ハードウェア） 

1-1 コンピュータを構成する機能と実際の機器との対応 
コンピュータは右の図のように３つの重要な構成要素から成り立っています。 
これらの機能を実際の機器に対応させると次のようになります。 
・ 中央処理装置(Central Processing Unit) 

 数値化された情報の演算 
・ 主記憶装置(Memory) 

  命令、データ等の情報の記憶 
 主記憶装置は揮発性（電源の供給を絶つとデー

タが失われること）であるため、不揮発性（電源の供

給を絶ってもデータが保持されること）の補助記憶

装置と組み合わせ使用します。 
補助記憶装置には次のようなものが使われます。 
 ハ ー ド デ ィ ス ク 装 置 (Hard Disk Drive) 、 

CD-ROM 装置 
フロッピィディスク装置(Floppy Disk Drive) 

演算 

情報の記憶 

情報の入出力 
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・ 入出力装置(Input Output) 
 キーボード、マウス、ディスプレイ等で計算結果の出力、データの入力、あるいはオ

ペレータとのインターフェースをつかさどります。 

 
（１）中央処理装置 

中央処理装置（CPU）の動作の基本はメモリ上に置かれた命令を読み込み、メモリ

上に置かれた数値化された情報を取り込み、演算を行いメモリ上に書き込むことです。

すなわち、CPU の性能をあげるためには単位時間あたりに実行する命令数の増加

は当然の事ですが、メモリとＣＰＵ間のデータ転送の高

速化も必要となります。 
単位時間内に実行できる命令を増やすためには

CPU の動作を速くする必要があります。現在、大部分

の CPU はクロック（Clock）と呼ばれる同期信号を基に

動作を行います。 
動作を速くするためにはクロックを速くする。すなわち

クロックの周波数をあげることが必要となります。 
初期の CPU の動作クロックは数百 KHz 程度でしたから大体、数十μsec（10-5秒）

のスピードでした。 現在のCPUの動作速度は1GHz~3GHz以上に及びます。すな

わち nsec(10-9 秒)単位で動作します。1nsec の時間では光ですら 30cm 程度しか進

むことができないほどの短い時間です。 
また集積度の増大と動作速度の向上の要求により、当初は 4bit 単位の演算であっ

たものが、8,16,32bit と一度に演算できる情報量が増えてきました。初期の CPU チッ

プはプラスチック、またはセラミックで作られたパッケージ上に実装され、情報や電力

を供給するためのピンも 40 本程度だったのが、400 本以上のピンを有するものが当

たり前となっています。これは、扱う情報量の増加以上に電源を供給するためのピン

が増えたことによるものです。パッケージも放熱対策のため熱伝導の良い金属で覆

われています。 
消費電力についても当初数 W 程度だったものが約 10 倍以上になっています。 
しかし、チップの面積は微細加工が進んだため、あまり変わっていません。このた

め、最近のＣＰＵにおいては熱処理が重要な問題となっています。CPU に大きな放

熱板(Heat Sink)と冷却用のファンがついているのはこのためです。また、CPU を安

定して動作させるためには、定められた温度範囲内で使用する必要があります。

CPU に限らず半導体は高温になると正常な動作が行われなくなり、高温の状態を長

く続けると破壊に至る場合もあります。 

 
 

 PGAパッケージ DIP パッケージ 

 

データの
読み書き

命令の
読込 
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 （２）メモリ 
メモリも当初は数 Kbyte 程度しか実装されていませんでしたが、現在では

256Mbyte 以上実装することが当たり前になっています。これも集積度の向上の賜物

です。しかし、動作速度については CPU ほど速くなっていないのが実情です。 
いくらCPUが速くても、メモリからの命令やデータの読み出し、書き込みがCPUの

動作に間に合わなければ、CPU はメモリからデータが届くの待つしかありません。ま

た、CPU と同じ速度で動作する大容量のメモリを作成することは現状ではなかなか

難しいようです。これを解消するため、キャッシュ(cache)メモリが導入されています。 

 
・キャッシュメモリ(Cache Memory) 

通常、キャッシュメモリは CPU のチップ上に実装され、CPU のクロックと同じ速度

で動作させるため SRAM(Static Random Access Memory)のタイプのメモリで構

成されます。但し、構造上記憶容量を増やすことが困難であるため通常数

100Kbyte 多くても 1Mbyte 程度となります。 
このように高速で小容量のキャッシュメモリ、比較的低速で大容量のメインメモリと

で階層構造を成し、効率よくメモリをアクセスするように構成されています。 
キャッシュの動作概念は次の様になります。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

・メモリの種類 

 主 記 憶 と し て 使 用 さ れて い る メ モ リ は 大 き く 分 け て SDRAM(Synchronous 
Dynamic Random Access Memory)と RDRAM(Rambus Dynamic Random 
Access Memory)の２種類があります。 

