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第第第第１１１１ 章章章章 ははははじじじじめめめめにににに

この章では本製品に同梱されているアクセサリ 、 動作条件、 およびアダプタのインス

ト ール方法について説明します。

1-11-11-11-1 パパパパッッッッ キキキキンンンンググググ内内内内容容容容（（（（ 関関関関連連連連リリリリ スススストトトト ））））

このセクショ ンをよく お読みになり 、 SILURO™ GF256 GTSグラフィ ッ クアクセラレ

ーターカード に次のアクセサリ が付帯されているかどう かを確認してく ださい。

" SILURO™ GF256 GTS グラフィ ッ ク アクセラレーターカード  (購入されたモデルに

より ます)

" ユーザーマニュアル

" S-Video延長ケーブル x１

" SILURO™ GF256 GTS installation CD (Windows® 95/98 SE/Windows® NT

4.0/Windows® 2000 ド ライバ、 Microsoft® DirectX® 7 ド ラ イバ、 GART ド ライバ、

WinDVDプレーヤー) と ゲーム CD。

図図図図 1-1 SILURO 1-1 SILURO 1-1 SILURO 1-1 SILURO™ GF256 GTS  GF256 GTS  GF256 GTS  GF256 GTS ググググララララ フフフフィィィィ ッッッッ クククク スススス

アアアアクククク セセセセララララ レレレレーーーータタタタカカカカーーーードドドド

図図図図 1-2 1-2 1-2 1-2ユユユユーーーーザザザザママママニニニニュュュュアアアアルルルル
図図図図 1-4 1-4 1-4 1-4 イイイイ ンンンンスススストトトト ーーーーレレレレーーーーシシシシ

ョョョョ ンンンン CD & CD & CD & CD & ゲゲゲゲーーーームムムム CDCDCDCD 2 2 2 2

枚枚枚枚

図図図図 1-3 S-Video 1-3 S-Video 1-3 S-Video 1-3 S-Video ケケケケーーーーブブブブルルルル
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1-21-21-21-2 接接接接続続続続

このセクショ ンでは SILURO™ GF256 GTSシリ ーズグラフィ ッ クアクセラレーターカ

ード を接続する方法について説明します。

スススステテテテッッッッ ププププ 1111 SILURO™ GF256 GTS グラフィ ッ ク アクセラレーターカード をマザーボ

ード 上の AGP スロッ ト に挿入し、 専用のネジでバッ クパネルに固定してく

ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 2222 PCモニタケーブルを SILURO™ GF256 GTSグラフィ ッ ク アクセラレータ

ーカード の DB-15 PC モニタメ ス型コネク タに挿入します。 TV に出力する

場合は、 S-videoケーブル (本製品に同梱されています) を TVの S-video入力

コネク タに挿入し、 も う 片方を SILURO™ GF256 GTSの TV出力コネク タに

接続します。

SILURO™ GF256 GTSについての詳細は、 次の章で説明します。

図図図図 1-5 PC1-5 PC1-5 PC1-5 PCモモモモニニニニタタタタ 、、、、 TVTVTVTV、、、、 DFPDFPDFPDFP モモモモニニニニタタタタのののの接接接接続続続続
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第第第第２２２２ 章章章章 SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTSのののの紹紹紹紹介介介介
本製品をお買い上げいただきあり がと う ございます。この製品は高性能な 3Dグラ

フィ ッ ク ス ・ アクセラレータカード です。 SILURO™ GF256 GTSは RIVA TNT2 Pro

128-bit 3Dプロセッ サチッ プを、 SILURO GT2 Ultra は NVIDIA™ GeForce2 GTS™

256-bit with new 4x4 T&Lプロセッ サチップを搭載しています。この章では、機能、

仕様、 レイアウト 、 システムのダイアグラムについて紹介します。

2-1.2-1.2-1.2-1. ははははじじじじめめめめにににに

SILURO™ GF256 GTS 2D/3Dシリ ーズの 2D/3Dグラフィ ッ ク ス ・ アクセラレータ

カード は、 強力な 3Dアクセラレーショ ン機能を搭載しており 、 ゲーム、 プロフェ

ッ ショ ナルの 2D/3D CAD/CAMアプリ ケーショ ン、 3Dグラフィ ッ クアプリ ケーシ

ョ ンに対応した最新の Direct3D/OpenGL アクセラレーショ ンソ リ ューショ ンを提

供します。

SILURO GT2 シリ ーズの 2D/3Dグラフィ ッ ク ス ・ アクセラレータカード は、 業界

でも最も優れた 2D/3D性能を備えたカード の 1 つと して数えられており 、 現在主

流と なっている PC グラフィ ッ ク ス市場や Microsoft PC98 および DX6 規格の条件

を満たしています。 本製品は Direct3D™ および OpenGL™ アクセラレーショ ン、 2D

およびビデオの性能が飛躍的に向上され、 3Dゲームから DVD、 Intercast™ 、 ビデ

オカンファ レンスに到る まで広範囲におよぶアプリ ケーショ ンに対応し ていま

す。 標準のソフト ウェアパッケージには、 高性能な OpenGL ICD が含まれていま

す。

GeForce2 GTS™ は新しいNVIDIAシェーディ ングラスタライザーと高画質ビデオプ

ロセッ サー(HDVP)を持つ、初めてのシェーディ ング GPUです。新しいピク セルシ

ェーディ ングプロセッサを組みこむこ と で、これまでになく 高い品質が実現されイ

ンタラ クティ ブなコンテンツを作成できるよ う になっています。４ つの新しいラス

タ化パイプラインは、 自然に近い 32ビッ ト カラーにより フルスピード で、 ピク セ

ル毎に２ つのテク スチャを生成します。 GeForce2 GTSの第二世代変形＆照明アー

キテクチャが 2500万以上のト ラ イアングル/秒を達成し、驚く ほどのリ アルなシー

ンを再現します。

GeForce2 GTSのHDVPは、特定のフレームレート で 720p、1080iを含む全ての ATSC

解像度に対応しています。 高性能で高度なソフト ウェアの MPEG-2 デコーダと デ

ジタル TV受信機を組み合わせるこ と により 、 コスト 効果が高く 、高画質な HDTV

が現実されます。さ らに HD タイムシフティ ングのよう な新しいアプリ ケーショ ン

やデジタル VCR機能を使用できます。

GeForce2 GTSは最も完璧な DX7ハード ウェアであり、Microsoft社の PC00、PC99、

PC99aを含む PCグラフィ ッ ク市場のあらゆる条件に対応しています。

GeForce2 GTS は業界で最も速い Direct3D と OpenGL アクセラレーショ ンを提供

し、 NVIDIAのシングルチッ プ、 VGA/2D/3D、高画質デジタルビデオ性能を継承し
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ています。 つまり 3Dゲームから HDTV、 DVD、 デジタルコンテント の作成、 イン

