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Copyright(C) 1997 ドッペルアルバイト, All rights reserved
MS-DOS, Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
またMS-DOS, Windowsにかかわる著作はすべて同社に帰属しますが、本書内に使用している画面等についてはユーザ操作説明にかかわるマンマシンインタフェ

ースの部分です。 
その他、本文中に記載されている会社名、製品名、ブランド名は各社の登録商標または商標です。

●ＩＤＥハードディスクの増設について

DOS/V機のIDEハードディスクの増設は、プライマリー端子に2台、セカンダリー端子に2台の合計4台まで接
続できます。ところが、FMV-D3についてはセカンダリーIDEのサポートを行っていないため、実際には最大2
台となっています。このためIDE以外のハードディスクを増やす方法としてはSCSIインタフェースカードを
実装したうえで、SCSIハードディスクを増設することとなります。最近ではIDEディスクの高性能化も顕著
であり、SCSIインタフェースも不要、かつ安価に大容量のハードディスクをつなげることができます。 
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FMV-D3以降のマシンではエンハンスドIDE(E-IDE）をサポートしていますので、528MBをこえるハードディ
スクを利用することができます。もちろん528MB以下のIDEハードディスクの利用もそのままつなげばOKです
が、現在市販されているHDDはほとんどがギガバイトオーバーの高速かつ大容量なディスクが主流となってい
ます。なお本マニュアルではE-IDEディスクを含め、これらを一般的にIDEディスクと総称します。 
《今主流のディスク》 
下記の表が現在市販されている主流品です。市販価格は純正品を除き、いずれも約20,000円(2GB)～30,000
円(3GB)～53,000円(8.4GB)前後です。HDDドライブは生ものですから最新の価格データはインターネット上
の各販売店のWebや各種雑誌の広告などを参照して下さい。 

赤字で記載されている製品はUltraATA(DMA/33)対応です。これらの製品は従来の転送モード「
PI0mode-4/DMAmode-2」とは上位互換となっていますので、UltraATA(DMA/33)をサポートしていない
パソコンであっても使用することができます。ただし、FMVシリーズの旧機種であるFMV-D3/D4、および
T/T2/C/C2などは、BIOSが4095シリンダの制限から、2.1GBを超えるHDDを認識できませんのでご注意下
さい。

メーカ名 名 称 容量 回転数
(rpm)

Seek Time buffer D3/D4
推奨

富士通純
正品

FMV-ID43G1 4.3GB 5400rpm R10ms/W12ms (128KB)? ×

FMV-ID32G2 3.2GB R10ms/W11ms ×

FMV-ID26G1 2.6GB R10ms/W12ms ×

FMV-ID17G2 1.7GB ×

FMV-ID16G2 1.6GB ○

FMV-ID12G2 1.2GB 12ms ○

富士通Ｏ
ＥＭ 

MPB3064AT 6.4GB 5400rpm R10ms/W12ms 256KB ×

MPB3052AT 5.2GB ×

MPB3043AT 4.3GB ×

MPB3032AT 3.2GB ×

MPB3021AT 2.1GB ×

MPA3052AT 5.2GB 5400rpm R10ms/W12ms 128KB ×

MPA3043AT 4.3GB ×

MPA3035AT 3.5GB ×

MPA3026AT 2.6GB ×

MPA3017AT 1.7GB ×

M1638TAU 2.5GB 5400rpm R10ms/W12ms 128KB ×

M1636TAU 1.2GB ×

M1624TAU 2.1GB ×

M1623TAU 1.7GB ×

Ｑｕａｎ
ｔｕｍ

Fireball SE 8.4AT 8.4GB 5400rpm 9.5ms 128KB ×

Fireball SE 6.4AT 6.4GB ×

Fireball SE 4.3AT 4.3GB ×

Fireball SE 3.2AT 3.2GB ×

Fireball SE 2.1AT 2.1GB ◎

Fireball ST 6480AT 6.4GB 5400rpm 10ms 128KB ×

Fireball ST 4320AT 4.3GB ×

Fireball ST 3240AT 3.2GB ×

Fireball ST 2160AT 2.1GB ◎

Fireball ST 1620AT 1.6GB ◎

Western 
Digital

Caviar AC36400 6.4GB 5400rpm 9.5ms 256KB ×

Caviar AC24300 4.3GB ×

Caviar AC12100 1.2GB ×

Caviar AC35100 5.1GB 5400rpm 11ms 256KB ×

Caviar AC34300 4.3GB ×

Caviar AC23200 3.2GB 9.5ms ×

Caviar AC34000 4.0GB 5200rpm 11.5ms 256KB ×

Caviar AC33200 3.2GB 11ms ×

Caviar AC22500 2.5GB ×

Caviar AC22000 2.0GB ◎

Caviar AC11200 1.2GB ◎

ＩＢＭ Deskstar8 DHEA-38451 8.4GB 5400rpm 9.5ms 512KB ×

Deskstar5 DHEA-36480 6.4GB ×

Deskstar5 DHEA-34330 4.3GB ×

Deskstar4 DCAA-34330 4.3GB 128KB ×

Deskstar4 DCAA-33610 3.6GB ×

Deskstar4 DCAA-32880 2.8GB ×

Ｍａｘｔ
ｏｒ

DiamondMax 88455D8 8.4GB 5200rpm 9.7ms 256KB ×

DiamondMax 87560D7 7.5GB ×

DiamondMax 86480D6 6.4GB ×

DiamondMax 85400D5 5.4GB ×

DiamondMax 84320D4 4.3GB ×

DiamondMax 83240D3 3.2GB ×

DiamondMax 82160D2 2.1GB ×

DiamondMax 81750D2 1.7GB ???

DiamondMax 87000D8 7.0GB 5200rpm 10ms 256KB ×

DiamondMax 86480D8 6.4GB ×

DiamondMax 85250D6 5.2GB ×

DiamondMax 84320D5 4.3GB ×

DiamondMax 83500D4 3.5GB ×

DiamondMax 83240D4 3.2GB ×

DiamondMax 82560D3 2.5GB ×

DiamondMax 81750D2 1.7GB ???

Ｓｅａｇ
ａｔｅ

Medalist ST38641A 7.9GB 5400rpm R10.5ms/W11.5ms 128KB ×

Medalist ST36531A 6.5GB ×

Medalist Pro ST34321A 4.3GB ×

Medalist ST32110A 2.1GB ???

(◎はFMV-D3/D4でも問題無いとされるHDD）
以上のように最近の主流は2GBが最低容量として、大きいものでは8.4GBといったものまでが登場していま
す。ところが、FMV-D3/D4などの旧機種へのHDD増設に際して、ディスクの大容量化に伴う新たな問題が発生
してしまいました。 
《FMV-D3/D4への大容量HDD、ではいったい何を選ぶか》 
ディスクの大容量化に伴う新たな問題として、FMV-D3/D4などの旧機種で、2.1GBを超えるHDDが増設できな
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いといった問題が生じました。これは本体に内蔵しているBIOSが古く、2.1GB以上を認識できないといった
問題でした。 会議室でも「Western Digital Caviar AC32500」や「Quantum FireBall3200AT」は D3に
付かないといった報告があります。最近は販売されているHDDのほとんどが2.1GBを超える大容量のものであ
り、この事をを知らずにHDDを買ってしまい、地雷を踏んでしまう結果がたびたび見受けられます。 
では、2.1GB以下ならすべて大丈夫か、と言うとそうではありません。正しくは同じ2.1GBのHDDでも4095シ
リンダを超えるHDDが動作しない対象となります。FMV-D3/D4などの旧機種ではこのシリンダ数に動作上の制
約が出てしまいます。例えば、Western Digitalの「Caviar AC22100」や、Quantumの「FireBall 
ST2160AT」はいずれもシリンダ数が4092の2.1GBのHDDですが、同じ2.1GBのHDDでありながらIBMの「
DAQA32160」はシリンダ数が4200であり、この場合はFMV-D3/D4では使用することができません。 
FMV-D5以降、最近発売の機種ではこの問題は解消されたようですが、FMV-D3/D4といった旧機種への増設で
は2.1GB以下(正しくは4095シリンダ以下）のディスクを選択しなければ動きません。これから 増設される
初心者の方は、FMV-D3/D4への接続の実績のある下記の２機種をお勧めします。このHDDは前述のとおり、シ
リンダ数が4092で、FMV-D3/D4に接続できるE-IDEとしては最大クラスのものとなっています。最近はHDDの
低価格化により1GBクラスを増設する方も減っていますし、また2.1GBのHDDとの価格差もほぼなくなったこ
とから、この際1GBなんて言わないで最大容量の2.1GBまで一気に増やしてしまいましょう。 

〔結論：FMV-D3/D4への推奨HDD〕 

メーカ名 名 称 容量 回転数(rpm) Seek Time buffer

Quantum社 FireBall SE 2.1AT 2.1GB 5400 9.5ms 128KB

Western Digital社 Caviar AC22000 2.0GB 5200 11ms 256KB

Caviar AC22100 2.1GB 5200 12ms 128KB

2.1GB-HDDのシリンダ数を一覧表として SGV03231 ままれーどさん がまとめられております。(う～ん、超
大作!!） 

FFMVのMes12-#5722からのツリーに掲載されていますので、くれぐれも地雷を踏まないようにご注意下
さい。

ちょっとシリンダのお話し
HDDの内部には磁性体を塗布した円盤が入っており、この円盤上に外側から中心に向かって同心円を描くよう
に「トラック」と呼ばれる記録領域があります。外側がトラック０、内側に向かってトラック１、トラック
２というように番号が付けられています。両面ディスクは同じトラック番号が表面と裏面に有り、これを何
枚か重ねて同心円の円筒状に管理することで、これらをまとめて「シリンダ」と言います。つまりシリンダ
は、磁気ヘッドを移動させないでいっぺんに読めるトラックの集合体のことです。 

《旧機種に2.1GBオーバーのHDDを増設するには》 
（１）メーカ純正のＢＩＯＳアップデート 

ＦＭＶ－５□□□Ｄ４については富士通が有償で提供するＢＩＯＳの純正アップデートを行うことで、
2.1GBオーバーの大容量ＨＤＤを取り付けることができた旨のレポートがありました。必要になる場合は
もっとも安全に実施する方法です。 

（２）ＢＩＯＳ騙しの導入 
旧機種にIDE接続で2.1GB以上のHDDを認識をさせるためには、俗に「BIOS騙し」と呼ばれるディスク管
理ツールを導入します。このツールには「EZ Drive」あるいは「Disk Manager」という製品がありま
す。この製品はかつて E-IDEに対応しないマシンに導入することで、528MB以上の製品を認識させるた
めに使用していました。ここにきて「2.1GB以上を認識させる」というもう一つの使われかたをするた
め、再び脚光を浴びてしまいました。歴史というものは繰り返されるものですね :-( 

Western Digitalや Quantumの HDDであれば、インターネット上の各社のサイトからこれらのBIOS騙し
ツールを入手することができますが、これ以外のメーカのHDDであれば、これらの市販の「汎用版」を入
手する必要があります。市販価格は数千円(4,000円前後）するようです。
〔インターネット上から入手できるBIOS騙し〕 
《Western Digital》 http://www.wdc.com/support/ftp/drives.html 

EZ-Drive v9.03W Ezdrive9.exe 480KB 
《Quantum》 http://support.quantum.com/menus/utilities.htm 

Ontrack Disk Manager Version:8.02 Dm802.exe 623KB 
関連情報 : DAっちゃん著 Ontrack Disk Manager V.7.04 簡単マニュアル  

（３）何とも怪しいＢＩＯＳアップデート（パワーユーザ限定） 
自力でＢＩＯＳアップデートをすることで大容量ＨＤＤを増設したレポートがＦＦＭＶのＭｅｓ１９に

有りました。過去ＬＯＧをさらってみてください。ただし初心者はこの方法は絶対に行わないでくださ
い。失敗するとパソコンが単なる鉄の箱になってしまいます。 

どうしても2.1GB以上の大容量HDDを使いたいということであれば、ＩＤＥ接続にこだわらず、素直にSCSI接
続によるHDD増設をすることをおすすめします。SCSI接続であればこの 2.1GBという制限はありません。
SCSIインタフェースも最近は低価格化しており、IDE-HDDに比べてちょっと割高になりますが、将来性を考
えて今からSCSI接続にしておくことも良いのではないでしょうか。もちろんD3にもIDE-HDDと同様、工夫す
れば本体内部への増設もできますし、また将来はMOやイメージスキャナの接続など拡張性も十分です。 