使用するマザーボードによって利用できるメモリの種類が決まっています。

RDRAM は比較的高性能ですが高価なためサーバ等の機種で使用されています。

 SDRAM も近年は DDR(Double Data Rate)の形式のものに代わってきています。

これは従来の SDR(Single Data Rate) SDRAM に対して２倍のデータ転送能力を

持つものです。 
DDR メモリよりもより高速動作ができる新しい規格 DDRⅡに対応したメモリもありま

す。 

キャッシュメモリ 

命令の実行  

CPU 

プログラムの
実行に即した
アクセス 

主記憶装置 

ブロック単位の
アクセス 
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 ・メモリの信頼性 

メモリには ECC（Error Check and Correct）付きのものがあります。これは、メモリ

モジュールのデータの内1bitのデータ誤りを自動的に修正し、2bit以上の誤りに対し

ても検出ができるように、データに冗長性を持たせて書き込みを行います。コンピュ

ータの信頼性を重要視するサーバ等の主記憶に採用されています。 
通常のメモリモジュールにはこの様なエラーチェックは行われていません。電源投

入時の自己診断機能により簡単な主記憶のテストが行われるだけです。 

 
  （３）補助記憶装置 

補助記憶装置には記憶媒体に磁気媒体を使用する物と半導体を使用する物があ

り、さらに読み書きできるもの、読み込みだけのものに分けられます。 
  読み書き 

     ハードディスク装置 
    フロッピィディスク装置、MO 装置 
    CD-R,DVD-R(一回のみ書込み可) 
     CD-RW，DVD-RAM，DVD-RW 
    フラッシュメモリ（半導体） 
    読み込みのみ 

     CD-ROM、DVD-ROM 装置 

 
 HDD 等の磁気媒体使用する装置は円盤状の記録媒体を回転させ、記録媒体の

表面上に同心円状にデータを記録する方法をとります。読み出し、書き込みに磁気

ヘッドまたは半導体レーザを使用します。 
主記憶装置と補助記憶装置の違いはデータ揮発性、不揮発性のほかに次のよう

な違いがあります。 
・ ブロック単位の書き込み（512byte:セクター単位 主記憶は 1byte 単位） 
・ 比較的低速なデータ転送速度（数 M～数十 Mbyte/sec） 
・ 回転待ち時間がある（磁気媒体を使用する物、数 m～数十 msec） 
・ 読み取り装置が所定の位置に移動するための待ち時間 (Seek Time) が必要 

  （磁気媒体を使用する物、数 m～数十 msec） 
・ 数十～数百 Gbyte と大容量である(フラッシュメモリを除く) 

 
 主記憶装置のアクセスタイム（データを要求してから CPU がデータを受け取るまで

の時間）が数 nsec～数十 nsec であるのに対して、これら補助記憶装置では数十

msec のオーダーになってしまいます。またフロッピィディスク装置においては数百

msec程度になってしまいます。 コンピュータを起動する場合やアプリケーションを起

動する場合はこれら補助記憶装置から必要なプログラム、データ等を読み込むことに

なります。 

回転 

前後に移動 
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DMA 
転送

主記憶装置 

補助記憶装置 

プログラム 
による転送 

(PIO) 

この時間を短縮するためには、アクセスタイムの短い（回転待ち時間の短い）機種

を選ぶ必要があるでしょう。また、補助記憶装置と主記憶装置間のデータ転送速度に

ついても同様のことが言えます。 
補助記憶装置と主記憶装置間のデータ転送は DMA

（Direct Memory Access）の方式で行われます。この方法

は、データの転送に対して CPU の介入を必要とせず、決め

られた量を補助記憶装置から直接主記憶に書き込み、また

は読み込む方式です。特にハードディスク、CD-ROM 装置

を 制 御 す る コ ン ト ロ ー ラ と の 間 で は UATA (Ultra AT 
Attachment)の規格のもとで 33MHz～133MHz のクロック

周波数で DMA によるデータ転送を行うことができます。 

 
ローカルディスクとリムーバルディスク 

  補助記憶装置にはローカルディスクとリムーバルディスクの２種類があります。 

  ローカルディスクはオペレーティングシステムが稼働中は取り外しができない補助

記憶装置であり、リムーバルディスクはオペレーティングシステムが稼働中でも取り外

しができ交換可能な補助記憶装置です。 

リムーバルディスクの代表的な物はフロッピィディスクや MO ディスクあるいは USB
接続のフラッシュメモリ、USB または IEEE1934 接続のディスク装置等があります。 

 
（４）入出力装置 
  いくらが演算高速化されても結果を伝えることができなければ意味が有りません。キー

ボード、マウス、プリンタ、RS-232-C 等の従来からある入出力装置用のコネクタに加え、

USB、サウンド機能等がマザーボード上にあらかじめ実装されています。 
   これらの入出力機器用のコネクタはマザーボードの後ろ側に実装されています。 

・キーボード・マウス 
 キーボード・マウスは PS/2 ポートに接続するものと USB ポートに接続するものとの２

種類があります。 どちらでも選択することができます。価格は PS/2 ポートに接続す

るものの方が幾分安価です。付加機能が多いものは USB 接続のものに多いようで

す。 
・プリンタ（パラレルポート） 
  主にプリンタを接続するためのポートですが後述の RS-232-C ポートをシリアルポ

ートと呼ぶのに対し、このポートは 1Byte(8bit)単位の入出力を行うためパラレルポー

トとも呼ばれ 25 ピンのコネクタがマザーボード上に実装されています。 
従来、プリンタの接続はセントロニクス I/F（プリンタの製造会社の名称を取ったイン

ターフェース規格）が標準となっていたのでこれに適合するパラレルポートが実装さ

れていますが、最近のプリンタは USB ポートも併せ持つため、USB ポートに接続す

るケースが多くなっています。 
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・RS-232-C 
  モデム等の通信機器を接続するためのポートで通常は２つのポートが実装されてい

ます。このポートは1byteのデータを１bit単位に分割してデータの入出力を行います。

そのため、シリアルポートとも呼ばれます。１bit 単位で入出力を行うため、信号線の

数（9 ピンのコネクタ）がプリンタポートよりも少なくなります。 
・グラフィックボード 
   ディスプレイに表示を行うためにはグラフィックボード(拡張ボード)が必要になりま