ターネッ ト サーフィ ン、一般的な生産性にいたるまで、幅広いアプリ ケーショ ンに

対応します。
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2-2.2-2.2-2.2-2. 特特特特徴徴徴徴

# NVIDIAの最新 GTS (Giga Texel Shading) GPUプロセッサ統合

# HyperTexelアーキテクチャによる 1.6 GTexels および 800 メ ガピク セル/秒を実

現

# 高速および最適化 64MB DDR (DDDDouble DDDData RRRRate) メ モリ

# 8 texturing-mapped, filtered, lit texels/ク ロッ クサイクル

# 200MHz内部ク ロッ ク 、 333 MHz DDR メ モリ ク ロッ ク 、 RAMDAC 350MHz

# Fast Writes/AGP 2X /1X 対応 4X AGP

QUADQUADQUADQUADエエエエンンンンジジジジンンンンアアアアーーーーキキキキテテテテククククチチチチャャャャ

# 完全なハード ウェアト ラ イアングル設定： 2500万ト ラ イアングル/秒

# 最適化 Direct 3Dおよび OpenGLアクセラレーショ ン

# OpenGLおよび DirectX 7およびβDirectX 8への最先端サポート

# 新 3D3D3D3D 機能： パーピク セルシェーディ ングおよび照明によるリ アルな質感と シ

ネマ効果を実現

高高高高性性性性能能能能 256-bit 2D256-bit 2D256-bit 2D256-bit 2D アアアアクククク セセセセララララ レレレレーーーーシシシショョョョ ンンンン

350MHz RAMDACにより 1600万色、 最大 2048x1536解像

ハハハハイイイイ クククク オオオオリリリリ テテテティィィィ TV/TV/TV/TV/ビビビビデデデデオオオオ出出出出力力力力とととと DVDDVDDVDDVD再再再再生生生生

640x480および 800x600での NTSCおよび PAL TV出力

# 全ての HDTV と DVD 解像のフルスク リ ーン、 フルフレームビデオ再生のため

の High Definition Video Processor (HDVP)

$$$$1111 SILURO™ GF256 GTSの標準128-bit 3Dプロセッサの内部速度は 200MHzです。

SILURO™ GF256 GTSの標準 DDR RAM速度は 333MHzです。 標準以上の速度

でも動作しますが、チッ プセッ ト と DDR RAMの仕様により 正常に動作するか

どう かは保証いたしません。

$$$$2222 本書に記載されている仕様および情報は予告なしに変更されるこ と があり ま

す。

注注注注意意意意

本書に記載されているブランド 名および商標は各所有者に帰属しています。
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2-3.2-3.2-3.2-3. 機機機機能能能能とととと 特特特特性性性性

機機機機能能能能 特特特特性性性性

シングルチッ プ GPU (Graphics Processing

Unit)

オンチップ 3D パイプライン（ 変形、 照

明、 セッ ト アッ プ、 レンダリ ング） によ

り 、 コンポーネント と ボード 設計コスト

を低減できます。

変形およびライティ ング機能の統合 より 細かい 3Dシーンで 2-4X ト ラ イアン

グルレート を実現します。 物理的、 人工

知能の CPU帯域を解放し、キャラク ター

アニメ ーショ ンでオブジェク ト の動きを

より リ アルに再生します。

単独パイプライン QuadEngine™ 変形、 照明、 セッ ト アッ プ、 レンダリ ン

グ用の別のエンジンにより 、 2500万ト ラ

イ アングル/秒を実現する高性能なアー

キテクチャを提供します。 アプリ ケーシ

ョ ンに 3D キャラク タと 環境を再現しま

す。

AGP 4X＋高速書きこみ CPU に直接 GPU へデータを送らせて、

システム全体の性能を向上さ せます。

Fast Writes機能を持たないグラフィ ッ ク

プロセッ サが避けなければならない、 貴

重なメ インメ モリ へのデータコピーを回

避できます。

高画質 HDTVプロセッ サ 最高画質 DVD、 HDTV再生、 デジタル録

画を可能にします。

350MHz RAMDAC 2048 x 1536、 75Hzで鮮明でシャープな画

質を実現します。

高速メ モリ インターフェイス 現在の SDRAM/SGRAM と DDR高速メ モ

リ に対応しています。

256ビッ ト 2Dレンダリ ングエンジン 高速 2D性能により 、 高解像度、 32 ビッ

ト 、 超高速でスク リ ーンをリ フレッシュ

します。

新 Microsoft® DirectX® 7および OpenGL®

機能完全対応

別途コスト やサポート を必要と せずに、

新機能の特性を活用できます。 お客様に

最高の品質を提供します。
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2-4.2-4.2-4.2-4. レレレレイイイイアアアアウウウウ トトトト

図図図図 2-2. SILURO 2-2. SILURO 2-2. SILURO 2-2. SILURO™ GF256 GTS  GF256 GTS  GF256 GTS  GF256 GTS ググググララララ フフフフィィィィ ッッッッ クククク アアアアクククク セセセセララララ レレレレーーーータタタタカカカカーーーードドドド ののののレレレレイイイイアアアアウウウウ トトトト

図図図図 2-3. SILURO 2-3. SILURO 2-3. SILURO 2-3. SILURO™ GF256 GTS  GF256 GTS  GF256 GTS  GF256 GTS ググググララララ フフフフィィィィ ッッッッ クククク アアアアクククク セセセセララララ レレレレーーーータタタタカカカカーーーードドドド ののののププププレレレレーーーートトトト レレレレイイイイ

アアアアウウウウ トトトト
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2-5.2-5.2-5.2-5. ハハハハーーーードドドド ウウウウェェェェアアアアののののイイイインンンンスススストトトト ーーーールルルル