FMINFOによると、内蔵ハードディスクユニット-2.5GB(FMV-ID25G1)の技術情報として、これをサポートす
る機種に以下の機種が示されています。従って、これ以前の機種(D3あるいはD4）では上記で紹介した 
2.1GB以下の HDDを選択すればまず地雷を踏むことは無いと思いますし、これ以降の機種であればもっと大
容量の性能の良い HDDを増設できる可能性を持っています。IBMのDHEAシリーズ、QuantumのFBSEシリーズ
などは現在最高の性能が期待できると思います。 

〔FMV-ID25G1のサポート機種〕

FMV-5166D6, 5133D6, 5100D6, 5166D5, 5133D5, 
5120D5, 5100D5, 575D5, 5166DE4, 5133DE4, 
5133DE3, 5120DE3, 5100DE3, 5200T4, 5150T4, 
5166T3, 5150T3, 5133T3, 5120T3, 5100C3, 
590C3, 5120DPC, 5133DPS, 5150DPS, 5166DPT, 
5150DPT, 5133DP, 6200T3, 6150T3

《相性問題について》 
ひと昔前までは「基本のHDDと同一メーカの方が相性が良い」ということが定番でした。一時的には相性問題
もほとんど聞かなくなりましたが、ディスクの高性能化によりまたいくつかの相性問題が出てきています。
ただ、最近の相性は同一メーカという先の相性問題でなく、高性能化に起因する問題、たとえば「マザーボ
ード(BIOS/コントローラ）との相性」、さらには「IDEケーブル」なんていう問題であったりします。基本
的には上記の2.1GBの問題を除けば、増設するディスクはほぼどこのメーカのものでも問題無いと思います
が、いちおうは販売店員さんの情報やFFMV会議室などの動作確認情報をチェックした上で購入した方が良い
でしょう。特に最近では某社HDDと某社マザーとは仲が悪い、あるいは比較的短期間でお亡くなりになる某社
HDD(いずれも匿名希望）など、FMVの鬼門製品もいくつか有ります。HDDの増設はそれなりにある程度は覚悟
して望む必要があります。リスクを最小限にするためにもHDD増設前には沢山の情報を仕入れるべきです。た
だし、FFMVの会議室で過去LOGも一切読まず、いきなり「FMV-D□に使えるHDDは何？」 なんてやぼな質問す
るのはご勘弁。ちょっとLOGを逆上ればいくらでも情報は有ります。過去 LOGを充分に参照してから、わか
らない点を質問してみても遅くはないです。会議室は情報の宝箱です。 
《情報の共有について》 
過去ログに登場していない新型のディスクの増設に成功した時は、今後続く人のためにもぜひ動作確認報告(
使用機種と使用ディスク名）や増設のヒント(難しかったところ）などを会議室にアップして下さい。特に会
議室の発言はサイクリックですから999発言をもっていつの間にかこれらの実績報告が消えてしまいます。現
在、FFMVのHDD関連会議室も約2～3カ月で消えているのが現状です。これらの情報はマルチポストと違い、
何回アップされても良いものです。最近はFMV本体も4～6カ月サイクルで頻繁にモデルチェンジが行われて
いますから、全ての本体とHDDの組み合わせ条件をチェックすることは困難です。自分と同じモデル番号の本
体につく増設HDDのレポートが有ったときは誰もがうれしいはずです。これは是非、皆さんが協力しあって情
報を共有をされていくようお願いいたします。このマニュアルがフリードキュメントであるのもこのためで
す。Give-and-Takeの精神により、みんなで幸せになりましょう。もちろん新型ディスク増設の人柱となっ
た人もご愁傷サマですがよろしくお願いします。 

●データ転送方式と速度について

最近のＩＤＥディスクはデータ転送モードにUltraATA(DMA/33)、PIO-mode4 または DMA-mode2 をサポー
トしています。ここではデータ転送モードについて説明します。 
HDDのデータ転送方式には、PIO転送 (Program I/O translation) と DMA転送(Direct Memory Access 
translation)があります。PIO転送方式はCPUを介してHDDからシステムのメモリにデータ転送する方式で、
ハードウェアが簡単になるかわりにCPUの負荷が重くなります。一方、DMA転送方式はCPUを介さず直接HDDか
らデータバス(データの通る経路）を通じてシステムのメモリに直接データを転送します。これには特別にバ
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スを支配(バスマスタ）してDMA制御を行う仕組み(DMAコントローラやドライバー）が必要となりますが、
CPUの負担は軽減されます。このバスマスタDMA転送は「SCSIホストアダプタ」などのインタフェースを用い
たSCSIハードディスクに使われていたりしますが、今後は430TX、440LXを始めとするチップセットを持つマ
ザーボートにおいても、「バスマスタIDE」と称してIDEハードディスクに対するバスマスタDMA転送が標準
でサポートされていくようになります。最近のメーカ製マシンに採用されているWindows95の最新バージョ
ンであるOSR2/OSR2.1(OEM Service Release)ではこの DMA転送が標準ドライバーとしてサポートされてい
ます。 

PIO-Mode4はPIO転送方式の一種で、PCIなどの高速データバスを利用するために Enhanced IDEの高速転送
モードとして規格化されているものです。 HDDの読み出しサイクルタイムの短縮化を図り、高速データ転送
を行うものです。このため従来のATバスによるオリジナルなIDEに比べ、HDDドライブとPC間にはIORDY信号
等のフロー制御を行うことで、これらの高速転送モード(PIO-Mode3, Mode4)を実現しています。また特に
最近では430TX、440LXというチップセットを使った最新のマザーボードにおいて、さらにIDEの高速性を高
めた「UltraATA (DMA/33)」という新規格がサポートされています。最近市販されているHDDはこのDMA/33
対応のものが主流になりつつあります。 

転送モード サイクルタイム 理論上の最大転
送速度

PIO-Mode0 600ns 3.3Mbyte/sec

PIO-Mode1 383ns 5.2Mbyte/sec

PIO-Mode2 240ns 8.3Mbyte/sec

PIO-Mode3 180ns 11.1Mbyte/sec

PIO-Mode4 120ns 16.7Mbyte/sec

マルチワードDMA-Mode0 480ns 4.2Mbyte/sec

マルチワードDMA-Mode1 150ns 13.3Mbyte/sec

マルチワードDMA-Mode2 120ns 16.7Mbyte/sec

Ultra DMA/33 33.3Mbyte/sec

ただ、PIO-Mode4を使った場合、PIO-Mode0に比べ5倍の速度が得られると思われますが現実的にはそんなに
出ません。ある雑誌では2.3倍程度という調査結果も出たりしています。IDEインタフェースはケーブル長や
コネクタ分岐などの信号面でかなりシビアな品質を求められています。条件が悪い場合はPIO-Mode4を使っ
た場合に誤動作が生じることもあるそうです。このため転送モードをあえてPIO-Mode2 などに落として使う
方もいらっしゃるようです。ただ現実にシロートが使う分にはトラブっても個人の業務に与える影響は少な
いですから、PIO-Mode4を使える人はどんどん使いましょう。 
今回の増設の説明で使用するディスクは、既に販売を終了していますが、Quantum社のFireBallシリーズよ
りFireBall 1280AT(旧タイプ, 5400rpm）を使用しています。このディスクを含め、最近市場に出回ってい
るHDDのほとんどは、データ転送モードにPIO-Mode4/DMA-Mode2 をサポートしています。市販の自作用マザ
ーボードや最近発売のFMVではPIO-Mode4を標準でサポートしていますので、D3からの転用後はかなり高速な
動作が期待できます。実際にこのディスクの転送スピードですが、FMV-D3では残念ながら PIO-Mode4などの
高速転送モードをサポートしていないのでデータ転送速度は約1.6～1.9MB/S(QBENCH)となります。使用す
るCPUにもよりますが 約4～5MB/S(QBENCH)は確実です。私は既に自作機に移行していますが、実際にこの
ディスクの転用後の成績は 5.2MB/S(QBENCH)となっていました。 
一般的にディスクが大容量化、高速化すれば、データ転送速度は早くなります。たとえばディスクのトラッ
ク1周を読み取る時に、同じ回転数でも記録密度が高ければ読み取れるデータ量は多くなりますし、同じ記録
密度のディスクでも回転数が早ければより早くデータを読みとることができる訳です。一般的に新しく発売

されるHDDは高密度化が進んでいますので、常用する ドライブに性能の良いHDDを取り付けることでマシン
のパフォーマンスは格段に向上します。 
今回のHDD増設においても、FMV-D3の既設のHDDに比べ、かなり高速なディスクを増設することとなりますか
ら、今までのマスタを今回増設するディスクと入れ替えることで、マスタHDDのパフォーマンスを向上するこ
とができます。ただし、この１～２年以内に発売されたマシンでは初期搭載のディスクもかなりパフォーマ
ンスの高いディスク(FireBall 850ATなど）が装着されていることが有ります。この場合は単純にスレーブ
として増設するだけでも良いかと思います。マスタ-スレーブの入替えは後述のベンチマークテストなどで増
設するディスクのパフォーマンスを調べた上で対処しても良いでしょう。ただしスレーブとして増設してか
ら本格的にデータを書き始めてしまうと後の処置が大変になってしまいます。入れ替えるのであればなるべ
く早いうちに対処することが必要です。 

●ハードディスクの実装位置について(FMV-D3）

FMV-D3の本体カバーを開けるとCD-ROMの右側に基本実装のHDD が縦に装着されています。この位置を今回増
設するディスクにより最終的にマスタ(1台目）にしたいと思います。 
スレーブを本体に内蔵するするためには以下の方法が考えられます。 

・電源の下に設置 
電源ボックスの下の空いたスペースを利用する方法で、D3へのHDD増設の定番です。IDEケーブルは
かなり短いですが、既存のものがそのまま流用できます。この位置は固定方法が無いためビニール
テープなどで固定する方法をとります。あまりにも見事というほど寸法ピッタリのスペースです。 
この位置への設置は極めて簡単なのですが、電源ボックス直下ということもあり、放熱処理問題や
電源トランスの干渉などといった問題も囁かれています。しかし今まで電源下で問題化したという
事実は私の知る限りでは全く聞いたことがありません。 

・マスタの隣に設置 
ハードディスクを2台背中合わせに固定(テープで止めるなど）してマスタの隣に縦に設置する方法
です。既存のIDEケーブルでは長さにちょっと無理があるようで、長めのものの新規購入が必要で
す。 
この位置への設置は、電源スイッチのケーブルが邪魔になりますので、ハードディスクの固定金具
を取り外すなどをして、内部でうまく固定する処置が必要です。干渉などの問題も無く、これもD3
へのHDD増設の定番の一つです。 

・CD-ROMとの換装 
D3ではメーカの推奨する方法でマニュアルに書かれている方法です。CD-ROMと換装になりますの
で、CD-ROMをSCSI外付けの高速タイプと交換した時に利用すると良いでしょう。 
この位置は5インチベイですから、3.5インチから5インチに変換するHDDの取り付け金具(市販価格
300円～800円程度）が必要です。 

・3.5インチFDとの換装 
HDDの横幅とFDの横幅は同じです。FDの固定金具がそのまま HDDに流用できそうですが、実際には
金具ネジ穴の位置が1mmくらい届かないようです。3.5インチFDは換装となりますので、市販のFDケ
ーブルで本体外に追い出す必要が有ります。利用的な面からこの方法はあまり推奨できません。 

・CD-ROMの左側前面に設置 
CD-ROMの左側前面の空きスペースを利用した設置で、IDE ケーブル長が足りない、フルピッチ増設
カードが入らない、マザーボードとの接触を避けて固定するなど、幾多の問題を克服して設置 する
必要があり、ここまでくるとかなりのパワーユーザです。 

FMV-D4以降のマシンは2台目の指定席が準備されていますので、問題無く内蔵することができます。ただし
取り付けのためのインチネジが必要ですので、購入する事を忘れないように。 

●用意するもの

・ハードディスクドライブ 
既に販売されておりませんが、今回は Quantum社の FireBall 1280AT (旧タイプ, 5400rpm）を使用
しました。 

・電源分岐ケーブル 
D3のみ必要。D4以降では本体内蔵の予備の電源コネクタを使用します。本当に予備のコネクタが有るか
は事前に確認しておいて下さい。 

・ＩＤＥケーブル 
D3では電源下の設置であればちょっと短いですが基本的には不要です。 IDEケーブルの中間にコネクタ
が無いとか、設置する時にケーブル長が短い人に必要です。 
D4以降のマシンでは本体内蔵のものを使用します。最近はこのIDEケーブルでさえ、相性問題が生じたり
することともあります。(動かなかったらケーブルを疑え＞本日の教訓） 

・インチネジ 
D4以降の本体に4本必要。内蔵可能マシンのHDD固定用。 
日本ではISOネジ(ミリネジ)が主流で、一部にJISネジと言った程度ものしか見かけませんが、HDDの固
定にはインチネジが必要となります。(HDD取付金具を本体筐体に固定するときはミリネジを使っていた
りしますが...。) 
インチネジはHDD購入店やDOS/Vパーツショップで購入します。また一部の大型のDIY店にも有ったりし
ます。1本10～30円。10～12本位を袋詰めにして100円程度で売っているものがあればお買得です。また
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「DOS/V組立てキット」というもので、自作機組立用としてジャンパやスペーサ、ミリネジを含め各種ネ
ジ類がセットになった一生ものもあります。(1セット700～1000円位） 

・ビニールテープ 
D3のHDD固定用。もちろんD3にはインチネジは不要。突起物がひっかかる場合は絶縁用にも使用しま
す。 

・+ドライバー 
ドライバーディスクでなく単なる+のネジまわし (^^;)シッテルカ... 