す。グラフィックボードは取り付け方法によって次の 3 種類があります。 
AGP (Accelerated Graphics Port)スロット用のもの 

   データ転送帯域幅が大きく高性能 
汎用の PCI スロットに実装するもの 

   通常の拡張ボードと同様のデータ転送能力しか持たない。 
   AGP スロットを持たないマザーボード等で用いられる。 

オンボードで実装しているもの 
マザーボード上のチップセット内に基本的に必要とされるグラフィックボードの機

能を集積したもの。 

  
・拡張ボード(カード) 

 拡張ボードには様々なものがあります。 
ＴＶチューナボード 

TV 放送を受信しパソコンの画面上に表示するもの（キャプチャ機能を持つも

のもある） 
ビデオキャプチャボード 

   ビデオ信号を AVI,MPEG 等の形式でコンピュータに取り込むためのもの 
インターフェイスボード 
     SCSI、UATA 等の I/F 用のもの 
     IEEE1394 ボード 
       USB2.0 ボード 
ネットワークボード 

     10/100/1000BASE ネットワークボード 
サウンド 

     デジタル入出力、サラウンド出力等を備えたものもある。 

  
  拡張ボードを利用する際に要求されるリソースには次のものがあります。 

I/O アドレス  （I/O 空間に定義された I/O 領域） 
IRQ 番号  （割り込み要求番号） 
メモリ領域アドレス (I/O 装置の記憶領域をアクセスするためのメモリ領域) 

これらのリソースは PNP（Plug aNd Play）機能によりボードを装着し、オペレーティ
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ングシステム（OS）が起動した際に自動的に調べられ、割り当てらます。但し、OS が

この機能をサポートしていない場合はリソースの競合が起こらないように手動で設定

する必要があります。 
拡張スロットのサイズも規格で決まっていますが、最も大きいフルサイズの拡張ボ

ードの場合、筐体内に収まらない場合があるので注意が必要となります。また、拡張

ボードも電力を消費するので電源容量を超えないように注意しなければなりません。 

 
１．２ マザーボード 

コンピュータを構成するための各装置を搭載または接続するためのプラットフォームとなる

基板です。マザーボードはただ単に CPU、メモリ、必要な I/O 装置のソケットがあるだけのも

のではなく、HDD、FDD などの I/O 装置を制御するのに必要な制御機構、割り込みを制御

するための PIC(Programmable Interrupt Controller)、ハードディスク装置とメモリ間のデ

ータ転送を行うための DMA(Direct Memory Access)コントローラ、拡張ボードが接続され

る AGP バス、PCI バスを制御するための機構さらには、CPU とメモリ間のアクセスを制御す

るための機構が必要になってきます。これらの機能をまとめた集積回路をチップセットと呼

びます。 
使用する CPU、メモリモジュール

の形式はチップセットによって定め

られています。このチップセットに

は PS/2 ポート、RS-232-C ポート、

プリンタポート等の基本的な入出

力機器も組み込まれています。 
マザーボードの物理的な大きさ

にもいくつかの規格があります。筐

体を選択する際は取り付けるマザ

ーボードのサイズに適合したものを

選択する必要があります。 
また、拡張用の機器を実装する

ための拡張スロットなどもマザーボ

ードによって実装されている数が

決まっています。拡張性が必要な

場合は注意が必要です。 
マザーボードの物理的な規格（大きさ、ねじの位置、拡張スロットの位置、バックパネルの

形状等）はフォームファクタと呼ばれ、IBM 社がパーソナルコンピュータ PC/AT の規格を公

表した事から規格化が進みました。現在よく使われているマザーボードのフォームファクタ

は次のようなものがあります。 
ATX 仕様  もっとも広く使われている仕様 
Micro ATX 仕様 ATX の拡張スロットを最大４本として小型化したもの 

AGP スロット 

PCI スロット 

CPU ソケット 

IDE コネクタ

FDD コネクタ

メ
モ
リ
ス
ロ
ッ
ト 

チップセット 
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 Flex ATX 仕様 Micro ATX をさらに小型化したもので拡張スロットは最大 3 本とな 
っている 

 
１．３ 電源・筐体 

コンピュータとして利用するためには、マザーボードおよび、これに接続する HDD、

CD-ROM、FDD 装置等を取り付ける入れ物である筐体と電源を供給するための電源ユニ

ットが必要となります。現在市販されている筐体の多くは電源ユニットが付属しています。

従って筐体を選ぶ際は以下の点に注意する必要が有ります。 
・ 使用するマザーボードが収まる 
・ 十分な電源供給能力を持つ 
・ 必要とする数の３インチ、５インチベイがある 
・ 通気性のよいもの 
・ 好みに合ったデザイン 

 
（１）電源ユニット 

電源ユニットも規格化され通常 ATX 電源と呼ばれ供給できる電圧の種類、電源のコネ

クタの形状等が定められています。 
通常の ATX 電源で供給される電圧は次のようになります。 

・ +12V ハードディスク等のモータ，ファン等 
・ -12V  信号線用 
・ +5V  ロジック回路用 
・ -5V  信号線用 
・ +3.3V ロジック回路用 
CPU は ATX 電源ユニットで用意されている電源以外にも 1.2~1.8V の電源を必要とし