PCモニタ、TVをディ スプレイカード のバッ クパネルへ接続する方法については、

第第第第 1111 章章章章 1-21-21-21-2項項項項をお読みく ださい。

購入された SILURO™ GF256 GTS 2D/3Dグラフィ ッ クアクセラレータカード を使

って TVに画像を表示するには、 [画面のプロパティ ]で設定を行ってく ださい。 TV

出力と PC モニタ DB-15 出力のコネク タ両方を使ってイメ ージを表示するこ と は

できません。

2-6.2-6.2-6.2-6. TVTVTVTV出出出出力力力力

TV出力のディ スプレイモード は、 “画画画画面面面面ののののププププロロロロパパパパテテテティィィィ ” % “出出出出力力力力デデデデババババイイイイ スススス ” フォルダ

で設定します。

図図図図 2-4 SILURO 2-4 SILURO 2-4 SILURO 2-4 SILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS とととと TVTVTVTVのののの接接接接続続続続
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第第第第３３３３ 章章章章 ソソソソ フフフフトトトト ウウウウェェェェアアアアののののイイイイ ンンンンスススストトトト ーーーールルルル

この章では SILURO™ GF256 GTS 2D/3Dシリ ーズグラフィ ッ ク アクセラレータカ

ード のド ラ イバと ソ フト ウェアをインスト ールする方法を説明します。 SILURO™

GF256 GTS にはイイイイ ンンンンスススストトトト レレレレーーーーシシシショョョョ ンンンン CDCDCDCD が同梱されています。 必要なド ラ イバや

ソフト ウェアはこの CDに格納されています。

3-1.3-1.3-1.3-1. WindowsWindowsWindowsWindows® 98 SE 98 SE 98 SE 98 SEへへへへのののの VGAVGAVGAVGA ドドドド ララララ イイイイババババののののイイイインンンンスススストトトト ーーーー

ルルルル

このセクショ ンでは Windows® 98 SE環境に SILURO™ GF256 GTSシリ ーズ 2D/3D

グラフィ ッ ク アク セラレータカード のド ラ イバをインスト ールする方法について

説明します。このド ライバは新しいコンピュータシステムを組み立てた後、新し く

OSをインスト ールすると きと、すでに OSをインスト ールした状態で、既存の VGA

カード を SILURO™ GF256 GTS 2D/3Dシリ ーズの 2D/3Dグラフィ ッ ク ス ・ アクセ

ラレータカード と交換すると きにインスト ールする必要があり ます。

最初の状況においては、 Windows VGA ド ライバを “Standard PCI Graphics Adapter

(VGA)” ド ラ イバに設定して Windows® 95/98 をインスト ールします。 Windows®

95/98をインスト ールしたら 、 ステップ 1 に進み SILURO™ GF256 GTSシリ ーズの

2D/3D グラフィ ッ ク アク セラレーターカード ド ライバをインスト ールしてく ださ

い。

2番目の状況においては、 SILURO™ GF256 GTS 2D/3Dグラフィ ッ ク スアクセラレ

ータ カード をイ ンス ト ールする前に、 "画画画画面面面面ののののププププロロロロ パパパパテテテティィィィ "で VGA ド ラ イバを

“Standard PCI Graphics Adapter (VGA)” ド ラ イバに設定してく ださい。 "画画画画面面面面ののののププププロロロロ

パパパパテテテティィィィ "を閉じて Windows を終了したら 、 SILURO™ GF256 GTS 2D/3Dグラフィ ッ

ク アク セラ レータカード の装着を開始するこ と ができます。 その後、 ステッ プ 1

に進み SILURO™ GF256 GTS 2D/3Dグラフィ ッ ク アクセラレータカード のド ラ イ

バをインスト ールしてく ださい。

次のセクショ ンではWindows® 98 SE環境に VGAド ラ イバをインスト ールする手順

について説明します。

注注注注意意意意 3-1-1 3-1-1 3-1-1 3-1-1

VGA ド ラ イバを “Standard PCI Graphics Adapter (VGA)”ド ラ イバに変更した直後

のディ スプレイは、 640*480、 16色に設定されているため、 画質があまり 良く

あり ません。 画質を高めるには、 VGA ド ラ イバをインスト ールしてフルカラ

ー、 800*600に設定してく ださい。
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注注注注意意意意 3-1-2 3-1-2 3-1-2 3-1-2

本書では Windows® 98 SEについては説明いたしません。 Windows® 98 SEのイ

ンスト ール、操作方法、設定については、Windows® 98 SEの説明書か Microsoft®

社より 提供されるその他の資料をご参照く ださい。

Windows® 95、 95 OSR2、 98のインスト ールの手順は Windows® 98 SEをインス

ト ールすると きの手順と ほぼ同じですが、若干異なる点もあり ます。以下に説

明するインスト ールの手順にしたがう と、簡単にド ライバをインスト ールでき

ます。

“シシシシスススステテテテムムムムののののププププロロロロパパパパテテテティィィィ ” % “デデデデババババイイイイ ススススママママ

ネネネネーーーージジジジャャャャ “ % “デデデディィィィ ススススププププレレレレイイイイアアアアダダダダププププタタタタ ”

を選択します。すると、画面に“StandardStandardStandardStandard

PCI Graphics Adapter [VGA]PCI Graphics Adapter [VGA]PCI Graphics Adapter [VGA]PCI Graphics Adapter [VGA]” がリ スト さ

れます。

左図のよう な  "画面のプロパティ " の画

面で設定内容を確認し ま す。 以前の

VGA アダプタを SILURO™ GF256 GTS

ディ ス プレ イ アダプタ に変更する に

は、 ま ずディ ス プレ イ のタ イ プを

“Standard PCI Graphics Adapter [VGA]Standard PCI Graphics Adapter [VGA]Standard PCI Graphics Adapter [VGA]Standard PCI Graphics Adapter [VGA]”

に設定してから コンピュータを再起動

してく ださい。この作業を怠り ますと 、

次のステッ プで新しいディ スプレイ ド

ラ イ バをインスト ールする こ と ができ

なく なり ます。
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デバイスマネージャを閉じて、CD-ROM ド ラ イブに ABIT SILURO™ Installation DiscInstallation DiscInstallation DiscInstallation Disc