・先細ペンチ(ラジオペンチ) 
IDEケーブルのコネクタ引き抜きに必要。(固いです) ジャンパの設定にも使用。これはピンセットでも
可。 

・プラスチックまたはアクリルの板 
D3に有れば便利。特に無くとも良い。HDD設置時の基盤面の保護下置用。 
※「文房具の下敷きが加工しやすくて良いと思う」(Star Bozeさんからの助言) 

・システム起動フロッピィ(メンテナンスディスク） 
増設するマスタにまだシステムがインストールされていない時にフロッピィディスクからシステムを起
動します。実際にはこの起動フロッピィから起動することを基本として、HDDの区画設定や初期化に使い
ますので、無い人は必ず事前に作っておきます。特に初期のWin95プレインストールマシンでは、機器添
付品でメンテナンスディスクと書いて ありながら中身が全く入っていないディスクも多いです。Win95
のインストールでは最初にこれを作るのが基本です。 
HDD増設の前には必ずフロッピィから起動できるかチェックしておいて下さい。またフロッピィには、
FDISK.EXE、FORMAT.COM、SYS.COMが必ず入っていることを確認しておきます。 

〔Win95起動ディスクの作り方〕
空きフロッピィ1枚とWindosws95オリジナルディスクを準備し、

「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」-「アプリケーションの追加と削除」
-「起動ディスク」-「ディスクの作成」で作成できます。

あとはＣＤ－ＲＯＭのドライバなどを現在のCONFIG.SYS、AUTOEXEX.BATを参考に追加するたけです。

・YUPDATEプログラム(オンラインフリーソフト） 
Win95でマスタとスレーブのデータ入替えを手軽に行うためのフリーソフトです。入手方法については後
述の「マスタ-スレーブ入替え」の説明の項に記述してあります。 

・システムインストールディスク 
基本的には不要。システムをまるっきり最初からインストールしなおす人。メンテナンスCD-ROM, 
MS-DOS, WINDOWS, OAK, SB16,etc.この機会に完全Win95環境に移行か...(^^;) 

・このマニュアルと黄色の蛍光ペン 
このマニュアルも文書が増えすぎて、ポイントがつかみにくくなってしまいました。要点は黄色の蛍光
ペンでマークしておきましょう。蛍光ペンはPILOTかゼブラの黄色ですよ、黄色！！ えっ？ マニュア
ル印刷用のプリンタの購入が先？ 

・作業のための広いスペース 
机の上からHDDを落とさないよう、床の上など広い場所で作業します。ただし、この広いスペースは不動
産屋さんでしか売っていません。 (お約束。(^^;) 金利も安いことですし、この際...) 

●ジャンパ(JP）設定について

HDDをマスタとして使うか、スレーブとして使うかは「ジャンパ」と呼ばれる3～5mm角のショートプラグを
使います。 
HDDの基盤面やコネクタ面に取り付けられたHDDの動作条件設定用のジャンパで、ピンとピンの間にこのプラ
グ(ジャンパピン）を差し込み、ピン間をショートすることで各種の設定を行います。ジャンパピンの設定は
HDDメーカ毎に異なります。設定方法は一般的にハードディスクドライブの表面ラベルに表記されていますの
で、購入した後で予めよく確認しておいて下さい。 

※ ＦＢＳＴシリーズのジャンパについての注意
FMV466D3の初期搭載 HDDには CFS420Aの他、Western Digital(WD)の他、Caviar AC2420があるというこ
とで、いちおうジャンパ設定を書いておきます。 CaviarAC2420が付いている人はＷＤ独自のシングル設定
に注意して下さい。2台目を付けるときは必ずマスタかスレーブのいずれかの設定に変更する必要がありま
す。シングル設定のままスレーブを接続して、HDDを認識させることができない方が良くいらっしゃいますの
で、WDご使用の方は要注意です。 

ちなみにFB1280ATやFBST2100ATのCS、CFS420AのC/Sは「Cable Select(ケーブルセレクト)」です。ケー
ブルセレクト方式は、 ATAインタフェースの28番ピン(CSEL信号）を利用してユーザがジャンパを設定しな
くともそれぞれのデバイスを自動アドレッシングする目的で規格化しているIDEの機能です。HDDを取り付け
るコネクタの位置でマスタ/スレーブが決まります。これを逆に取り付けると起動ドライブがスレーブとなり
システムが動かなくなるとか、シングル(1台だけ）接続時のコネクタ分岐の信号反射特性の問題、ひいては
ケーブルセレクト方式に対応した特別なIDEケーブルの準備が必要なことなどケーブルセレクト方式にも一長
一短があるようです。現状では HDDにマスタ/スレーブのジャンパを設定すれば済む問題ですから、 いくら
HDDがケーブルセレクト方式に対応していてもまず普及はしないでしょうね。 
と言っておきながら、実は前項で普及しないと大みえをきったケーブルセレクト方式ですが、何と最近のFMV
にこのケーブルセレクトを採用しているモデルがあるようです。(機種名は定かではありませんが..。) こ
の場合は1台目のディスクでもジャンパはマスタでなくCSに設定してあります。また、IDEケーブルも特殊な
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ものになっていますので増設の際は注意が必要です。ケーブルセレクト方式へのHDD増設は、ジャンパをCS
位置にセットしてIDEケーブルの中間の空いているコネクタにそのまま差し込めばスレーブとして認識されま
す。またそのままIDEコネクタの先端と中間のHDDを入れ替えればジャンパの位置を換えること無くマスタと
スレーブが入れ替わります。もちろん市販の標準IDEケーブルを買ってくればこのマニュアルに解説している
マスタやスレーブでの設定でも正しく動きます。 

●ディスクの区画とクラスタサイズについて

・増設したディスクはいくつかの区画に分けて使用することができます。区画を分けた場合、各ドライブの
クラスタサイズは概ね以下のとおりとなります。 

ドライブ容量 クラスタサイズ FATのタイプ

～8MB 2KB( 2,048byte) FAT12

～16MB 4KB( 4,096byte) FAT12

～128MB 2KB( 2,048byte) FAT16

～256MB 4KB( 4,096byte) FAT16

～512MB 8KB( 8,192byte) FAT16

～1GB 16KB(16,384byte) FAT16

～2GB 32KB(32,768byte) FAT16

ハードディスクは、セクタと呼ばれる512byteの記録単位を4～64個まとめて一つのクラスタを構成します。
このクラスタは、私たちが実際にディスク上で記録できる最小の記録単位(ファイル単位）となり、また、Ｆ
ＡＴ(File Allocation Table）というファイル管理システムによって、ディスク上に記録されているファ
イルの位置情報を管理しています。MS-DOS開発当初の仕様の互換性維持のため、16MBまでは12ビット
FAT(FAT12）、それ以上が16ビットFAT(FAT16）となります。ただ、先日試しにWin95で4MBのドライブを作
ったらたしかにFAT12ができましたが、4KBクラスタとなってしまいました。何故だかわかりませんが、まず
使うことが無いので今回は見逃してやることにしました。 
16ビットFATの場合、理論的にはクラスタ数は最大65525個まで使用可能のため、ハードディスクの１ドライ
ブ(１区画）あたりの最大容量は32KBクラスタとして(32KB×64K個=) 2GBまで管理することができます。最
近のマシンで2GBを越えるHDDを取り付けできる場合は１区画2GBを上限に複数の区画に分割して使用する必
要があります。 
今回使ったFB1280ATは全体で1220.59MBの容量があります。(ただし 1MB=1048576byte) したがって、
1.2GBの全容量を1区画とすると1クラスタの サイズは32768byteとなります。つまり、たった100byteのテ
キストファイルでも実際には32768byteの容量を消費してしまうことになります。 
クラスタサイズを小さくとると細かなファイルでも効率的に収容することができます。反面、ファイルサイ
ズが大きくなるとディスクのアクセス頻度が増えてしまいますので遅くなります。どのように区画を分ける
かは収容するファイルの性格と全体容量との兼ね合いで決めます。もっとも、2.1GB全部を1区画32Kbyte/ク
ラスタで使う方は、よほどHDDに余裕がある方と見受けられますが...。 
つまりクラスタは、大学ノートの1ページと考えれば良く、1ページの中身は国語と算数とでは同席できな
い。B4サイズの薄くて大きな大学ノートを選ぶか、B5サイズの厚くて小さな大学ノートを選ぶかということ
です。なにせB5サイズでは効率よく記入はできるけれど、ページをめくる量が多くてなかなか勉強がはかど
らない。 なに？ 大学ノートは買わないって？ ノートブックはFMV-BIBLOで充分だって？ ・・・そりゃ納
得！！ 
このクラスタギャップがHDDにどの程度の影響を与えるのか、一例を紹介します。細かいファイルの多い「ゼ
ンリンの電子地図」を、それぞれのクラスタサイズの記録領域を持つHDDの各ドライブに記録してみました。
各サイズでの無駄使いがどの程度出るものかがよくわかります。 

使用サイズ 無駄となった部分 指数

元の総ファイルサイズ 221.5MB - 100.0

4KBクラスタでの所要容量
8KBクラスタでの所要容量
16KBクラスタでの所要容量
32KBクラスタでの所要容量

246.2MB 
269.0MB 
311.0MB 
423.4MB

+ 24.7MB
+ 47.5MB
+ 89.5MB
+ 201.9MB

111.2
121.4
140.4
191.2

いかがでしょうか。221MBのファイルであっても、32KBクラスタに入れると、何と倍近い423MBもHDDを消費
してしまうのです。 やはり、クラスタサイズを考える時はファイルとして何を入れるかが重要な判定要素で
す。HDDの台数や容量に余裕がある場合はクラスタサイズの小さなドライブを設けることも時によっては必要
だということです。このような電子地図ではCD-ROMをHDDにCOPYすることで検索が高速化できますが、ちょ
っとインストールする先の配慮が必要です。これに対して、EPWING形式などの大きな辞書はファイル自体の
サイズが大きいですから、クラスタサイズの大きなドライブへの記録でも何ら問題はありません。（試しに
インターネットのキャッシュディレクトリを見てごらん。全体の四分の三は８ＫＢ以下のファイルだよ。） 
ところでそれぞれのクラスタサイズにおけるHDDの区画の最大値って本当は何MBなのでしょうか。具体的に
は後で述べますが、FDISKというHDDの区画を分ける作業がありますが、この時に何MBを指定すれば最大値に
なるのかちょっと試してみました。 