ます。CPU チップ内部の回路はほとんどこの電源を元に動作します。これは、通常マザ

ーボード上に実装された VRM (Voltage Regulator Module)によって CPU が必要とする電

圧を調べ供給します。 
電源容量は各電圧の容量の合計となります。電圧によって使用できる電流容量に差が

あります。+12V、+5V、+3.3V などは取り出せる電流が大きくなっています。 
ハードディスクを増設する場合、拡張ボードを増設する場合あるいはメモリを増設する

際には十分な電源容量があることを確認する必要があります。通常は 300W~350W 程度

の電源容量を持つ電源であれば十分であると考えられます。 
電源容量が不足する場合は次のような症状を示す場合があります。 
・ コンピュータが突然応答しなくなる（フリーズ） 
・ リセットがかかって再起動してしまう 
・ OS が不正な動作を検知しシステムを停止する 
・ アプリケーションプログラムがエラーを起こす 
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（２）筐体内の温度 
 CPU に限らず半導体は温度が上昇すると正常な動作を行えなくなります。さらに温度が

上昇すると半導体の破壊につながります。しばらく使用するとコンピュータの動作が不安

定になる場合は CPU や筐体内の温度を調べてみる必要があります。 
通常マザーボードに搭載されている BIOS に CPU の温度、冷却ファンの動作状況をモ

ニタする機能があります。 
 筐体内の温度が極端に上昇するようであれば廃熱用のファンまたは吸気用のファンを

増設し筐体内の空気流れをスムーズにする必要があります。また、筐体内の配線はきれ

いにまとめ通風を確保するよう心がける必要があります。 

 
（３）フロントパネル 

通常筐体に次のようなスイッチ、ランプが付いています。これらのケーブルはマザーボ

ード上に接続するピンが用意されているので対応する場所に接続します。 
・ 電源スイッチ 
・ リセットスイッチ 
・ 通電ランプ 
・ ディスク・アクセスランプ 

 また最近の筐体にはフロントパネルに USB や IEEE1394 さらにはサウンド関連のコネク

タ等があらかじめ装備されているものもあります。 
マザーボード上に対応するコネクタがある場合はこれを接続して利用することができま

す。 
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2．組み立て 

以下に完成した状態を示します。 

 

2.1 筐体
きょうたい

へマザーボードの取り付け 
次の手順で組み立てを行います 
① ケースカバーを外す 
② マザーボードの取り付け 
③ CPU の取り付け 
④ メモリの取り付け 
⑤ ケース付属の LED と電源スイッチ、リセットボタンの接続 
⑥ 電源コネクタの接続 

注意事項 乾燥した季節の場合、静電気によって半導体部品が破壊されることがあ 
   るので注意が必要です。 

 
次の工具が必要です。 

プラスドライバ、ペンチ、ピンセット等 

 

CD-ROM 

フロッピーディスク 

ハードディスク 

電源ユニット 

拡張カードを固定する

スロット 
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（１）ケースカバーを外す 
 

 

 

 

 

 

 

 
マザーボードを取り付ける固定パネルの逆側のケースカバーを外します。 

           

 
（２）マザーボードの取り付け 

以下にマザーボードの付属品を示します。 
テキスト以外にクイックセットアップガイド、ユーザーガイドなどを合わせて使

用してください。

 

ケースのネジを
２箇所外します 
(ケースによって
カバーの外し方
が違います) 

ジャンパ

マザーボード 

USB ブラケット 

フラットケーブル 
（IDE 用と FDD 用）

インストールディスク ユーザガイド

クイックセットアップガイド

内蔵音源の 

入出力コネクタ

シール 

ケースの付属品 

・ 説明書 

・ カバー 

・ AC アダプタ 

・ ネジ･スペーサ 
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【ネジ】 

ミリネジ 

（間隔狭） 

インチネジ 

（間隔広） 

スペーサ 

(スタンドナ

ット)

手順：  

①ケース付属のスペーサを取り付けます。 
②マザーボードをケースの I/O パネルの穴に合う

ように置きます。 
③ケース付属のネジでマザーボードを固定します。

（ここではインチネジを使用します） 
＊マザーボードの裏面がケースやスペーサに接  

 触していないか確認してください。 

 
マザーボードは、下図のようになっています。 

   

1. CPU ソケット（2-1 (3)） 

2. メモリスロット（2-1 (4)） 

3. LED、電源スイッチ（2-1 (5)） 

4. メイン電源用のコネクタ（2-1 (6)） 

5. 補助電源用のコネクタ（2-1 (6)） 

6. IDE コネクタ（ハードディスクや

CD-ROM などのためのコネクタ）

（2-2,2-3） 

7. FDD コネクタ（フロッピーディスクの

ためのコネクタ）(2-4) 

8. PCI スロット(サウンドカードやネット

ワークカード用)（2-5） 

9. AGP スロット（グラフィックスカード

用）（2-5） 

10. PS/2 コネクタや USB コネクタなどがま

とめられたバックパネル（3）

 

ネジ止めの位置 

5

1

2

4

6

7

8

9

10

3
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（３）CPU の取り付け 
① CPU ソケットのレバーを 90～100 度まで引き起こします。 
② ソケットと CPU の向きを合わせます。 
③ CPU を水平に保ったまま、ソケットに差し込みます。 

  ＊CPU は一方向にしか取り付けられないようになっています。無理に取り付けないで

下さい。CPU のピンを折る恐れがあります。力はいりません。 
④ レバーを倒し、ソケットに引っ掛けて固定します。 
⑤ CPU クーラー（冷却ファンとヒートシンク）を取り付けます。 