を挿入してく ださい。すると プログラムが自動的に起動されるはずです。起動され

ない場合は、 CD-ROM のメ インディ レク ト リ から手動で実行ファ イルを起動して

く ださい。プログラムが起動されたら、下のよう な画面が表示されます。 “ ド ラ イ

バ” をク リ ッ クすると 、 次の画面が表示されます。

“ デデデディィィィ ススススププププレレレレ イイイイ ドドドド ララララ イイイイ ババババ” アイ コ ンを

ク リ ッ ク し 、 次へ進みます。

“Display Driver for Windows 9XDisplay Driver for Windows 9XDisplay Driver for Windows 9XDisplay Driver for Windows 9X” をク リ ッ

クすると 、 次の画面が表示されます。

“Install Display DriverInstall Display DriverInstall Display DriverInstall Display Driver” をク リ ッ ク し ま

す。 プログラムが SILURO™ GF256 GTS

ディ スプレイ アダプタに必要なド ラ イ

バを自動的にインスト ールします。
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 SILURO™ディ スプレイ ド ラ イ バをイ

ンス ト ールするかどう かを確認する メ

ッ セージが表示されたら、 “OKOKOKOK”をク リ ッ

ク します。ド ライバのインスト ールが開

始され、ファ イルのコピー状況が画面に

表示されます。

インスト ールが完了したら、コンピュー

タを再起動するかどう かを質問さ れま

す。 “RebootRebootRebootReboot” ボタンをク リ ッ クすると 、

コンピュータが再起動します。

“シシシシスススステテテテムムムムののののププププロロロロパパパパテテテティィィィ ” % “デデデデババババイイイイ ススススママママ

ネネネネーーーージジジジャャャャ “ % “デデデディィィィ ススススププププレレレレイイイイ アアアアダダダダププププタタタタ ”

を選択する と 、 画面に  “ABIT ABIT ABIT ABIT SiluroSiluroSiluroSiluro

GF256 GTSGF256 GTSGF256 GTSGF256 GTS” がリ スト されます。
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左図のよう な  "画面のプロパティ " の画

面で設定内容を確認します。

このよう な画面が表示されたら、ド ラ イ

バが正し く イ ンス ト ールさ れたこ と を

示しています。
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3-2.3-2.3-2.3-2. WindowsWindowsWindowsWindows® 98 SE 98 SE 98 SE 98 SE 環環環環境境境境ににににおおおおけけけけるるるる画画画画面面面面ののののププププロロロロパパパパテテテティィィィ

のののの設設設設定定定定方方方方法法法法

スススステテテテッッッッ ププププ 1111 Windows® 98 SE のド ライ

バを 正し く イ ン ス ト ールし た ら 、

Windows® 95/98 のデスク ト ッ プエリ ア

を右ク リ ッ ク して  “ププププロロロロパパパパテテテティィィィ ” を選択

します。

スススステテテテッッッッ ププププ 2222 “画画画画面面面面ののののププププロロロロ パパパパテテテティィィィ ” 画面

で “設設設設定定定定” フォルダを選択します。

スススステテテテッッッッ ププププ 3333 “詳詳詳詳細細細細設設設設定定定定…” ボタンをク

リ ッ ク し、 次へ進みます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 4444 こ こ でディ スプレイ カー

ド の全機能を見るこ と ができます。さ ら

にこ れらの設定に関する詳しい情報も

表示されます。

まず最初に “GeneralGeneralGeneralGeneral” フォルダが表示さ

れます。 “FFFFont Sizeont Sizeont Sizeont Size” アイテムの右側にあ

る矢印をク リ ッ ク して、フォント サイズ

を選択してく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 5555 こ こ から フォント サイ ズ

を選択し ます。 “OtherOtherOtherOther…” を選択する

と 、 次の画面が表示されます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 6666 この画面ではフォント サ

イズをより 細かく 調整するこ と ができ

ます。

スススステテテテッッッッ ププププ 7777 “AdapterAdapterAdapterAdapter” フォルダを選択

すると、現在のディ スプレイド ラ イバの

情報が表示されます。こ こではド ライバ

を変更するこ と ができます。 “CCCChangehangehangehange…”

ボタンをク リ ッ クすると、次の画面が表

示されます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 8888 画面の指示に従って新し

いディ スプレイ ド ラ イバをインス ト ー

ルしてく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 9999 “MonitorMonitorMonitorMonitor” フォルダの内容

をチェッ ク します。この画面ではモニタ

のモデルと 設定を確認するこ と ができ

ます。 “CCCChangehangehangehange…” ボタンをク リ ッ クする

と 、 モニタのタイプを変更できます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 10101010 左側のウ ィ ンド ウ ではメ

ーカーを、右側のウィ ンド ウではモデル

を選択できます。 また“デデデディィィィ ススススクククク使使使使用用用用…”

ボタンをク リ ッ クすると、ディ スクを使

ってド ラ イバをイ ンスト ールする こ と

もできます。

スススステテテテッッッッ ププププ 11111111 “PerformancePerformancePerformancePerformance” フォルダで

は Windows がどのよう にディ スプレイ

アダプタ を使用する かを確認でき ま

す。この画面ではディ スプレイ関連の問

題を解決するこ と ができます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 12121212 “Color ManagementColor ManagementColor ManagementColor Management” フ ォ

ルダの中には、さ らに 7つのフォルダが

あり ます。

最初に “Color ManagementColor ManagementColor ManagementColor Management” の画面が表

示されます。こ こではモニタのデフォル

ト のカラープロファ イルを選択できま

す。こ こで行った設定はモニタ上に表示

される色に影響します。

ミ ド ルエンド ク ラ ス以上のモニタには

カラ ープロ フ ァ イ ルが備わっていま

す。これは画面上に色を正しく 再現する

ためのファ イルです。プロファ イルディ

スクがある場合は、 “追追追追加加加加”ボタンをク リ

ッ ク してく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 13131313 ウ ィ ンド ウ にはいく つか

のプロファ イルが表示されます。あなた

のモニタがリ スト されている場合は、そ

れを選択し てく ださ い。 そう でなけれ

ば、 ディ スク をド ラ イブに挿入し 、 “追追追追

加加加加” ボタンをク リ ッ ク してインスト ール

してく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 14141414 “InfoInfoInfoInfo”フォルダにはグラ フ