サイズ指定する時に、255MB(4,096バイト/クラスタ）、511MB(8,192 バイト/クラスタ)、1023MB(16,384
バイト/クラスタ)と指定した場合にそれぞれのクラスタサイズにおける最大容量とすることができます。こ
れ以上は32KBクラスタで16ビットFATの最大値である2GBまでということになります。 
この最大値も使用するＨＤＤやSCSI接続の場合などは必ずしもこのとおりにならないようです。たぶんＨＤ
Ｄ固有のスペックやドライバに依存している部分もあるようで、時として最大値が変わります。このため暗
に1023MBを指定しても32KBとして作られることがあり、実際には1019MB前後に最大値が出ることも予想され
ます。このあたりは何度かFDISKとFORMATを繰り返して最大値を求められた方が良いようです。 
ここで指定したサイズと実際に使えるサイズが違うことに気がつきましたか？。(5)では1024MBと表示され
ますが、実際には1073MBも使えるようになります。これはFMVのカタログ裏面の注意書きにも有るように、
1MBを何バイトと解釈しているかの問題です。 MS-DOSのFDISKの1MBは「1,000バイト×1,000個＝1MB」換
算値としてサイズ指定する必要が有りますが、実際の使える容量としてはあくまでも「1,024バイト×1,024
個＝1MB」となります。つまり、1MB＝1,000,000バイトと勘定するか、1MB＝1,048,576バイトと勘定するか
の違いね... (^_^;) 
MS-DOSのFDISKのサイズ指定は、10進法ライクに「1MB＝1,000バイト×1,000個」換算により 255MB, 
511MB, 1023MB と入力しますが、実際には2進法に基づく「1MB＝1,024バイト×1,024個」として 268MB, 
536MB, 1073MB が実際に使うことのできる容量となります。 
Windows 95の最新バージョンである OSR2/OSR2.1ではこの2GBの壁を破る新しいファイルシステムとして「
FAT32」と称する32ビットFATがサポートされています。このFAT32では最大2TB(テラバイト)までのファイ
ル管理や、クラスタサイズを任意に小さくとることができますが、従来の「FAT16」あるいはWindowsNTに採
用されている「NTFS」というファイルシステムからはこのFAT32を使ったドライブにアクセスしても中身を
見ることができません。メーカ製マシンでは最新のOSR2/OSR2.1を採用していても、互換性の面からHDDは
FAT16を使用してフォーマットしているケースが多いようです。FATはファイルの記録位置を管理している一
種のデータベースですから、FAT16に対しFAT32の方が大きなデータベースです。このためファイルアクセス
だけを単純に比較するとFAT16よりFAT32の方がFAT検索について幾分遅いようです。FAT32で大容量区画と
任意のクラスタサイズのサポートを取るか、互換性と気分的な高速性を取るかは皆さんの好みによります。 
私ですか？ もちろんFAT16です。だってOSR2持ってないし...。
《余談》 

96年冬モデル以降、最近発売されたFMVは2.5GB/3.2GBといった 大容量のHDDが基本搭載されていま
す。１区画の上限は2GBですから、プレインストールとしてそれぞれ 2GB+0.5GB、2GB+1.2GBと区画が
割られているそうです。 な、なんと無駄な...。私ならさっそく1023+1023+残りですな..。 

●ドライブ番号の付き方

＜ドライブ番号の付き方＞ 
(1) 基本MS-DOS領域を持つHDDに「C：」から順に付与される。 
(2) この時、複数のHDDが有る場合は <1>プライマリマスタ <2>プライマリスレーブ <3>セカンダリマ
スタ <4>セカンダリスレーブ の順に付与される。 
(3) 基本MS-DOS領域のすべてにドライブ番号を付与した後、残りのドライブに(2)の順で、続きの番号
を付与される。 
(4) いずれにしてもCD-ROMは最後のドライブ番号が付与される。 
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お勉強はこれまで。(前置きが長い＞ドッペル） 
お待たせしました。それではさっそくハードディスクの増設作業を始めましょう 

ＨＤＤの増設作業

このマニュアルを作った時のなごりとして、Windows3.1をベースにHDDの増設方法を解説していますが、ハード
増設に関する基本的なやり方は Windows95も全く同じです。 

●ＨＤＤ増設の前に

まずは増設するHDDの区画と容量を決めます。何区画に分割するか、またそれぞれの区画の容量を今まで学ん
できたことを参考に決めておきます。 σ(^_^)ドッペルの場合は、Cドライブをなるべく大きくとりたかっ
かため、16KB/クラスタでのほぼ最大値として1000MBを割り当てることとしました。 この結果、FB1280AT
は 1000MB(16KB/クラスタ×63,975個) + 221MB (4KB/クラスタ×56,380個)の2区画とします。ちなみに、
221MBのドライブはファイルの出入りが激しいワークエリア専用のディレクトリとしました。この221MBのデ
ィレクトリはフォーマット後に230MBの使用可能領域となりますので、LZHなどの圧縮ファイルの解凍や、MO
の退避領域など、常に空けておくエリアとして使用すると便利です。(と言っても1.2GBディスクの場合に限
りますけれどね...。) 
買ってきたハードディスクをすぐにも取り付けたい気持ちですが、ちょっと待って下さい。ハードディスク
が取り付けられるとシステム構成やドライブ番号が変わります。そこでハードディスク増設後のトラブルを
避けるためにも現在のWindowsの設定を予め変更しておくと後が楽です。 

●スワップファイルの設定

新しい環境でWindowsを起動した時に古い環境のスワップファイルが見つかると、「スワップファイルが壊
れている」とか「他のドライブに使えないスワップファイルが見つかった ウンヌン」というメッセージが出
て怒られてしまいます。そこでHDD増設前にはスワップファイルをとりあえず一旦「無し」に設定しておけ
ば、後でトラブルが生じません。これはマスタ-スレーブの入替えをする時に、Windowsの有るドライブが変
更となるため、今までのスワップファイルが使えなくなるものです。 このため、Win3.1/Win95ではコント
ロールパネルからスワップファイルの無効化の設定を行います。スワップファイルは本体メモリが不足の時
にHDDがメモリの代わりとして機能する連続性の記録領域を持った特殊なファイルです。マスタ-スレーブの
入替え時にこれをそのままCOPYすると、コンピュータから怒られてしまいます。スワップファイルは一旦無
しに設定して、新しい環境で作りなおすことが基本です。 
＜スワップファイルの設定を無しにする＞(Windows95） 
Windows95のスワップファイルの無効化は、「コントロールパネル」-「システム」-「パフォーマンス」-「
仮想メモリ」-「自分で設定する」-「仮想メモリを使わない」-「OK」で設定します。 再起動後にスワップ
ファイルが無効になります。ただし、システム入替えのCOPY作業終了後は必ず元に戻すことを忘れないで下
さい。 「自動設定(推奨）」を選択されている方がほとんどだと思いますが、無効化する前の設定状況はい
ちおうメモしておいて下さい。 
＜スワップファイルの設定を無しにする＞(Windows3.1) 
Windows3.1の場合は、「コントロールパネル」-「エンハンスドモード」-「スワップファイルの設定」-「
変更」-「無し」に設定し、いったんWindowsを終了させます。(必ずWindowsを終了してやることが必要です
）再度Windowsを立ち上げた時に「こわれたスワップファイルが見つかったので削除するか」というメッセ
ージが出ますので、そのまま削除して下さい。スワップファイルが「無し」に設定できていれば完了です。 

スワップファイルの変更や削除は、設定メニューで必要量を直接変更、あるいは削除をしても、Windowsが
「変更した」と言っていながら実際にはなかなか変更してくれないWindows3.1独特の有名なイモ仕様です。
変更あるいは削除のポイントはスワップファイルをいったん「無し」に設定し、Windowsを終了してやるこ
とです。 (Windows3.1のスワップファイルの変更・削除はなかなかしぶといです。何度かやっていればその
うち消えます） 
＜32ビットディスクアクセスOFFの設定＞(Windows3.1） 
「スワップファイルの設定」-「変更」の中に 

--------------------------------------------------
□BIOSを経由しないでスワップファイルを利用

--------------------------------------------------

というメニューがありますが、□の中のチェックは外しておいてください。E-IDEでWindows3.1の場合、基
本的には32ビットディスクアクセスはできません。(やる方法もあるけどね...。)

●LASTDRIVEの設定(Windows3.1）

Windows3.1の場合、CONFIG.SYSファイルにはLASTDRIVEの定義が必要です。HDD増設によりドライブ番号が
増えますので、予めエディターやメモ帳などで修正しておきます。何も指定していない時のデフォルトは「
lastdrive=E」ということで最後はＥドライブになっています。これをやっておかないとHDD増設後に、Ｅド
ライブより後ろになっているドライブ番号最後のCD-ROMがいなくなってしまい、VEA06043 純 さんのように
原因がわかるまで15分間も気を失うこととなります。 ...(^^)/ 
なお、Windows95ではこの操作は不要です。 

＜CONFIG.SYSの定義＞ 
lastdrive=Z 

または 
lastdrive=n 

(n：CD-ROMを含め、つながっている最後のドライブ番号) 
くれぐれもCD-REMにならないように... 冗談です(-_-;) 

●それでは本体をばらしますよ

買ってきたばかりのHDDを机の上から落としてお亡くなりにならないよう、作業は必ず床の上など、広い場所
で行いましょう。(不動産屋さんね...。) 
体の静電気は放出しましたか？ 本体内部の電子部品は静電気が大敵です。作業中に着ている衣服にも注意し
ましょう。 特に増設するHDDの基盤面や配線パターンには絶対に触れないで下さい。よく基盤面をわしづか
みにしている方を見かけますが、せっかく買った高価なHDDを即日昇天させてしまう原因にもなりかねませ
ん。HDDの外側カバーを持ちますが、実際に使う時点まではHDDが入っていた帯電防止袋の中に入れておいて
下さい。 
本体のばらし方、D4以降のHDD増設は、ＦＭＶ付属のユーザーズガイド、ＦＭＶ拡張計画などに書かれてい
ます。予め良く読んで理解しておいて下さい。 以下、本文はFMV-D3をベースに解説していきます。 
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FMV-D3のカバーを外したところです。マ
スタHDDのFB1280ATが縦に装着されてい
ます。マスタHDDの隣にスレーブHDDを縦
に重ねて設置することもできますが、電
源BOXから前面の電源スイッチに伸びる黒
い電源スイッチのケーブルが邪魔になっ
ています。このため私の場合は、電源BOX
の下の足場の奥をスレーブの設置場所と
しています。

横からのアップです。電源ボックスの下
に空間があります。HDD手前の黒いケーブ
ルが電源スイッチのケーブルです。 HDD
の表面ラベルにはハードディスクのマス
タ・スレーブのジャンパ設定方法や、シ
リンダ・ヘッド・セクタなどのハードデ
ィスクのパラメータ数値が書かれていま
す。

上からのアップです。マスタ
HDD(FB1280AT)は固定しているネジを外
し、右外に出しました。既存のIDEケーブ
ルは短いですが、この程度までは延びま
す。電源BOXの下にスレーブのCFS1275A
が顔を出しています。ちょうどスレーブ
のIDEコネクタとの接続部が見えます。こ
のあたりは電源スイッチケーブルや電源
ケーブル、IDEケーブルなどが束のように
なっています。ケーブル長が短いためあ
まり自由はききません。

●電源ボックスの取り外し

本体のカバーをはずしたら作業しやすいよう、いったん電源ボックスを取り外します。ACコンセントは感電
防止のため必ず抜いておきます。 

電源ボックスは、本体後ろ4ヵ所、内部2ヵ所で止められています。外したネジは紛失しないようフィルムの
プラスチックケース(本当は入れた時に音がしてネジが中心に集まるお茶碗がいいらしい）などにまとめてお
きます。 

●既存のハードディスク(マスタ）の取り外し

CD-ROMの上の取り付けネジ2ヵ所を外します。HDD取付金具の下部は差し込みになっていますので、そのまま
持ち上げれば外れます。 
IDEケーブルと電源コネクタを引き抜きます。いずれもコネクタは引き抜けば良いだけですが、ケーブルを切
断しないよう注意して下さい。コネクタが固い時はラジオペンチを使って少しずつゆっくり引き抜きます。 
ハードディスク基盤面のHDD取付金具を外します。ネジ4カ所。このHDDを止めているネジがインチネジで
す。無くさないように。 

●既存のハードディスク(マスタ）の仮設(電源下）

ここでは今はずしたHDDを電源ボックスの下に仮設する作業です。最終的にはここのHDDはスレーブとする訳
ですが、ここではまだマスタのままとして、ジャンパの位置は変更せずにそのままの状態で設置します。 な
お、ここでは後でマスタ-スレーブの入替えを前提としてこのように設置していますが、今回増設のHDDを単
にスレーブとして増設するだけであるならば、電源下をスレーブとして設置しても何ら問題ありません。D4
以降なら2台目用の指定席と本体内の予備の電源コネクタを使います。 
まずD3では、増設HDD用として電源コネクタの予備が有りませんので、買ってきた電源分岐ケーブルをつな
ぐ必要があります。 
CD-ROMに接続されている電源コネクタを外し、買ってきた二股の電源分岐ケーブルを電源側ケーブルにつな
いで、元のCD-ROMとHDDそれぞれに分岐接続します。電源コネクタは上下の形状が異なっていますので、無
理に押し込まない限り、逆向きには刺さりませんが、いちおうCD-ROMから電源コネクタを抜いた時には上下
の方向を確認しておいて下さい。 
参考ですがちなみに3.5インチFDDケーブルのコネクタには突起が無いので上下逆の接続ができてしまいま
す。もし引き抜くような場合は注意して下さい。 
今はずしたばかりの既存のHDDをIDEケーブルの中間にあるコネクタと接続します。IDEケーブルのコネクタ
は中央部の切れ込みを良く見て上下間違えないようにハードディスクドライブに差し込みます。分岐した電
源コネクタも接続します。 
また、IDEケーブルの色に注意して下さい。1番から40番までの線がありますが、1番側の配線は赤い線を使
っています。また、本体側のIDEコネクタには1番側を示す「1」とか「白い塗りマーク」で示されていま
す。この1番側はIDEケーブルに限らず、FDDケーブルなど、他のフラットケーブルでも同様です。一般的に
HDDのIDEコネクタは電源コネクタ寄りが1番ピンになります。 
FMV-D3既存のIDEケーブルでは中間にコネクタが付いていると思いますが、もしコネクタが付いていない場
合、またはケーブル長が足りない場合には、新たにIDEケーブルを購入する必要があります。 
IDEケーブルと電源コネクタの接続が終わったら、ハードディスクを電源下に仮設します。あとでマスタから
スレーブに変更しますので、まだ固定はしません。 
ハードディスクの基盤面はそのまま置いても問題無いと思いますが、端子などの突起物がある場合はショー
トしないようプラスチックやアクリルの板を敷くか、ビニールテープで絶縁しておくと良いでしょう。 
JP(ジャンパ）はマスタのままですから、電源を入れた時はここが起動ドライブとなります。IDEケーブルの
中間をマスタに使用しても何ら問題有 りません。 
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● 増設するハードディスクの取り付け(スレーブ）