＊多少、力が必要です。 
⑥ 冷却ファンの電源ケーブルをマザーボードのコネクタ（CPU_FAN）に接続します。 

 
（４）メモリの取り付け 

① ソケットの両端のレバーを外側に押し開きます。 
② メモリとソケットの刻み目の位置を合わせます。 
③ メモリをソケットに押し込みます。最後まで押し込むとレバーが元の位置に戻りロック

されます。 
  ＊メモリを外すときは、両端のレバーを同時に押し開きます。 

 
（５） ケース付属の LED と電源スイッチ、リセットボタンの接続 

  

＊電源スイッチには極性はありませんが、LED コネクタには＋/－の極性があります。 

逆さまに挿してしまうと、LED が点灯しません。 
通常、黒・白の線は－(マイナス)です。

HDD. LED
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(6)電源コネクタ、補助電源コネクタの接続 

 
電源ケーブル 

  

     

   

   

   

 

AUX 電源コネクタ（補助電源） 

今回は使用しません。 

マザーボードによっては使用するものもあります。 

ATX12V 電源コネクタ（補助電源） 

ATX 電源コネクタ（主電源） 

アクセサリ用電源コネクタ（FDD などの小型ドライブ用） 

アクセサリ用電源コネクタ（HDD、CD-ROM などのドライブ用） 

電源ケーブル 

電源ユニット



 15

2.2 FDD(フロッピーディスクドライブ)の取り付け 
FDD を３．５インチベイの専用取り付け位置に次の手順で取り付けます。 
① ドライブをケースに取り付けます。 
② 34 芯フラットケーブルを選択し、接続します。 
＊1 箇所ひねりのあるケーブルを使います。ひねってある先を FDD 側に接続します。ひ

ねってある先に接続したドライブが A ドライブとなります。途中のコネクタは B ドライブに

なります。 
＊ケーブルとコネクタの 1 番ピン(ケーブルでは赤い線側)の向きを合わせます。 

  

③ FDD 用の電源ケーブルを接続します。 

 
2.3 HDD(ハードディスクドライブ)の取り付け 

HDD を３．５インチベイに以下の手順で取り付けます。 
① 動作設定(マスター/スレーブ) 
② ドライブをケースに取り付けます。 
③ IDE ケーブルを選択し、接続します。 

 

＊IDE 用フラットケーブルは４０芯と８０芯の 2 種類あります。 
細かい方、８０芯のケーブルをハードディスクの接続に使います。 

＊ケーブルとコネクタの 1 番ピン（赤い線側）の向きを合わせます。 
＊青いコネクタはマザーボードに接続します。 
④電源ケーブルを接続します。 

マザーボードのコネクタの

1 番ピンの位置は基盤に書

かれています。ピンが無い

方が 1 番ピンなので FDD 側

もピンが無い方を 1 番ピン

にします。 

ピンが欠けている

ピンが欠けている 
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  2.4 CD-ROM の取り付け 
以下の手順で５インチベイに CD-ROM の取り付けを行います。 
① 動作設定(マスター/スレーブ) 
② ドライブをケースに取り付けます。 
③ IDE ケーブルを選択し、接続します。 
＊IDE 用フラットケーブルは４０芯と８０芯の２種類あります。 
 ４０芯のケーブルを使います。 

 ＊ケーブルとコネクタの 1 番ピンの向きを合わせます 
④ オーディオケーブルを接続します 
⑤ 電源ケーブルを接続します 

 
  2.5 拡張ボードの取り付け 

AGP スロット：グラフィックボード 
（VGA カード） 

 

 
 

PCI スロット：LAN ボード 
      （Ether カード） 

 



 17

3.電源投入 

組み上げたコンピュータに電源を投入します。その前に、筐体内部やマザーボード上に

ネジ等の金属が落ちていないか確認します。確認が終わったら次の手順で電源の投入を

行います。 
① 電源コネクタの接続を確認します。 
② クーリングファンにケーブル等が接触していないか確認します。 
③ 電源ケーブルを本体（電源ユニット）に接続します。 
④ 電源ユニットのスイッチを確認します。 

 
⑤ 100V のコンセントに接続します。 
⑥ マザーボード上ににある通電を示す LED が点灯しているのを確認します。 
⑦ ディスプレイ、マウス、キーボードを接続します。 

 
（１）ケースの背面 
 

 
 
 
 

AC 

 

PS/2 

USB 

RS-232-C 

シリアルポート 

パラレルポート 

Game/Midi 

 

VGA 

 115V：日本 

230V：海外 
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（２）筐体の電源スイッチを入れます。 
① 電源ユニット、CPU のクーリングファンが回転するのを確認します 

  回転しない場合のチェックポイント 
  ・電源ユニットのスイッチは ON になっているか確認してください。 
  ・電源ケーブルは電源コンセントに接続されているか確認してください。 
  ・POWER SW は正しく接続されているか確認してください。 

＊ 万が一、異臭(焦げ臭い)や異音(放電する音など)がする場合は速やかにコンセ

ントを抜き、各接続を再確認します。 
② フロントパネルの各ランプが点灯するのを確認します。 

 ・POWER ランプが点灯しない場合 
 POWER LED の極性を変えてください。 

③ HDD,CD-ROM を認識する際、IDE のアクセスランプが点灯するのを確認します。 
 ・IDE のアクセスランプが点灯しない場合。 
  IDE のアクセスランプの極性を変えます。 
  HDD、IDE の接続ケーブル、電源コネクタの状態をチェックします。 
④ リセットボタンを押し、電源投入時と同様の動作をすることを確認します。 