ィ ッ ク カード の詳細情報が表示さ れま

す。

グラ フィ ッ ク カード をよ り 細かく 設定

したい場合は、 “Additional Additional Additional Additional PPPPropertiesropertiesropertiesroperties…”

ボタ ンをク リ ッ ク し次のスク リ ーンへ

進みます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 15151515 ほかに 5 つのフォルダが

あり ます。 “Color CorrectionColor CorrectionColor CorrectionColor Correction”のフォル

ダを開いてく ださい。

こ こ では明度、 コント ラ スト 、 ガンマ

値を調整できます。

中でもガンマ値が最も重要です。 これ

がどのよう な影響を及ぼすかについて

ご存知ない方は、 変更を行う 前に色に

関するほかの書物等の説明をお読みく

ださい。

ガンマ値を調整すると 各チャネルの値

が変り ます。 つまり 赤、 青、 緑のチャ

ネル値を個々に調整するこ と ができま

す。

“Color CorrectionColor CorrectionColor CorrectionColor Correction” の設定はモニタ上に色を再現する方法と 、 色の精度に影響しま

す。 設定を変えると 、 左ウィ ンド ウのフォト の色が設定内容に応じて変り ます。

スススステテテテッッッッ ププププ 16161616 “Color CorrectionColor CorrectionColor CorrectionColor Correction” フォル

ダを閉じて、 “Direct3D SettingsDirect3D SettingsDirect3D SettingsDirect3D Settings” フォル

ダを開きます。

ま ず  “Performance and CompatibilityPerformance and CompatibilityPerformance and CompatibilityPerformance and Compatibility

OptionsOptionsOptionsOptions” をチェッ ク してく ださい。

"""" Enable fog table emulation:Enable fog table emulation:Enable fog table emulation:Enable fog table emulation:

フ ォ グテーブルエミ ュ レーショ ンを

On/Offにします。

Direct3Dは D3Dハード ウェアアクセラ

レーショ ンのディ スプレイアダプタ機

能が頂点フォグかテーブルフォグのど

ちら に対応できるかを指定します。 ゲ

ームの中には D3D機能を正しく クエリ

ーしなかったり 、 予想されるテーブル

フォグをサポート しないものがあり ます。このオプショ ンを選択すると、Nvidia

グラフィ ッ ク スプロセッ サ上でこのよう なゲームを正しく 動作させるこ と がで

きます。
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"""" Adjust Z-buffer depth to render depth if unequal:Adjust Z-buffer depth to render depth if unequal:Adjust Z-buffer depth to render depth if unequal:Adjust Z-buffer depth to render depth if unequal:

Zバッファをアプリ ケーショ ンが要求する数に自動的に調整します。

このオプショ ンは特定の Zバッファ数を必要と しない限り 、 通常は有効にして

おきます。 このオプショ ンを無効にすると 、 アプリ ケーショ ンの Zバッファの

数がハード ウェアの構成に合わない場合、 アプリ ケーショ ンが起動しなく なり

ます。

"""" Enable alternate depth buffering technique:Enable alternate depth buffering technique:Enable alternate depth buffering technique:Enable alternate depth buffering technique:

Depth Bufferingの代替技術を有効にします。

ハード ウェアに 16 ビッ ト アプリ ケーショ ンで別な Depth Buffering のメ カニズ

ムを使用させます。 この設定を有効にするこ と で、 高画質な 3D 画像を再現で

きます。

"""" Display logo when running Direct3D applications:Display logo when running Direct3D applications:Display logo when running Direct3D applications:Display logo when running Direct3D applications:

Direct3Dで Nvidiaのロゴを表示します。

この設定を有効にすると 、 Direct3Dを起動していると きに画面下に Nvidiaのロ

ゴが表示されます。

“MipmappingMipmappingMipmappingMipmapping”を選択してく ださい。

"""" Automatically Automatically Automatically Automatically ggggenerate:enerate:enerate:enerate:

NVIDIA™ GeForce 256™はミ ッ プマッ プを自動作成するこ と によってバス間で

テク スチャの転送を効率化し、 Direct3Dアクセラレーショ ンアプリ ケーショ ン

やゲームの性能を高めます。

アプリ ケーショ ンの中には、 ミ ッ プマッ プを自動作成すると問題が生じるもの

があり ます。 このよう な場合は、 画像が正しく 表示されるまで自動作成する ミ

ッ プマップレベルを下げてく ださい。 通常ミ ッ プマッ プレベルを下げると 、 テ

ク スチャの配置ミ スやズレを解消するこ と ができます (こ のと き性能が若干失

われる場合があり ます) 。

" AAAAuuuuto-to-to-to-mipmap method:mipmap method:mipmap method:mipmap method:

このオプショ ンにはバイ リ ニアと ト リ リ ニアの 2つのオプショ ンがあり ます。

バイ リ ニア法を選択すると 、 ト リ リ ニア法を選択したと きよ り も性能が高く な

り ます。 ト リ リ ニア法を選択すると 画質が高く なり ます。
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"""" Mipmap detail level:Mipmap detail level:Mipmap detail level:Mipmap detail level:

このオプショ ンはミ ップマップの詳細レベル (LOD) の偏差値を調整します。偏

差値を下げると 画質がよく なり 、 偏差値を上げると アプリ ケーショ ンの性能が

高まり ます。 “Best Image Quality”から “Best Performance”まで、 5つのプリ セッ ト

値の中から最も適したものを選択してく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 17171717 その他の Direct3Dの設定について

“More DirectMore DirectMore DirectMore Direct3333DDDD…” ボタンをク リ ッ クす

ると 、 次のアイテムが表示されます。

"""" TTTTexel Alignment:exel Alignment:exel Alignment:exel Alignment:

このオプショ ンはハード ウェアが Texel

(テク スチャのエレメ ント ) を処理する

方法を変更します。これらの値を変更す

るこ と によって、 Texel の原点が調整さ

れます。 デフォルト 値は Direct3D の仕

様により 異なり ます。ソ フト ウェアの中

にはテク スチャの原点を別な位置に定

義するものがあり ます。このよう なアプ

リ ケーショ ンの場合は、テクスチャの原点を定義し直すこ と によって画質を高める

こ と ができます。 スライダーを使って左上から Texelの中央までの範囲で Texelの

原点を調整してく ださい。

"""" PCI Texture Memory Size:PCI Texture Memory Size:PCI Texture Memory Size:PCI Texture Memory Size:

このオプショ ンはテクスチャを保存するために、 グラフィ ッ ク スプロセッ サが

指定した最大量までシステムメ モリ を使えるよ う にします (ディ スプレイアダ

プタ上に搭載されているメ モリ と は別に) 。

注注注注意意意意 3-2-13-2-13-2-13-2-1

テク スチャを保存するために予約可能なシステムメ モリ の最大量は、 コン

ピュータに搭載されている実際の RAM の量により 異なり ます。 システム

RAMが多いほど、 設定できる量も多く なり ます。

値を高く すると、いく つかの Direct3Dアプリ ケーショ ンの性能が高まり ます。

この設定は PCIディ スプレイアダプタにのみ適用されます。 AGPバスディ スプ

レイアダプタをご使用になる場合は、 このオプショ ンを設定するこ と はできま

せん (AGPディ スプレイアダプタが PCI対応モード で起動されている場合を除

きます) 。
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スススステテテテッッッッ ププププ 18181818 “OpenGL SettingsOpenGL SettingsOpenGL SettingsOpenGL Settings” フォルダでは OpenGLアプリ ケーショ ンで画像テ

ク スチャの品質を調整できます。

次 は  “Performance and CompatibilityPerformance and CompatibilityPerformance and CompatibilityPerformance and Compatibility

OptionsOptionsOptionsOptions” です。

"""" Enabled buffer region extension:Enabled buffer region extension:Enabled buffer region extension:Enabled buffer region extension:

このオプショ ンは OpenGL extension

GL_KTX_buffer_regionGL_KTX_buffer_regionGL_KTX_buffer_regionGL_KTX_buffer_region を使用できるよう

にします。

このエク ステンショ ンに対応している

3Dモデリ ングアプリ ケーショ ンの性能

を高めます。

"""" Allow the dual planes extension to useAllow the dual planes extension to useAllow the dual planes extension to useAllow the dual planes extension to use

local memory:local memory:local memory:local memory:

GL_KTX_buffer_region extension を有効に

すると、ローカルビデオメ モリ を使用で

きるよ う になり ます。

ただしローカルビデオメ モリ が 8MB以下の場合は、Dual Planes Extensionはサポー

ト されなく なり ます。 “Enable buffer region extensionEnable buffer region extensionEnable buffer region extensionEnable buffer region extension” が無効に設定されていると き

には、 このオプショ ンを設定しても何も効果が得られません。

"""" Use fast linear-Use fast linear-Use fast linear-Use fast linear-mipmap-linear filtering:mipmap-linear filtering:mipmap-linear filtering:mipmap-linear filtering:

高速 linear-mipmap-linearフィ ルタリ ングを有効にして、 アプリ ケーショ ンの性

能を高めます。 この場合、 画質が若干劣化します。

大抵は画質の劣化はほと んど目立ちませんので、 この機能を利用するこ と によ

ってアプリ ケーショ ンの利点を活用するこ と ができます。

"""" Enable Enable Enable Enable anisotropic filtering:anisotropic filtering:anisotropic filtering:anisotropic filtering:

異方性フィ ルタリ ングを使って画質を高めます。

"""" Enable alternate depth buffering technique:Enable alternate depth buffering technique:Enable alternate depth buffering technique:Enable alternate depth buffering technique:

別な Depth Bufferingを使用します。 このオプショ ンを有効にすると 、 16 ビッ ト

アプリ ケーショ ンで別な Depth Buffering が使用されます。 3D 画像を処理する

際、 画質が高く なり ます。
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"""" Disable support for enhanced CPU instruction sets:Disable support for enhanced CPU instruction sets:Disable support for enhanced CPU instruction sets:Disable support for enhanced CPU instruction sets:

特定の CPUが使用する Enhanced Instruction がサポート されなく なり ます。 追

加された 3D 命令に対応している Intel® MMX™ シリ ーズの CPU や AMD 3D

NOW!™ シリ ーズの CPUなどは、 3Dゲームやアプリ ケーショ ンの性能を高めま

す。 しかし、 これらの 3Dゲームやアプリ ケーショ ンが Enhanced Instructionプ

ロセッ サに対して最適化さ れていなければ、 こ の設定は何も効果を生みませ

ん。 ディ スプレイド ライバもこれらの機能に対応している必要があり ます。 ト

ラブル処理や性能を比較すると きには、 このオプショ ンを無効にするこ と がで

きます。

スススステテテテッッッッ ププププ 19191919 次のアイテムもチェッ ク してく ださい。

""""Default Default Default Default ccccolor depth for textures:olor depth for textures:olor depth for textures:olor depth for textures:

OpenGL アプリ ケーショ ンで特定の色

数のテク スチャをデフォルト 値と して

使用すべきかどう かを決定します。

#### Use desktop color depth: Use desktop color depth: Use desktop color depth: Use desktop color depth:

Windows のデスク ト ッ プの色数のテク

スチャを使用します。

#### Always use 16  Always use 16  Always use 16  Always use 16 bpp or Always bpp or Always bpp or Always bpp or Always use 32use 32use 32use 32

bpp:bpp:bpp:bpp:

デスク ト ッ プの設定に関係なく、指定し

た色数のテク スチャを使用します。

"""" BBBBuffer flipping mode:uffer flipping mode:uffer flipping mode:uffer flipping mode:

フルスク リ ーン OpenGL アプリ ケーシ

ョ ンのバッ ファ反転モード を決定しま

す。 ブロ ッ ク 転送方式、 ページ反転方

式、 自動選択の中から選択できます。 自動選択を選択すると 、 ハード ウェアの

設定に基づいて最適な方法をド ライバが選択します。

"""" VVVVertical sync:ertical sync:ertical sync:ertical sync:

OpenGLがどのよう に垂直同期を処理するかを指定します。

#### Always off: Always off: Always off: Always off: OpenGLで常に垂直同期を無効にします。

#### Off by default: Off by default: Off by default: Off by default: アプリ ケーショ ンが特別に要求しない限り 、 垂直同期を無効

にしておきます。
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#### On by default: On by default: On by default: On by default: アプリ ケーショ ンが特別に要求しない限り 、 垂直同期を有効