買ってきたハードディスクを開封したら、まずスレーブとして動作するよう、JPを設定します。 

FB1280ATの場合、JPはHDD裏面の基盤面
に有ります。購入時はマスタの設定(DSに
刺さっている）になっていますので、ス
レーブの設定(SPに刺し替える）に変更し
て下さい。 

FB1280ATの基盤面のジャンパピンです。
ここにジャンパを刺すことでマスタ・ス
レーブの設定を行います。FB1280ATの場
合、ジャンパは基盤面に有りますが、
FMV-D3に基本実装の CFS420Aや、
CFS1275Aなどは IDEコネクタと反対側の
面に位置しています。 ジャンパの有る場
所はハードディスクドライブのメーカ毎
に異なります。

これも FB1280ATの基盤面のジャンパピ
ンの写真です。 ななめ上から俯瞰しまし
たので、ジャンパの大きさがわかると思
います。

後でスレーブからマスタに変更しますので、HDD取付金具はまだ取り付けません。 
IDEケーブルの先端のコネクタにHDDを接続します。 
電源コネクタを接続します。 
接続が終わったらハードディスクを仮置きします。ケーブル長が有るので本体右外に出しておくと良いでし
ょう。 

●ハードディスクのＢＩＯＳ認識を確認

それぞれのハードディスクにIDEケーブル、電源コネクタの接続が終わったら電源ボックスを元の位置に戻
し、ACコンセントを差し込みます。余裕があれば安全のため、本体背後のネジ１ヵ所で電源ボックスを仮止
めしておくと良いでしょう。 
電源を入れてシステム起動画面を確認します。JPの設定が正常であれば、今までのマスタからシステムが起
動され、画面上でハードディスクが自動的に認識されると思います。 
この画面は電源投入直後のいつもの一瞬表示される画面ですから、画面が流れていく前に注意深く見ていま
しょう。 
もし、起動の途中でシステムが停止するとか、HDDのアクセスが通常の起動状態と異なるなどの異常があった
場合は、速やかに電源を切断(できればアクセスランプが消灯している時に）し、JP設定を再確認するなどし
て原因を調査して下さい。 

画面ではハードディスクを認識表示しますが、実際にはドライブを初期化するまではまだ使えません。(しか
もFDISKまでは実行するものの、FORMATをしないで「動かない!」と嘆く人がよくいるんだなぁ、これが
...。） 

●ＢＩＯＳセットアップの確認

DOSプロンプトに戻ったら、いったん電源を切断したうえで再起動します。この時、DOS起動時に Ctrl + 
Alt + Esc でBIOS設定画面を出します。「Press Ctrl_Alt_Esc ～ウンヌン」の表示されている時間が短
くとも、DOSの起動途中であればいつでもBIOS設定画面に移れますので、あわてずに操作して下さい。 
BIOSの設定画面についてはFMVのマニュアル(FMV GUIDE）の中に詳細が書かれていますので、予め良く読ん
でおいて下さい。 

FMV-D3ならハードディスクを自動で認識しますので、Cylinder/Head/Sectorの表示が２台とも認識されて
いることを確認します。 
ＦＭＶでない自作機の場合などはハードディスクを自動認識しない場合があります。この時はＢＩＯＳの初
期メニューに「IDE HDD AUTO DETECTION」かそれに類するメニューがありますので、これを選択してやれ
ば自動で認識します。 
最近のハードディスクはほとんどこれで自動認識しますが、どうしても認識しない生意気なハードディスク
は、AUTOを外してディスクドライブ上に記載されているCylinder/Head/Sectorのパラメータ(ここでは
2484/16/63）を「User」としてマニュアル入力で設定します。(自作機でE-IDEなやつのモードは「LBA」で
す。) 
PageDOWNキーを押して2ページ目に移ります。 

新しいマシンで「Hard Disk Pio Mode 3 とか 4」が「Enabled」できる人はどんどんEnabledしましょ
う。(どうしてあなたはそんなにMode-2が好きなの？＞Ｄ３） 
504MBを越えるハードディスクでは「Hard Disk Size >504 MB」が「Enabled」となっていることを確認し
ます。ディスクを初期化する際に528MB以上をフオーマットできないケースは、ほとんどここの設定が誤っ
ていることが原因です。 
ESCキーを押してMenuに戻り、今度は「Power Saving Configuration」を選択します。 
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FMV-D3ではPower Management Modeを [Enabled] とした場合でも、ハードディスクはタイマーによるスタ
ンバイがきかない場合があります。例えば15分で設定しても、CONNERのCFS1275Aの場合は約2分程度でモー
ターが停止してしまいます。この場合、ここを [Disabled] に変更することでスタンバイモードには入りま
せん。モーターの立ち上がり電流のショックがハードディスクの寿命に影響するとか、パソコン通信などの
ネットワーク接続時にはスタンバイモードが好ましくないとか、更には特定のビデオカードでは画面が真っ
黒になるとかで、ノートブック機ならともかくデスクトップ機についてはほとんどメリットが有りません。
この際いっそのこと[Disabled]に変更してしまいましょう。HDDは常に停止しているか、または常に回転し
ている時が「安定状態」なのです。だいたい、ディスクにアクセスしてもすぐに反応が返ってこなければ、
私の気分の方が不安定状態になってしまう...。 
ただし最近のマシンではそのようなことは無いと思いますので、ハードディスクのモーターは止めないとし
ても電源が自動で切断できるタイプはPower Management Modeを [Enabled] としておかないとWindows95
の終了時に「電源が切れる状態になりました」とという表示が出るだけで電源が自動で切断されません。特
にハードディスクのモーターが止まるなどのトラブルが無い限りはお好みの設定で良いでしょう。 
ESCキーを押してMenuに戻り、今度は「System Security」を選択します。 

これからのハードディスクの区画設定の操作や、マスタのハードディスクにシステムが書かれていない時の
システム起動など、これからの操作はシステム起動フロッピィ(メンテナンスディスク）を使ってシステムを
起動します。「System Boot Drive」を [Drive A Then C] となっていることを確認して下さい。 
以上、BIOS設定の確認が終わったらESCキーを押してMenuに戻ります。さらにESCキーを押して「Do you 
want to save CMOS data ?」の表示が出たら<yes>を選択して設定データをSaveしておきます。 

●ＦＤＩＳＫの実行(増設したディスクの区画を割る）

ハードディスクを初期化するためには区画を割るための「FDISK」コマンドと、その区画を初期状態にする
「FORMAT」の2つのコマンドを使います。予め市販のMS-DOSマニュアルか、DOSプロンプトから「 FDISK /?
」あるいは「FORMAT /?」でコマンドの内容を読んでおきましょう。 
なお、ハードディスク増設マニュアルの別冊として「ハードディスク増設マニュアル FDISK＆FORMAT編」を
準備しています。比較的最新のＩＢＭ社 DHEA-36480(6.4GB)によりFDISKとFORMATの画面操作を解説してい
ますのでドッペルアルバイトのホームページの方から参照して下さい。 
Windows95/Windows3.1(MS-DOS6.2)とも、FDISKでHDDの区画を割る作業は全く同じです。違うところと言
えばシステムを起動するフロッピィがWindows95用かWindows3.1(MS-DOS6.2)用のものであるくらいです。
 
ではディスクの区画を割ります。いちばん最初の準備にて説明したとおり、FDISK実行前には本文前述の「
ディスクの区画とクラスタサイズについて」の章を参照し、予め何MBのドライブを作るかを考えておいて下
さい。 今回は1000MB+221MBとして解説します。 
DOSのプロンプトからFDISKを実行します。 
Win95でFDISKを実行する場合は、Win95のDOS窓でなく、システム起動フロッピィによりシステムを起動し
てからFDISKを実行して下さい。やむを得ずHDDから起動するのであれば、起動時に［F8]を押し、メニュー
の「Command Prompt Only」を選択、必ずDOSモードにて起動して下さい。 

A:¥>fdisk  
ハードディスクから起動した時は、  

Windows3.1なら C:¥>dos¥fdisk  
Windows95 なら C:¥>windows¥command¥fdisk 

２台目のハードディスクを接続した時からFDISKのメニューに「5.現在のハードディスクドライブを変更」
が追加されます。ディスクが1台の時は表示されません。 
起動した時は現在のハードディスク：1(既存のマスタ）が表示されていますので、［5］を選び、現在のハー
ドディスクを［2］(今回増設したスレーブ）に変えてやります。 

PC98から PC/AT互換機へのHDD流用など、ハードディスクをPC/AT互換機以外の他のマシンから転用する場
合は、DOSプロンプトから魔法のおまじない「FDISK /MBR」を唱えます。このおまじないは一般のマニュア
ルには書いてありませんが、ハードディスクのブートセクタ (システムの起動時に読み込まれる記憶領域)を
PC/AT互換機用として初期化するためのこの世界では広く知れ渡った(^^;) 隠しコマンドです。ただしこの
おまじない、プライマリのマスタＨＤＤにしか呪文がかかりません。 
また、ごく稀ですが、FDISKを実行した際に、 

run-time error R6000 
-stack overflow

というエラーが出る場合が有ります。この際にはもう一つのおまじない「FDISK /X」を唱えてみて下さ
い。 
《余談》 
本来FDISKなんて危険なコマンドは触らない方が身のためなのですが、このマニュアルを作るためにドッ
ペルもいろいろ検証をしています。 折しもこのFDISKの実証検証中に予期されぬ誤動作が発生し、ハー
ドディスクの中身がまる１本が消えてしまいました。しかもNON-DOS領域のNTFSまでも...。ああっ！ 
お亡くなりになったWindowsNT4.0ほか、アプリケーションソフト一族ご一行皆様の心からご冥福をお祈
りします。(くそっ!! 拝） 

●基本MS-DOS領域を作成する(1000MB）

ハードディスクを今回増設した「2」に切り換えたら、まず基本MS-DOS領域を作ります。このディスク
を後でマスタに変更し、MS-DOSの起動ドライブとするためには、基本MS-DOS領域として作ることが必要
です。 
増設したディスクをスレーブのままで起動ドライブとしなければ、「1.基本MS-DOS領域を作成」でな
く、「2.拡張MS-DOS領域を作成」でかまいません。拡張MS-DOS領域内に複数のドライブを割りあてて、
別々のドライブ番号を設ける時は、拡張MS-DOS領域を作った後に「3.拡張MS-DOS領域内に論理MS-DOS
ドライブの作成」を選択します。 
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基本MS-DOS領域のサイズを割り当てます。［Y］を指定するとディスク最大容量の1221MB全てが１区画
となります。１区画とした場合のクラスタサイズは32768byteとなります。またFMV-D3/D4では使用でき
ませんが、2.1GBを超える大容量ハードディスクの場合では、［Y］を指定するとMS-DOSで管理できる１
区画の最大容量の2047MB(2,146,631,680バイト)が割り当てられます。 
ここでは基本区画を1000MBとするため［N］を選択し、必要な領域サイズとして［1000]を入力します。
とにかく何が何でも16Kbyteクラスタでの最大容量を取りたいという人はここで［1023]（場合によって
は［1019]付近）と入力すれはOKです。 

現在のハードディスク：2  
基本MS-DOS領域に使用できる最大サイズを割り当てますか  
(Y/N）..........................................？［N］  

現在のハードディスク：2  
領域のサイズをMバイトか全体に対する割合で(%)入力してください  
基本MS-DOS領域を作ります......................［1000］  