 ・リセットボタンを押してもリセット動作をしない場合。 
  RESET SW の接続を確認します。 

 

４．ソフトウェアの構成 

４．１ BIOS とは 
BIOS とは（Basic Input Output System）の略で 「バイオス」 と読みます。BIOS

は、マザーボード上に搭載されたパソコンを動作させるための基本的なプログラムの

ことで、データ入出力の制御や管理をします。BIOS のプログラムは、パソコンの起動、

ビープ音、メモリチェックなどを行います。 また、BIOS は ROM の中に格納されてい

るため、ソフトウェアとハードウェアの両面性を持っています。そのため、ファームウェ

アと呼ばれています。 

 
４．２ BIOS のセットアップ 

電源投入後、システムはパワーオンテスト（CPU やメモリ等が正しく認識されている

かどうか）を実行します。テスト中はビープ音がなったり、画面にメッセージが表示さ

れたりします。画面にエラーメッセージが表示された場合はマニュアルの指示に従っ

て解決してください。30 秒たっても画面に何も表示されない時はテストに失敗してい

ますので、コネクタの接続やジャンパを再度確認してください。 
キーボードの操作によりマザーボードの設定を行う事ができます。（BIOS 設定の起

動方法は対象マザーボードにより異なります）パワーオンテスト実行中に表示された

キーを押し続けると BIOS のセットアップが起動します。（添付のマニュアル参照） 
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 起動すると以下のような画面が表示されます。 

BIOS 画面の上部には以下の５種類のメニューがあります。(BIOS の種類により違いはあ

りますがほぼ同様な設定を行うようになっています) 

 
  Main 基本的なシステムの設定と変更 
  Advanced 詳細なシステムの設定と変更 
  Power 電源管理・省電力の設定と変更 
  Boot 起動デバイスの設定 
  Exit   設定の保存方法についてとセットアップの終了 

 
 主に設定値として出てくる言葉は以下のとおりです。 
  Auto 自動設定 
   Disabled 無効 
   Enabled 有効 

 
（１）設定しなければならない項目 
 日付、時刻 
  （Main メニュー → System Time、System Date） 
  製造された国の標準時をもとに設定されています。 

 
 FDD ２モード、３モードの切り換え 
  （Main メニュー → Floppy 3 Mode Support） 
  1.2MB のフロッピーディスクを読み書きする場合に設定します。 
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 Boot デバイスの検索順序の設定 
  （Boot メニュー → Boot Sequence） 
  CD-ROM を HDD より先に参照するようにしておきます。 

4 種類（Removable Devices, IDE Hard Drive, ATAPI CD-ROM, Other 
BOOT Device Select）の起動デバイスを選択できます。 

起動順は、A(FDD) – CD-ROM – C(HDD) にしておく。デフォルトのままで

は OS のインストールに不都合が起こります。 

 
 

これ以外は概ね設定値を変更する必要は無く、BIOS が認識した I/O 装置およびそ

のパラメータで動作可能です。 

 
 注意事項 
   BIOS を設定するためには以下のハードウェアが必要です。 
 グラフィックカード  （画面に表示） 
 キーボード （PS/2、USB） （キーボードより設定を行う） 
 これらを BIOS が認識できない場合は設定すらできません。 

 
 確認事項 
   BIOS 設定画面では以下のことが確認できます。 
  CPU の形式、動作クロック 
  メモリの容量、動作クロック 
  HDD の型番 
  CD-ROM の型番 
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  これらが正しく認識されていれば OS のインストールを行うことができます。 

 
BIOS の設定後は設定を保存してプログラムを終了します。再起動後に設定内容

が有効になります。 
 

 

CPU のグレードアップや OS のバージョンアップ等をすると現在の BIOS が対応しな

くなる場合があります。その場合は必要に応じて BIOS のアップデートをおこないます。

（詳しいアップデート方法はマニュアルを参照してください） 

また、この作業は十分注意を払っておこなってください。アップデート中に問題が発

生したり、途中で作業を中断したりするとコンピュータが起動しなくなる恐れがあります。

もしコンピュータが起動しなくなった場合は修理が必要になります。 
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５．OS（WindowsXP professional） 

  ５．１インストール作業 
BIOS の設定を確認後オペレーティングシステム(OS)のインストール作業に移ります。 
通常、OS のインストール媒体の CD-ROM より起動し OS のインストールを開始します。 
本講座では、Windows XP Professional 版をインストールします。 

 
CD-ROM から起動できない場合は次のことを確認してください。 

・BIOS の設定で Boot デバイスの検索順序は正しいか？ 
・CD-ROM が BIOS 上で正しく認識されているか？ 
・CD-ROM 媒体が正しいものか？ 

 
インストール時に設定しなければならない項目 

・コンピュータ名 
・ロケール（地域指定） 
・ネットワークの設定 

 
 

５．２ 設定の確認 
インストールが完了するとコンピュータの再起動が行われます。再起動後にデスクトップが

表示されます。ここで、インストールの確認および未定義のドライバのインストールを行いま

す。 

 
OS のインストール後にデバイスマネージャを開き、組み込んだハードウェアが正しく認識

されていることを確認する必要があります。デバイスマネージャはハードウェアの構成を変

更したり、デバイスドライバを更新したりするときに使用するプログラムです。 
デバイスマネージャの起動方法は、まず「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパテ

ィ」を選択します。「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」を選択します。 

OS が認識しているハードウェアの一覧が、アイコンとテキストで一覧表示されます。こ

れらを操作することによって、各ハードウェアの設定を参照、変更することができます。 

正しく動作していないデバイスには黄色い「！」や赤い「×」マークが付きます。 

黄色い「！」は OS がハードウェアやデバイスドライバに起因する異常な動作を検知し、

正しく動いていないことをユーザーに警告しているマークです。また赤い「×」マークは何

らかの理由でそのハードウェアが無効にされていることを表します。 

 

（１）不明なデバイスの項目に黄色の「！」マークがある場合 

OS が発売された時よりも後に発売された装置（マザーボードを含む）は OS のインスト

ーラが正しい情報を持っていないため不明なデバイスとして認識されます。このような場
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合は正しいデバイスドライバをインストールする必要があります。 

・ マザーボードに添付の CD-ROM 等に必要なデバイスドライバ、INF 情報が納めら

れているのでマニュアルを参照しこれを適用します。 

・ グラフィックボード等 

通常、各 OS に合ったデバイスドライバが CD-ROM 等で添付されているのでマニュ

アルを参照して正しい物にします。 

場合によっては、製造元のホームページから適切なドライバを取得し更新します。 

 

最終的にデバイスマネージャの表示から黄色い「！」や赤い「×」マークがなくなるように

します。 

 

（２）OS のアップデート 

OS も日々、不具合や脆弱性が発見されそれに対応した修正コードが発表されてい

ます。累積された修正コードや新しい機能をまとめて適用できる物を Service Pack と言

う名称でリリースされます。 

アプリケーションプログラムをインストールする前に、セキュリティ関連の修正コードを

あらかじめ適用しておくこと必要があります。 

 

（３）OS の動作が不安定な場合 

・ しばらく使用しているとストールする 

筐体内の温度が上昇していないか？ 

CPU の放熱は十分か？ 

マザーボードには CPU、マザーボードの温度、電源電圧を確認する機能があ

のでこれを調べます。 

・ 時々ストールする 

メモリの不良または電源の容量不足の場合があります。 
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・ 特定のアプリケーションを動かすとストールする 

使用しているアプリケーションに対して修正情報が無いか確認をします。 

グラフィックス関連のアプリケーションであればグラフィックカードのド

ライバを調査します。 
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6.用語集 

  メモリ関連 
DIMM (Dual Inline Memory Module) 
 → SIMM(Single Inline Memory Module) 

 
DRAM (Dynamic Random Access Memory) 

集積回路内のコンデンサ内の電荷の状態によって情報を記憶する形式のメモリ。情

報を保持するためにリフレッシュ動作が必要。 
 →SRAM(Static Random Access Memory)  リフレッシュ動作不要 
 →ROM(Read Only Memory)  読み込みのみ 

 
SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) 
 クロック信号に同期してデータの読み出し、書き込みを行う事ができる DRAM。 

 
RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Mmemory) 

RAMBUS 技術を用いたメモリ。このメモリを使用して作られたメモリモジュールを

RIMM と呼ぶ。 

 
SPD (Serial Presence Detect) 

シンクロナス DRAM (SDRAM) で採用されている資産識別技術でメモリのサイズと

速度を CPU 側から調べることができる、これによって基準に満たないモジュールを拒

否する事や、最適な動作パラメータを自動的に設定できる。 

 
ECC (Error Check and Correction) 

誤り制御の方式の一つ。ECC メモリは 1 ビットのメモリ エラーを訂正し、2 ビット以上

のエラーを検出できるもの。信頼性が要求される用途に使用される。 

 
パリティチェック (Parity check) 

データを書き込む際にデータのビットが１である数が常に偶数または奇数になるよう

に１ビットの情報を付加することにより１ビットの誤り検出する誤り制御。 

 
  ハードディスク関連 

SCSI (Small Computer System Interface) 
ディスクドライブ、スキャナー、プリンタのようなデバイスをコンピュータに接続するため

の標準高速パラレルインターフェース。SCSI インターフェースは、標準のシリアルポ

ートやパラレルポートより高速なデータ転送率をもち、 (1秒間に80 MBまで)さらに、

多くのデバイスをチェーンで１つの SCSI ポートに接続することがでる。 



 26

 SCSI は ANSI の標準ですが、様々のバリエーションがあるので、全ての SCSI イン

ターフェースに互換性があるわけではない。 

 
IDE  (Integrated Drive Electronics) 

パソコンとハードディスクを接続する方式の一つ。Compaq Computer 社や Western 
Digital 社などが共同で開発した。1989 年にアメリカ規格協会(ANSI)によって「ATA」

規格として標準化された。BIOS によって直接制御できるため、SCSI などほかの方式

に比べて簡便で低コストである。しかし、同時に 2 台までしか接続することができない、

ハードディスク以外の機器を接続することができない、ハードディスクの最大容量が

528MB までに制限されている、などの弱点がある。IDE を拡張した EIDE 方式がパソ

コン用の接続方式として広く普及した。これをさらに拡張した Ultra ATA 規格の普及

も進んでいる。 

 
ATA (AT Attachment) 

1989 年にアメリカ規格協会(ANSI)によって標準化された IDE の正式な規格。最初

の ATA 規格は、最大データ転送速度は 3.3MB/秒で、1 台のハードディスクの最大

容量は 528MB まで。IDE に比べて若干の改良が加えられている。その後、EIDE を

規格化した ATA-2 と ATAPI、信頼性の向上や障害管理機能の追加を行なった

ATA-3、ATA と ATAPI を統一した ATA-4 などの規格が策定されている。 

 
UATA  (Ultra AT Attachment)  