にしておきます。

"""" Use up to Use up to Use up to Use up to “XXXXXXXX” MB of system memory for textures in PCI mode: MB of system memory for textures in PCI mode: MB of system memory for textures in PCI mode: MB of system memory for textures in PCI mode:

グラフィ ッ ク スプロセッ サがテク スチャを保存しておく ために、 指定した最大

量までシステムメ モリ を使えるよ う にします (ディ スプレイアダプタ上に搭載

されているメ モリ と は別に) 。

注注注注意意意意 3-2-2 3-2-2 3-2-2 3-2-2

テク スチャを保存するために予約可能なシステムメ モリ の最大量は、 コン

ピュータに搭載されている実際の RAM の量により 異なり ます。 システム

RAMが多いほど、 設定できる量も多く なり ます。

値を高く すると、いく つかの Direct3Dアプリ ケーショ ンの性能が高まり ます。

この設定は PCIディ スプレイアダプタにのみ適用されます。 AGPバスディ スプ

レイアダプタをご使用になる場合は、 このオプショ ンを設定するこ と はできま

せん (AGPディ スプレイアダプタが PCI対応モード で起動されている場合を除

きます) 。

"""" Custom OpenGL settings:Custom OpenGL settings:Custom OpenGL settings:Custom OpenGL settings:

保存したカスタム設定 (または “tweaks”) をリ スト します。 リ スト からアイテム

を選択すると 、設定が有効になり ます。設定を適用したら、 “OKOKOKOK” または“AAAApplypplypplypply”

をク リ ッ ク してく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 20202020 “Overlay Color ControlOverlay Color ControlOverlay Color ControlOverlay Color Control”    フ

ォルダ：

こ れら のコ ント ロ ールを使ってビデオ

や DVDの画質を調整します。

ビデオや DVD をコンピュータ上で再生

する際の明度、 コント ラ スト 、 色相、 彩

度は個々に調整するこ と もできます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 21212121 “Output DeviceOutput DeviceOutput DeviceOutput Device”    フ ォ ル

ダ：

"""" MonitorMonitorMonitorMonitor Timing: Timing: Timing: Timing:

モニタのタ イ ミ ングモード を選択でき

ます。

#### Auto-DetectAuto-DetectAuto-DetectAuto-Detect モ ニ タ か ら 直 接

Windows に正しいタ イ ミ ング情報を操

作でき ます。 こ れがデフォルト 設定で

す。古いタイプのモニタの中にはこの機

能がないものもあり ます。

#### General Timing FormulaGeneral Timing FormulaGeneral Timing FormulaGeneral Timing Formula または GTFGTFGTFGTF

は、ほと んどの新しいハード ウェアで標

準と して使われています。

#### Discrete Monitor TimingsDiscrete Monitor TimingsDiscrete Monitor TimingsDiscrete Monitor Timings または DMTDMTDMTDMTは、古いハード ウェアの中で今でも使われ

ている も のに標準と し て使われていま

す。 お使いのハード ウェアが DMT を必

要と してきた時は、このオプショ ンを有

効にしてく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 22.22.22.22. “Output DeviceOutput DeviceOutput DeviceOutput Device”フォルダ:

ま ず “Analog Analog Analog Analog MMMMonitoronitoronitoronitor” と “DDDDigital Flatigital Flatigital Flatigital Flat

PanelPanelPanelPanel” をご覧く ださい。

こ こ では使用する出力デバイスを選択

し ま す。 ほ と んど の場合は “AnalogAnalogAnalogAnalog

MMMMonitoronitoronitoronitor”設定を使います。 DFPディ スプ

レイ をご使用になる 方は  “DDDDigital Flatigital Flatigital Flatigital Flat

PanelPanelPanelPanel” を選択してく ださい。



ソソソソ フフフフトトトト ウウウウェェェェアアアアののののイイイイ ンンンンスススストトトト ーーーールルルル

User’s Manual

3-19

スススステテテテッッッッ ププププ 23. 23. 23. 23. 出力デバイ スを選択し た

ら 、 “Device Device Device Device SSSSettingsettingsettingsettings…” ボタンをク リ ッ

ク し てスク リ ーンのセンタ リ ングを調

整してく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 24. 24. 24. 24. TV に画像を出力するに

は、 “TTTTVVVV”を選択してく ださい。 TVの解

像度と ビッ ト 数を指定するこ と ができ

ます。 640 x 480 – 256 Colorから 800 x

600 – True Color (32 bit) までの間で選

択できます。

これらを設定したら 、 次の画面が表示

されます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 25. 25. 25. 25. “ ビデオ出力形式” を選

択したと きこの画面になり ます。お使い

の TVシステムのビデオフォーマッ ト を

この項目から選択してく ださい。間違っ

たシステムを選択すると、表示のイメ ー

ジがゆがんだり 失われたり します。

スススステテテテッッッッ ププププ 26. 26. 26. 26. これはデスク ト ッ プを新しい設定に変更するこ と を知らせるメ ッ セ

ージです。 “OKOKOKOK” ボタンをク リ ッ ク してく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 27. 27. 27. 27. この設定を保持するかどう かを質問されます。画像が正常に表示され

ていれば、 “ははははいいいい” をク リ ッ ク してく ださい。
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3-3.3-3.3-3.3-3. デデデディィィィ ススススププププレレレレイイイイ トトトト レレレレイイイイアアアアイイイイ ココココンンンン

VGA ド ラ イバをインスト ールすると “Soft JumpySoft JumpySoft JumpySoft Jumpy”アイコンがタスクバーの右隅に表

示されます。 以下の図を参照してく ださい。

“ Soft Jumpy” アイ コ ンを右右右右クククク リリリリ ッッッッ クククク

し 、 ポッ プアッ プメ ニュ ーの中から

“More ResolutionMore ResolutionMore ResolutionMore Resolution”メ ニュ ーを選択し ま

す。左側に解像度表がポップアッ プしま

すので、この中から任意の解像度を選択

します。

ディ スプレイアダプタのリ フレッ シュレート を変更したい時は、左側にポップアッ

プした解像度表から “Refresh Rate”を選択し、任意のリ フレッシュレート を選択しま

す。

リ フレッ シュ レート を高く する場合に

は、ディ スプレイモニタも この値に対応

しているこ と を確認してく ださい。そう

しなければ、ディ スプレイモニタが故障

する可能性があり ます。

詳細についてはディ スプレイモニタの

ユーザーマニュアルを参照してく ださ

い。

“Windows Display PropertiesWindows Display PropertiesWindows Display PropertiesWindows Display Properties…”を選択す