既存のマスタに基本MS-DOS領域(Cドライブ）が有るため、スレーブに基本MS-DOS領域を作るとこのドラ
イブ番号はDドライブとなります。もし、既存のマスタに拡張MS-DOS領域が有り、従来Ｄドライブで運
用されていたものはＥドライブに変更となります。 

今回増設のパターンは上記(2)の形態で説明しています。 
FMV-D3であれば、初期搭載のHDDは420MBのＣドライブ１区画だけですから、実際に増設するパターンは
上記(1)の形態になると思います。またCD-ROMはＤドライブとなっていますので、ハードディスクを増
設したことにより、CD-ROMは一番最後のドライブ番号に変更されてしまいます。 
Windows3.1でCD-ROMのドライブ番号を変更したくない場合は、CD-ROMドライブのアクセスを制御する
ソフトであるMSCDEX.EXEの記述に「/L」オプションを付けてドライブ番号を固定します。ただしこの場
合も付与できるドライブ番号はIDEやSCSIハードディスクの後の最後の番号に制限されます。 

＜AUTOEXEC.BATの定義＞ 
C:¥DOS¥MSCDEX.EXE /D:CDROM1 /V /M:15 /L:Q 
(赤字 : ドライブ番号をＱドライブに固定) 

(LASTDRVIVE=Z の設定もわすれずに!) 
Windows95でCD-ROMのドライブ番号を変更したくない場合は、「コントロールパネル」-「システム」-
「デバイスマネージャ」-「CD-ROM」-「お使いのCD-ROM(MATSHITA CD-ROM CR-562)」-「設定」で予
約ドライブ文字 ・開始ドライブ「Q：」・終了ドライブ「Q：」として「OK」- 前の画面(デバイスマネ
ージャ）に戻り「更新」を押してやれば、Qドライブに予約できます。CD-ROMに予約できる番号はこの
場合もHDD割り当て以降の最後の番号となります。 

●拡張MS-DOS領域を作成する(221MB）

ESCで初期メニューに戻り、次に拡張MS-DOS領域の作成を選択します。 
割り当て可能な残りの容量が表示されますので、最大値の221MBを指定します。 

    現在のハードディスク：２

    １  基本ＭＳ－ＤＯＳ領域を作成
    ２．拡張ＭＳ－ＤＯＳ領域を作成
    ３．拡張MS-DOS領域内に論理MS-DOSドライブを作成

    どれか選んで下さい：［２］
    

    現在のハードディスク：２                                        
                                                                    
    領域  状態    種類  ボリュームラベル  Mバイト  システム  使用   
    Ｄ：        PRI DOS                    1000    UNKNOWN    82%   
                                                                    
    ディスクの総容量は1221Mバイトです (1Mバイト=1048576バイト)      
    領域に割り当て可能な最大領域は  221 Mバイト ( 18%)です.         
                                                                    
    領域のサイズをＭバイトか全体に対する割合で(％）入力してください 
    拡張ＭＳ－ＤＯＳ領域を作ります......................［ 221］    
    

    現在のハードディスク：２                                        
                                                                    
    領域   状態   種類  ボリュームラベル  Mバイト システム  使用    
    Ｄ：１      PRI DOS                    1000   UNKNOWN    82%    
        ２      EXT DOS                     221   UNKNOWN    18%    
                                                                    
    拡張MS-DOS領域を作成しました．                                  
    

●拡張MS-DOS領域の中に論理MS-DOSドライブを作成する

HDDに複数のドライブを作る場合は、「拡張MS-DOS領域」を作った後に「拡張MS-DOS領域内に論理
MS-DOSドライブを作成」としてそれぞれの区画毎に必要な容量を割り当ててやります。 
なお、FDISKで拡張MS-DOS領域を作成した直後はこのメニューを選ばなくとも、そのまま「拡張MS-DOS
領域内に論理MS-DOSドライブを作成」としてこのステップに移り、作業が続けられます。既存のHDDの
領域変更など、一度作った環境の作り直しなどの際はこのメニューから選択する必要があります。 

    現在のハードディスク：２

    １  基本ＭＳ－ＤＯＳ領域を作成
    ２．拡張ＭＳ－ＤＯＳ領域を作成
    ３．拡張MS-DOS領域内に論理MS-DOSドライブを作成

    どれか選んで下さい：［３］
    

         拡張ＭＳ－ＤＯＳ領域内に論理ＭＳ－ＤＯＳドライブを作成
  
  Drv  ボリュームラベル  Mバイト システム    使用
  Ｄ：                    1000   UNKNOWN      82%
  
  拡張 MS-DOS 領域は全部で 221 Mバイトです (1Mバイト=1048576バイト)
  論理ドライブに割り当て可能な最大領域は  221 Mバイト ( 18%)です.
  
  論理ドライブのサイズをMバイトか全体に対する割合で(%)入力してください [221]
    

メニューに従い、必要な容量を指定してやればＯＫです。 
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FDISKの全体イメージは上記のとおりとなります。 
良く有るＦＡＱとしてFDISKメニューの中の「4.領域情報を表示」で、拡張MS-DOS領域が作成されてい
るものの、FORMAT時に新ドライブが認識されていないような場合は、「拡張MS-DOS領域内に論理MS-DOS
ドライブを作成」を試みて下さい。 

●ＦＯＲＭＡＴの実行(増設したドライブの初期化）

区画割りが終わりましたので、ESCを押しFDISKを終了させます。DOSプロンプトに戻ったら電源をいっ
たん切断し、もう一度電源を入れなおして新しい環境で起動をかけます。この場合も起動フロッピィか
ら起動しますが、マスタは変更していませんので、従来どおり既存のマスタがCドライブとなります。た
だしCドライブ以降は新しいドライブ番号が割り当てられます。新しい環境で増設したHDDのドライブ番
号を再度確認するには、FDISKのメニューの「5.現在のハードディスクドライブを変更」を選べば全デ
ィスクのドライブ番号と区画容量の一覧が見られますので一目瞭然で確認できます。 
HDDをフォーマット(初期化）するコマンドはフロッピィディスクの初期化と同じ「FORMAT」を使いま
す。コマンドを実行する前に現在使用しているドライブを誤って消さないよう、いったん「DIR D:」と
か「DIR F:」で増設したHDDがまだ使えないことを確認しておきます。「このドライブは使えない～～
」と怒られればＯＫです。 怒られたらさっさと中止(A)を選び、起動フロッピィドライブの「A:」に戻
ります。 もし使用中のディスクのファイル一覧が表示されてしまったら初期化するドライブ番号の誤り
ですから、データを消さないよう注意してください。 

《Windows 95の場合には (Star Bozeさんのアドバイス)》 
・Windows 95の DOS窓の場合、稀に formatコマンドを実行すると異
常終了してしまい、フォーマット出来ない場合があります。この様な
時には、エクスプローラからドライブ選択後、右クリックで現れるメ
ニューからフォーマットを選択して下さい。  
・尚、Windows 95の DOS窓やエクスプローラからフォーマットした場
合、再起動するまでロングファイルネームは使えませんので注意して
下さい。 (時々、再起動するのを忘れて「ロングファイルネームが使
えない」と質問される方が散見されます^^;)  

まず、Ｄドライブをフォーマットします。あとでこのディスクをマスタとしてシステム起動ドライブと
する場合は、あらかじめ「/S」オプションを付けてシステムをあわせて転送しておくことができます。
Windows95においては「FORMAT D: /S」と打ち込んだ時に「システムファイルを読み込むにはメモリが
足りません. フォーマットを中止しました」というエラーが出る場合が有ります。 この場合は「
FORMAT D:」と「SYS D:」の２回に分けて実行します。 
ただし、次の場合はシステム転送の「/S」オプションは指定不要です。 

・ＨＤＤをスレーブとして増設する人(システムが不要） 
・マスタでも最初からシステムをインストールしなおす人(システムインストール時にインストール
ディスクからシステム転送する） 

続いてＦドライブを初期化します。 

ここまででとりあえずハードディスクをスレーブとして増やす作業は完了しました。増設したディスク
をスレーブとしてそのまま使う人は元のとおりハードディスクと電源ボックスを固定すればHDDの増設は
すべて完了です。引き続きマスタとスレーブの入替えをする方は次の「ハードディスクの固定、電源ボ
ックスの固定」の項を読みとばし、「マスタ－スレーブの入替え」の章に飛びましょう。 
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《Windows 95B(OSR2)の 32bit FATでフォーマットする場合には (Star Bozeさんのアドバイス)》 
・Windows 95B、俗に OSR2と呼ばれるバージョンの 95 では、新たにサポートされた 32bit FAT
が使用可能です。32bit FATとした場合、2GB以上の区画をも作る事が可能となり、4GBでも6GBで
も一つのドライブとする事が出来ます。 その反面、従来の 12/16bit FATしか想定していないア
プリケーションではトラブルの元となりますので注意が必要です。  
・通常、2GB以上の区画を作成した場合には自動的に 32bit FATとなり、それ以下の場合には、
fdiskを立ち上げた時の、  

「大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか(Y/N).......?[N]」  
の指定によって変わって来ます。が、2.1GB 以下ではこのメッセージが出ないので、 一言でこう
なるとは言えないのですが…^^;。  
・ここでは、2GB以下の区画にも 32bit FATにてフォーマットする方法を示します。 尚、2GB以下
の区画に 32bit FATを適用した場合、 「ディスクの区画とクラスタサイズについて」 で示され
ているクラスタサイズによる無駄をさらに減少させる事が出来ます。  
・32bit FATでフォーマットする場合、formatコマンドの隠しオプションを使います。  

FORMAT ドライブ: /Z:セクタ数  
とします。 セクタ数には 1, 2, 4, 8, 16, 32… が指定可能で、1なら 512bytes/clusterにな
り、2なら 1024bytes/cluster、4 なら 2048bytes/clusterという具合です。 ただあまり小さ
な値を指定するとパフォーマンスが低下するので、小さくしても /Z:8。 効率とパフォーマンスで
 /Z:16 辺りが適当でしょう。 
当然の事ながら、/Z:64 を指定すると 32KB/cluster となり無意味となります。  
・実行の一例を示します。ここでは、D:ドライブを 8192KB/cluster にフォーマットしてみま
す。  

A:¥>FORMAT d: /Z:16  
フォーマットした結果、クラスタ数を調べるには chkdskコマンドが手軽でしょう。  

C:¥>chkdsk d:

このドライブを調べるには、SCANDISK を使用する必要があります。

ボリュームシリアル番号は 1A3B-0805

1,608,597,504 バイト: 全ディスク領域

894,566,400 バイト : 使用可能なディスク領域

8,192 バイト: アロケーションユニットサイズ ← これ

196,362 個: 全アロケーションユニット

109,200 個: 使用可能アロケーションユニット

655,360 バイト : 全メモリ

573,264 バイト : 使用可能メモリ

CHKDSK を実行する代わりに, SCANDISK を使ってみてください. SCANDISK の方が,

より確実に問題をみつけ, 修正できる問題の範囲も広くなります.