1996 年に Quantum 社と Intel 社が発表した、パソコンとハードディスクなどの記憶装

置を接続する IDE(ATA)規格の拡張仕様。ATA-2 として規格化された EIDE の後継

仕様で、1998 年に ANSI によって ATA/ATAPI-4 として標準化された。最高データ

転送速度は 33MB/s である。Quantum 社は Ultra ATA と呼んでいるが、Intel 社は

「Ultra DMA」と呼んでおり、他にも ATA-33 とか DMA-33 などと呼ばれることもある。 
 → UATA-66,UATA-100,UATA-133 

 
ATAPI  (AT Attachment Packet Interface) 

IDE コントローラに CD-ROM ドライブなどハードディスク以外の機器を接続するため

に考案されたデータ転送方式の規格。EIDE として知られる仕様の一部をアメリカ規

格協会(ANSI)が規格化したもの。ATA と ATAPI は当初は別の規格であったが、

ATA-4 で「ATA/ATAPI-4」として統一された。 

 
  マザーボード I/O 関連 
 BUS 
  信号やデータを伝送するための回路で、複数のユニットから共用されるもの。 
      → PCI バス、AGP バス 
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 USB (Universal Serial Bus) 
パソコン用シリアル・インターフェースの仕様の一つ。マウスやキーボード、モデム等

を接続する。 
USB 接続された機器（CARD バスに接続された PCMCIA カードや IEEE1394 で

接続された機器）はシステム稼働中にも接続、接続の解除を行うことができる。 
 USB1.1 最大 12Mbps(1.5Mbyte/秒)の速度での通信が可能であり、最大 
   127 台までの機器を接続することが可能。 
 USB2.0 データ転送速度が最大 480Mbps(60MByte/秒)に向上している。 

 
IEEE1394  

IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)で決められた高速デジタ

ル・シリアル・インターフェース。最大で 63 台の機器をデイジーチェーン接続または

ツリー接続することができ、転送速度は 100Mbps、200Mbps、400Mbps が規格化さ

れている。 
 →i-Link 
AC '97 オーディオ 
 米インテル社の制定した PC 用オーディオコーデックの規格。 

 
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 

ハードウェア、オペレーティング システム、アプリケーション ソフトウェアを含め、PC
システム全般の省電力機能を統合した標準ハードウェア インターフェース。 
PC から周辺機器の電源のオン/オフが可能。また、周辺機器から PC をアクティブに

することもできる。 
 →APM (Advanced Power Manager) 

 
AGP(Accelerated Graphics Port) 

Intel が開発したテクノロジで、グラフィックス コントローラからシステム メモリへの高

い帯域幅のパスを提供する。グラフィックス コントローラは、テクスチャ マップ、ディ

スプレイ リスト、ビデオ データをレンダリング中に直接システム メモリから実行する

ことができる。これにより高速のグラフィックス パフォーマンスを実現することができ

る。 
  AGP 1X 帯域幅 266MB AGP 2X 帯域幅 533MB 

 AGP 4X 帯域幅 1.06GB AGP 8X 帯域幅 2.12GB 

 
ISA(Industry Standard Architecture) 

標準拡張スロットに搭載するための 16 ビット バスの設計仕様。データは、8MHz の

速度で、データ転送幅は 2 バイト。 
 現在では一部の産業用機器でのみ使用されている。 
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PCI(Peripheral Component Interconnect) 

1 台のコンピュータに、最高 10 個の PCI 互換拡張カードを搭載できる、Intel の 32
ビット ローカル バス仕様。64 ビットの拡張で 533MB/秒のスループットを実現するも

のもある。 

 
IRQ(Interrupt ReQuest) 

割り込み要求信号、拡張ボードまたはマザーボード上に実装された I/O 制御機構より

割り込みサービス要求を通知するための信号。チップセット内に内蔵された

PIC(Programmable Interrupt Controller)によって割り込み要求元を解析し、割り込

み処理ルーチンを起動するのに必要な制御がおこなわれる。 

 
I/O PORT 

I/O 機器を制御するために必要なデータ、I/O 機器の状態、動作命令を読み書きする

入出力用のアドレス空間で通常のメモリに対するアドレス空間とは別のもの。 
 →Memory Mapped I/O 

  
VGA(Video Graphics Array)  

1987 年に IBM 社が発表したグラフィックの表示規格です．640×480 ドットで 16 色

の表示や 320×200 ドットで 256 色が表示できる。現在では SVGA に含まれる。 

 
SVGA(Super VGA)  

VGA を基本にして、機能を拡張した規格で 640×480 ドットの 256 色表示や 800×

600 ドットの 16 色表示から、1024×768 ドット、1280×1024 の 1677 万色表示画可

能なものまで様々な表示モードがある。  

 
 LED(Light Emitting Diode) 
  発光ダイオード、電流を流すことにより発光する半導体素子。 

 
  クロック 

回路の動作を同期させるための同期信号。マザーボードには複数のクロック信号が

存在する。これらのクロックのほとんどは 33MHz の整数倍となっている。 

 
 FSB(Front Side Bus)クロック CPU、メモリが接続されるバスの動作クロックを指す。 
         66,100,133,266,300,400,533,800MHz 等 
 PCI クロック    PCI バスの動作クロック 33,66MHz 
 AGP クロック    AGP バスの動作クロック(66，133MHz) 