赤字で示した部分が一クラスタあたりのバイト数です。 どうですか? 指定した値になりましたか
?。  
・尚、FAT32 を使う為には約 512MB(1MB=1024KB)以上の区画を作る必要があります。  

●ハードディスクの固定、電源ボックスの固定

ハードディスクを増設し、各ドライブも認識できたら機械的な組立作業は終わりです。今までと逆の手
順でハードディスクと電源ボックスを固定しましょう。 
・電源下のスレーブは電源ボックス固定用の足場(？)に寄り添ってビニールテープで固定します。 
・マスタはHDD取付金具にインチネジ4本、CD-ROM右側上部にミリネジ２本で取り付けます。 
・電源ケーブル等の配線も束ねてケーブルホルダーに固定します。 
・電源ボックスを元の位置に戻し、内部２か所、本体裏面４か所をネジで止めます。あまりにも長文な

ので、もう取り外した時の状態はすっかり忘れてしまったとか...(^^;) もちろん覚えていますよね。
最後に必ずネジが１本余るはずです。←ウソ 
ＨＤＤをスレーブとして増設する方はこれで全て完了です。 大変お疲れさまでした。 

マスタ－スレーブの入替え

ハードディスクは時代とともに高速化、高性能化しています。せっかく高速なディスクを増設するのですか
ら、マスタとスレーブのデータ移行(入替え）を行うことでパフォーマンスを向上します。 

マスタドライブには一般的にDOSやWindowsなどのシステムファイルや一時作業領域(TMP）がありますので、
新しい高速なディスクに換えることでシステムのパフォーマンスが向上します。最近発売された比較的新し
い本体モデルであれば、基本のHDDがそれなりの性能を持っていますので、無理にマスタ-スレーブを入れ換
える必要はありませんが、更に高速化を求めたい、あるいはＣドライブをもっと大きくしたいなど、使用す
る環境とパフォーマンスの必要性から判断して下さい。いくら高速だと言っても首都高速や阪神高速ではあ
るまいし、捕まる心配も無いですから、スピードを求める暴走族の皆さんはこのマスタ-スレーブ入替えが定
番となります。もっとも FMV-D3への増設なら入替えは絶対必須でしょうがね...。 

基本搭載のＨＤＤにはプレインストールのゴミファイルや体験版などのゴミがたくさん残っていますので、
本当は再インストールすることがベストです。じっくり時間をかけて新しい環境を作ることを推奨します。
とは言ってもなかなか再インストールとなると、せっかく作った過去の環境資産を潰すこととなり大変勇気
がいるところです。この章ではシステムの再インストール無しにデータのマスタ-スレーブを入れ替える方法
をご紹介します。なお MS-DOSを最初から入れなおす場合は、後述の「HDDのマスタとスレーブのジャンパ切
り換え」と「アクティブな領域の設定」を行った後にシステムのインストール作業を行います。 
●Windows95の救世主！ VFAT対応各種ツール

Windows3.1のマスタ-スレーブのデータ入替えは「XCOPY」コマンドを一発たたけば全てのファイルの入
替えができるのですが、Windows95ではこの「XCOPY」を使うとロングファイルネームの処理がうまくい
かず、Windows95が復元できません。Windows95のロングファイルネームに対応するファイルシステムを
「ＶＦＡＴ」と称していますが、巷にもこのVFATに対応する各種のツール類がフリーウェア/シェアウェ
アとして出ています。現在「YUPDATE」というフリーソフトを使うことでWindows95のマスタ-スレーブ
のデータ入れ替えが簡単にできます。このソフトウェアについては予めNiftyからダウンロードしておく
必要があります。 

《NIFTYSERVE FGALTLB LIB8-#713》  

713 QZD03474 97/07/12 65007 
YUPDA247.LZH UPDATE COPY&DELコマント゛v2.47  

ワイ氏原作のYUPDATEをVFAT対応とマルチボリューム対応の面で 
KAZU.M氏(QZD03474)が強化したフリーソフトです。  
ＤＯＳベースでのWindows95のバックアップとリストアに使えます。 
現在V2.47までが公式版で、V2.50までの差分もアップされています。 

●マスタからスレーブへのデータ移行

マスタ側に入っている全ファイルをスレーブ側にCOPYすればそのままシステムの移行ができます。コマ
ンドはWindows3.1ならば「XCOPY」を、Windows95ならフリーソフトの「YUPDATE」を使用します。 
COPYの際にWindowsが起動されていると、Windowsが使用中のファイルをCOPYする時に排他制御(使って
るからダメよ！）がかかる場合があります。一般的には起動フロッピィから起動し、Windowsを立ち上
げないでCOPYする方がうまく行きます。スワップファイルをCOPYするとこれにハマリますので、最初の
解説どおり予め無効化をしておいて下さい。 
《Windows3.1(Ms-dos6.2)の場合》 

ＯＳが Windows3.1(MS-DOS6.2)なら「XCOPY」を使ってサブディレクトリや空のディレクトリを含
めてコピーすることができます。XCOPYはDOSプロンプトから実行します。 

A:¥>xcopy C: D: /S /E /V 
/S：サブディレクトリに含まれるファイルもCOPY 
/E：空のディレクトリも含めてCOPY 
/V：正常にCOPYしたかを都度チェック(指定しなくとも良い） 

《Windows95の場合》 
ＯＳがWindows95なら「YUPDATE」を使えば、ロングファイルネームの対応も含めて確実にコピーす
ることができます。YUPDATEは DOSプロンプトから実行します。なお、YUPDATEは Windows3.1の 
COPYにも使用できます。 
YUPDATEについては予めNiftyでダウンロードし、起動フロッピィの中に「YUPDATE.EXE」を入れて
おいて下さい。通常は起動フロッピィが容量不足となりますので、空きフロッピィを１枚準備し、
これに COPYしておき、YUPDATEの実行時にフロッピィを差し替えるか、または起動フロッピィの中
の殆ど使わないファイル(例えばDRVSPACE.BIN, DEBUG.EXEなど) を削除して入れておく方法があ
ります。 
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　　 　 A:¥>yupdate -X -SD -NCwin386.swp C: D: 
　　 　 -X ：ロングファイルネームを取り扱う 

　　 　 -SD ：リストアするとともに余分なファイルを削除する 
　　 　 -NCwin386.swp：スワップファイルをＣＯＰＹしない

　　 　 C: ：ファイルのコピー元（Ｃ：ドライブの場合） 
　　 　 D: ：ファイルのコピー先（Ｄ：ドライブの場合）

-SD オプションは、コピー元に無いファイルがコピー先に存在した場合はそのファイルを削除
します。したがって体験版など余分なソフトを使った時も、バックアップしてあったオリジナ
ルをリストアすることで、その体験版インストール直前の状態まで戻すことができます。

《Windows95のＣＯＰＹする時のポイント》 
まず、Windows95が起動されていると、Windows95が使用中のファイルをＣＯＰＹすることになるため排
他制御がかかる場合があります。一般的にはシステム起動フロッピィからＤＯＳモードで起動し、
Windowsを立ち上げないでＣＯＰＹする方がうまく行きます。スワップファイルをＣＯＰＹしようとす
るとこれにハマリますので、予めスワップファイルを無効化しておくか、-NCWin386.swpでスワップフ
ァイルをコピーしない指定をして下さい。また、システムファイルのうち、MSDOS.SYSはユーザのシス
テム毎に内容が異なりますので、必ず元のマスタのもので上書きをするようにしてください。 

この YUPDATEを使えば Windows 95を立ち上げなくとも起動ディスクから Win95
のバックアップ(退避）とリストア(復元）ができます。ＨＤＤ増設によりディスク
容量が増えましたので、いざと言うときのために、「安定している時のWin95」を
定期的にバックアップしておくことをお勧めします。 

（例えば）  
　 　 A:¥>yupdate -X -SD -NCwin386.swp C:¥WIN95 E:¥WIN95 
でバックアップ  

　 　 A:¥>yupdate -X -SD E:¥WIN95 C:¥WIN95 でリストア

実際に使っている容量や HDDの性能により異なりますが、全ファイルのCOPYには約20分～1時間程度か
かります。ここらで Coffee Breakするのもいいですね。 

●ＨＤＤのマスタとスレーブのジャンパ切り換え(ジャンパ設定のみ）

今までマスタとして使っていたディスクをスレーブに、そして今回増設したスレーブをマスタとして使
います。 
マスタとスレーブの入れ替えはジャンパ設定のみです。IDEケーブルのコネクタを差し替える必要はあり
ません。 

各ハードディスクの設定に基づいてそれぞれジャンパを設定します。 

余ったピンはC/Dジャンパのどちらか片方だけに刺して保存しておきます。 

Western DigitalのHDDを使っている人はシングル設定の解除も忘れないように。 
●マスタの基本MS-DOS領域をアクティブにする

ここでは新しく設定したマスタからシステムを起動できるようにします。 
マスタとして起動するためには、起動ドライブにシステムが書かれているだけでなく、 基本MS-DOS領
域を「アクティブな領域」に設定する必要があります。 
ジャンパの設定が終わったら、MS-DOSの起動フロッピイをＡドライブに入れて電源を投入します。 
もう一度「FDISK」を起動します。なお、マスタ-スレーブを入れ替えたことにより、従来のＣドライブ
はＤドライブに変わっています。 

A:¥>fdisk 
「現在のハードディスク：1」(マスタ）であることを確認したら「2.アクティブな領域を設定」を選択
します。 
アクティブな領域が設定できるのはドライブ 1のみです。さきほどのマスタとスレーブの入れ替えによ
り、新設したディスクがドライブ1になっていることに注意して下さい。 (増設したDドライブがCドライ
ブに変わっている) 
マスタとスレーブの入れ替えを行う前(現在のハードディスク：2）では、この設定は行えません。「ア
クティブにできるのはドライブ1の領域だけです」と怒られてしまいます。 

    現在のハードディスク：１

    １．ＭＳ－ＤＯＳ領域または論理ＭＳ－ＤＯＳドライブを作成
    ２．アクティブな領域を設定
    ３．領域または論理ＭＳ－ＤＯＳドライブを削除
    ４．領域情報を表示
    ５．現在のハードディスクドライブを変更

    どれか選んで下さい：［２］

これで新しいマスタを起動ドライブとしてMS-DOSを起動することができます。あとはLASTDRIVEや
WINDOWSなどのソフトウェア上の細かい設定のみです。 
システムを最初からインストールしなおす人は、ここでアクティブな領域の設定が終わったらシステム
のインストールを実施します。 

●LASTDRIVEの確認(Windows3.1)

・冒頭に説明したとおり、CONFIG.SYS ファイルにおける LASTDRIVEの定義がありますので、HDD増設
後にちゃんと CD-ROMが認識されているか最後のドライブレターを指定して確認します。まだ直してな
ければメモ帳やエディターを使って直し、HDD増設後のCD-ROMの認識を確認します。 

＜CONFIG.SYSの定義＞ 
lastdrive=Z  

または 
lastdrive=n  
(n：CD-ROMを含め、つながっている最後のドライブ番号) 

●スワップファイルの再設定

・今回増設した新しいマスタに全ファイルがCOPYされたら、ここからWi ndowsを立ち上げます。(ちゃ
んと起動していますね？） 
・これも冒頭に説明しましたが、HDD増設後、新しいマスタにスワップファ イルを作りなおします。 
Win3.1なら、「コントロールパネル」-「エンハンスドモード」- 「スワップファイルの設定」の順に
開き、必要なだけ設定してやります。 Win95なら、 「コントロールパネル」-「システム」-「パフォ
ーマンス」-「仮想メモリ」-「自動設定」-「OK」で設定します。 
・もし古いスワップファイルが残っているとWindowsに怒られますので 冒頭文書のとおりいったん無し
に設定、Windows終了、もう一度Windowsを立ち上げ直して必要量を設定します。 32ビットディスクア
クセスもOFFに設定します。 
＜スワップファイルの設定＞ ・・・(前掲：Windows3.1/Windows95） 
＜32ビットディスクアクセスOFFの設定＞ ・・(前掲：Windows3.1） 
以上をもってハードディスクの増設は全て完了です。先程読みとばした項目ですこし前に書いてある「
ハードディスクの固定、電源ボックスの固定」の項に戻り、最後のご奉公をお願いします。 どうもおつ
かれさまでした。 

●その他の判明している問題 
Windows95においてＨＤＤを増設した際に、MS-DOS互換モードとなり CD-ROMがいなくなってしまう問
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題が時々あるようです。この問題はレジストリの一部を書き換えにより解決できるようです。詳細は、
VZG01550 石原 清隆さんがまとめられておりますので、FFMVのMes12-#2533あるいは4141のツリーをご
参照ください。 

もっとHDDを簡潔に増設する方法

●いきなり最終形態でHDDを増設する

このマニュアルに書かれていることが概ね理解できれば、実際の増設はもっと簡潔に増設することが可
能です。 
いきなり、増設するHDDをマスタ、既存のHDDをスレーブにジャンパを設定し、ハードディスクユニット
は最終の設置位置に設置します。 
この場合、マスタHDDは何も書かれていない状態ですからシステムの起動はできません。そこでシステム
起動フロッピィからDOSを起動し、増設したディスクを新マスタとして新たにシステム構築をしてやれば
良いわけです。 
マスタHDDに対し、FDISK、FORMAT、システム転送、既存ディスクからの全ファイルCOPY、アクティブ領
域の設定といった具合です。 
今まで初心者向けマニュアルとして細かく解説していますが、本当はこれが最もオーソドックスなHDD増
設方法です。今までのことが理解できたならばこの方法で行っても良いかと思います。本マニュアルを
読むだけでも10分以上かかりますが、手慣れた人なら今までの作業はファイルのCOPY時間を除けば約10
分程度でできます。 

きれいさっぱりマスタにシステムを最初からインストール

●マスタへの新規インストール(システムを最初からインストール）

新たにシステムをインストールしなおす人は、マスタ、スレーブの入れ替えとアクティブな領域の設定
が終わったら、ここでMS-DOS6.2のインストールディスク(6枚）を準備し、MS-DOSのインストールを行
います。 
MS-DOSのインストールは、MS-DOSセットアップディスク(1) を Aドライブに準備し、もう一度電源を入
れなおします。 
セットアップディスクからMS-DOSが起動されますので、表示されるメニューに従ってMS-DOSのインスト
ールを実施します。 
MS-DOSのインストールが完了すると、ハードディスクからの起動が可能となります。電源を入れなお
し、新しいマスタから起動できることを確認します。 
正常に動作したら引き続きWindows3.1やFONT、OAKV、SB16など各種のシステムをインストールしてい
きます。 
Windows95を新規にインストールするのであれば、Windows95のCD-ROMあるいはFD1枚目のSETUPからイ
ンストールをしてやります。アップグレードモデルでしたら、Windows3.1の1枚目が必要です。インス
トールの途中でWindows3.1のシステムディスク1枚目の提示を要求してきますので、おもむろに水戸の
ご隠居の印籠のごとく、右手で「控えぃ！」とFDドライブに差し出してやればそれでWindows95のイン
ストールが先に進みます。 
マスタへの新規インストール、実はシステム上これが一番良い方法なのですが、過去の資産を引き継ぐ
上でかなり大変な作業になりますね。 コンピュータには良くとも身体には良くないので、がんばって再
インストール作業を進めて下さいね。(お大事に） 

もうひとつのWin95マスタ-スレーブ入替え法

●Windows95におけるマスタ-スレーブの入替え法(PART2）

Windows95のマスタ-スレーブのデータ入替えは前述のとおり「YUPDATE」を使うことで簡単にできるよ
うになりました。それ以前までは NIFTYSERVE KGH00603 小林 貢さんが成功させた方法で、以下のと
おり対処をしておりました。Windows95のもう一つの入替え法としてここにご紹介します。(旧FFMV 
Mes13-#4627) 

〔Windows95で、増設HDをマスター(Cドライブ）とするための手順〕
BIOS設定で＞512MBをEnableにした後に以下の操作を行う。 (466D3で1GB増設の場合) 内蔵HDをは

ずし、拡張用HDをシングルモードで接続。 Win95セットアップ時に作成した起動ディスク(FD)
で立ち上げ。 FDISKで基本MS-DOS領域を設定。 FORMAT C: でフォーマット。SYS C: でWin95
のシステムを転送。(メモリ不足で/Sオプション不可の為) 拡張用HDをスレーブに再設定し、元
の内蔵HDをマスタで接続。 Win95を立ち上げ、マイコンピュータまたはエクスプローラでドライ
ブCを「すべてのファイルを表示」とする。すべてのファイルを選択し、増設ディスクDにコピ
ー。この時、MSDOS.SYSだけはオーバーライトする。 (スワップファイル[386spart.par]以外
のすべてのファイルをコピー） 拡張用HDをシングルモードに再設定し、単独でWin95が起動。 
(MSDOS.SYSがオーバーライトされていないと、Win95が立ち上がらず DOSが立ち上がる。 この
場合は 6に戻って、MSDOS.SYSをコピー） 変更前の状態が再現されていればOK。 元の内蔵HDを
スレーブ、拡張したHDをマスタで接続して、立ち上げ。 無事に2台が認識されれば、完了。

私はこの方法によるWin95のデータ入れ替えの検証は行っていませんので、あまり大きな事は言えないの
ですが、この方法によるWin95でのHDD増設は以下のとおりとなります。 

・まず、元のマスタのWin95のディレクトリの中にあるスワップファイル (WIN386.SWP)を予め無効
化しておくこと。Win95のほかにWin3.1も共存している場合はWin3.1のスワップファイル
(386SPART.PAR)も事前に無効化しておくこと。ただしCOPY作業終了後は必ず元に戻すこと。 
・増設するHDDを単独でマスタ(シングルで）接続し、メンテナンスディスク(システム起動フロッピ
ィ）から起動し、BIOS上で認識されたらFDISKで区画設定、「FORMAT C:」,「SYS C:」で基本
MS-DOS領域の設定をする。 起動ドライブのための「アクティブな領域の設定」も行う。HDDは必ず
単独で接続すること。 HDDを2台繋げたままとかの手抜きをしないで確実に実行すること。 
COPYの際は全部のファイルの移行が必要ですので「マイコンピュータ」または「エクスプローラ」
から、「表示」-「オプション」-「表示」-「すべてのファイルを表示」-「OK」として、全てのフ
ァイルを選択してCOPYする。この際に「MSDOS.SYS」(システムファイルとして書込禁止フラグが立
っている）はオーバーライト(上書き）とすること。 
・前々項で SYS C： を実行した時に、新しくMSDOS.SYSが作られてしまうため、マスタ-スレーブ
の入替えにおいては、今までのMSDOS.SYSを継続して生かしてやるため、必ず元のマスタから新し
いマスタに上書してやることがポイントです。 
・つまり、HDDを1台毎に確実に区画設定と初期化をしていき、それぞれが終わったらマスタ、スレ
ーブに組み合わせ、ロングファイルネームへの対応のためにWin95を立ち上げ、エクスプローラー上
でファイルコピー。ただしMSDOS.SYSの上書きなど、元の姿を完全に保つような形でCOPYする。1台
1台がそれぞれシングル接続(単独）の状態でも立ち上がることを確認する。 

といったところが Win95でのマスタースレーブ入替えによる HDD増設のポイントのようです。
1. この「小林さん法」による Win95のマスタ-スレーブ入替えは既に本マニュアル第2版以降でご紹介

しておりましたが、その後、DOS/V ISSUE 96年10月号でもこの方法が紹介されていました。(こっ
ちのが早いよね、小林さん...。) Win95の入替えにはロングファイルネームという障壁があり、実
際に作業を行った時に思ったとおりに事が運ばないケースが有るかもしれません。前述の「YUPDATE
」による入替え法とともに、皆さんがいろいろと実践されてみて下さい。 

2. もしこれからWin95へのアップグレードを計画しているのであれば、Win3.1時代のうちにHDD増設を
行って、そのあとゆっくりWin95へのアップグレードした方が相対的に楽なようです。 

ベンチマークテスト

●ベンチマークテスト

ハードディスクのパフォーマンスを測定するベンチマークテストとしてQuantum社の「QBENCH」が有り
ます。他にも「ATBENCH」とか「CORETEST」などというのもありますが、いちおうHDDの性能を測定する
にはそれなりの目安になると思います。参考までに Versionが 1.21とちょっと古いのですが、今は無
きD3で測定した「QBENCH」の結果を示します。 
なお、QBENCHは現在 Version 1.30 が最新です。従来はQuantum社の サイトから入手できたのです
が、最近は行方不明になっています。検索エンジンで捜索したところ何カ所かに置いてありました。か
なり妖しいサイトもありますので、病原体感染にはくれぐれもご注意下さい。とりあえずこれを入手で
きるところのURLは下記のとおりです。 

---------------------------------------------------
http://www.vobis.de/bbs/firmen/quantum/general/

---------------------------------------------------
また、QBENCHはV1.21で良ければ、NIFTYSERVE FIBMJのLIB#16にもあります。 
〔QBENCHの概要〕 
QBENCHは、CPUからHDDへの情報要求に対し、実際に情報を受け取れるまでの「読み取り時間」および「
書き込み時間」、「CPUへの転送所要時間」を測定するテストプログラムです。HDDの動作は、(1)CPUか
らHDDに情報要求の伝達、(2)ヘッドを所定位置に移動、(3)データの転送 という作業が必要となり、こ
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のデータを読み出すまでの所定トラックへのヘッドの移動時間を一般的に「平均シークタイム」と言
い、また、HDDに対して読み書きに要する時間をアクセスタイムと言います。 
QBENCHではテストデータとして、1，2，4，8，16，32，64，128セクタの8つの転送サイズ(ブロックサ
イズ）によって、あらかじめ決められたパターンでこのアクセスタイムを測定していきます。このパタ
ーンは、Quantum社が独自に調査した結果として、日常の実務におけるHDDの使用割合を指標として設定
し、これに基づいて行っているものです。 

[Quantum社の調査結果]

Read Write 合 計

シーケンシャル ３９％ ２６％ ６５％

ランダム ２１％ １４％ ３５％

合 計 ６０％ ４０％ １００％

このブロックサイズ毎のアクセスタイムの測定結果から、最後に4つのアクセスタイムの加重平均値を取
り出しています。QBENCHの特徴として、アクセスタイムはHDDの動作に依存する部分のみの時間ですか
ら、使用するCPUに左右されない結果が出てきます。また、実用調査に基づく使用割合によりテストして
いることがあげられます。 
〔ではQBENCHの結果です〕 

前述のとおりFMV-D3ではマザーボード(BIOS)の性能や、 PIO-Mode4 などの高速転送モードがサポート
されていないため、今回増設のFB-1280ATは残念ながら1850KB/Secにとどまりました。しかしアクセス
タイムが約半分以下の時間に短縮されるなど、基本搭載のHDDに比べると性能は格段に早くなっていま
す。体感的にも電源投入からのシステム起動時間や、ハードディスクを頻繁にアクセスするソフトでは
CPUを換装したように早く感じられます。 
実際にはSide jr PRO などのマルチI/Oカードを増設してD3で高速転送モードを使うことも可能です
が、やはり相性問題が残っており、あまりお勧めはできません。(うちの場合はCOMポートにコンフリク
ト問題が発生） 

実用的なところでは最近のUltraATAカードを増設することで性能向上に期待が持てますが、これら
はちょっとマニアチックな世界になってきますので、本マニュアルからは割愛をさせていただきま
す。(旧FFMVのMes13などの過去ログ参照)

ちなみに今回増設に使ったHDDを旧ドッペル機(P55-200MHz)に持っていった時と、現在最新のHDDの性能
は以下の結果となりましたので、参考までに。 

おわりに

●おわりに

どうも長い間ご閲覧くださいまして誠にありがとうございました。 
FFMVでもパソコン自称初心者もますます増加する傾向にあり、これからもHDD増設に関する話題は尽き
ないでしょう。今回の記事がそれなりの参考になれば幸いです。 
FMV-D4以降のマシンでは標準で2台目のHDDが内蔵できることから、FMV-D3のように機械工作的な増設は
ほとんどありません。現在D3を保有している人も、最近はP55CあるいはP6といった最新マシンへのリプ

レースの最中で、これからD3にHDDを増設する人もきわめて少なくなっているようです。とはいうものの
D3が発売されてまだ2年、兄貴からのお下がり品のGetなど、まだまだこれから現役で使われる方もいる
かと思います。雑誌でもD3の話題は出ませんので、このマニュアルと過去ログがD3へのHDD増設の最後
の砦となりそうです。 
最近のＩＤＥハードディスクは8.4GBのものまで登場し、Windows3.1時代にFMV-D3への増設のために書
いたこのマニュアルも、度重なる改版をするものの内容的にはかなりの陳腐化が進んでおり、現行機へ
の対応としてはいまひとつ不十分なものであることは拒めません。特にBIOS設定やFMV固有の対応につ
いては、現行のFMVを持たない私として実機検証が行えませんので、あくまでも想定上の記述にせざるを
得ません。なるべくFMV-D3にこだわらず､ FMVデスクトップ機汎用版のハードディスク増設マニュアル
として長く使えるように記述を進めてはいますが、その結果かなり継ぎ接ぎだらけになってしまい大変
見にくいものとなっております。また初心者向けを意識しているため、くどいように何度も同じことを
述べている部分も有り、かえって読みにくくなっている点についてはぜひご愛嬌ということでお許しい
ただきたいと思います。 個人的にはこのマニュアルもそろそろ D3版として最終 FIXにしたいと思いま
す。 
今回の第5版(V3.1)ではHTML版としたため大変なデータ量になってしまいましたが、このマニュアルも
初版(V1.0)の時はＴＸＴ版でたった1008行だったのですからずいぶん出世したものです。初心者向けと
は言っていながら実は中身は中上級者並の内容を持っていたりもします。この陳腐化の問題も最初から
書き直せば大変良いものにはなると思いますがこれはもう自力では困難です。初心者のHDD増設は今後も
続きますので、できれはどなたかに FMV-D5からD6以降の新しいマシンによる「新ハードディスク増設
マニュアル」の登場を期待したいと願っております。 私が FMVの新機種を買ってマニュアル続編 V4.0
版を出すことはまず考えられませんけれど…(^^;) 
(V1.0の時から毎回そんなこと言っているね＞ドッペル） 

最後にくどいようですが、これらの改造はメーカの保証外となります。本件の実施に伴うトラブルや、
このマニュアルに起因するトラブル全てにおいてσ(^_^)ドッペルアルバイトは第三者からのいかなる請
求に対しても一切の責任は負いません。 最近ではハードディスクの増設は昔と違って「改造の部類に入
らない」と言われるようになりましたが、これらについてはすべてメーカの保証外であり、動作に関す
るメーカサポートも受けられません。 あくまでも個人のリスクと責任をもって実施されるようお願いい
たします。 
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本当にどうもありがとうございました。
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