る場合は、 第 3章 3-2 をお読みく ださい。 ” Refresh Rate” の下に表示される解像

度は、 通常使用する解像度と リ フレッ シュレート を簡単に変更できます。

 “ExitExitExitExit”を選択してこのプログラムを終了します。
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3-43-43-43-4.... WindowsWindowsWindowsWindows® NT 4.0 Server/Workstation NT 4.0 Server/Workstation NT 4.0 Server/Workstation NT 4.0 Server/Workstationへへへへ VGAVGAVGAVGA ドドドド ララララ

イイイイババババををををイイイイ ンンンンスススストトトト ーーーールルルルすすすするるるる

このセクショ ンではWindows® NT 4.0 Server/Workstation環境に VGAド ライバをイ

ンスト ールする手順について説明します。こ こに示す画面は、すべて Windows® NT

4.0 Server バージョ ンのも のです。 VGA ド ラ イ バをイ ンス ト ールする前に、

Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (またはそれ以降のバージョ ン ) をインスト ールし

てく ださい。

注注注注意意意意 3-4-1 3-4-1 3-4-1 3-4-1

本書では Windows® NT 4.0 Server/Workstationの詳細については説明いたしま

せん。 Windows® NT 4.0 Server/Workstationのインスト ール、 操作方法、 設定に

ついては、 Windows® NT 4.0 Server/Workstationの説明書か Microsoft® 社より 提

供されるその他の資料をご参照く ださい。

注注注注意意意意 3-4-2 3-4-2 3-4-2 3-4-2

Windows® NT 4.0 Server/Workstation環境には IDE-USB ド ラ イバをインスト ー

ルする必要はあり ません。 ただし、 先に Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (また

はそれ以降のバージョ ン ) をインスト ールしてく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 1. 1. 1. 1. コンピュータをリ ブート して、 Windows® NT 4.0ブート メ ニューから

“Windows NT 4.0 (VGA)”を選択します。

スススステテテテッッッッ ププププ 2. 2. 2. 2. ABIT SILURO Installation Disc を CD-ROM ド ラ イブに挿入します。

スススステテテテッッッッ ププププ 3. 3. 3. 3. Windows® NT 4.0のデスク

ト ッ プエリ アを右右右右クククク リリリリ ッッッッ クククク して  “ププププロロロロパパパパ

テテテティィィィ ” を選択します。すると “画画画画面面面面ののののププププロロロロ

パパパパテテテティィィィ ”画面が表示されます。
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スススステテテテッッッッ ププププ 4. 4. 4. 4. “デデデディィィィ スススス ププププレレレレ イイイイ のののの設設設設定定定定”フ

ォルダを選択すると、現在の設定が表示

されます。 “ディ スプレイの種類”ボタン

をク リ ッ ク する と 、 次の画面に進みま

す。

スススステテテテッッッッ ププププ 5. 5. 5. 5. “デデデディィィィ スススス ププププレレレレ イイイイ のののの種種種種類類類類”画

面が表示されたら 、 “変変変変更更更更”ボタンをク リ

ッ ク してく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 6. 6. 6. 6. “デデデディィィィ スススス ププププレレレレ イイイイ のののの変変変変更更更更”画

面が表示されたら 、 “デデデディィィィ ススススクククク使使使使用用用用”ボタ

ンをク リ ッ ク します。
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スススステテテテッッッッ ププププ 7. 7. 7. 7. “デデデディィィィ スススス クククク かかかからららら イイイイ ンンンンスススス トトトト ーーーー

ルルルル” 画面が表示されたら 、 “参参参参照照照照” ボタン

をク リ ッ ク します。

スススステテテテッッッッ ププププ 8. 8. 8. 8. “フフフフ ァァァァ イイイイ ルルルルのののの検検検検索索索索” 画面が

表示されます。 “D:\Driver\WinntD:\Driver\WinntD:\Driver\WinntD:\Driver\Winnt” と いう

パスを選択し、 “開開開開くくくく ” ボタンをク リ ッ ク

します。

スススステテテテッッッッ ププププ 9. 9. 9. 9. “デデデディィィィ スススス クククク かかかからららら イイイイ ンンンンスススス トトトト ーーーー

ルルルル” 画面が表示されたら、 “OKOKOKOK” ボタンを

ク リ ッ ク します。

スススステテテテッッッッ ププププ 10. 10. 10. 10. “デデデディィィィ ススススププププレレレレ イイイイ のののの変変変変更更更更” 画

面が表示されたら、正しいディ スプレイ

カード を選択し、 “OKOKOKOK”ボタンをク リ ッ ク

します。
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スススステテテテッッッッ ププププ 11. 11. 11. 11. “ササササーーーードドドド パパパパーーーーテテテティィィィ ドドドド ララララ イイイイ

ババババ” 画面が表示されたら 、 “ははははいいいい” をク リ

ッ ク します。

スススステテテテッッッッ ププププ 12. 12. 12. 12. “デデデディィィィ スススス クククク のののの挿挿挿挿入入入入” 画面が

表示さ れたら 、 “OKOKOKOK” をク リ ッ ク し ま

す。

スススステテテテッッッッ ププププ 13. 13. 13. 13. “フフフフ ァァァァ イイイイ ルルルルがががが必必必必要要要要” 画面が

表示されたら、 “参参参参照照照照” ボタンをク リ ッ ク

します。

スススステテテテッッッッ ププププ 14. 14. 14. 14. “フフフフ ァァァァ イイイイ ルルルルのののの検検検検索索索索” 画面が

表示さ れたら “開開開開くくくく ”ボタ ンをク リ ッ ク

して、 ド ラ イ バがある場所を選択し ま

す 。 左 の 例 で は 、 ド ラ イ バ は

“D:\Driver\WinntD:\Driver\WinntD:\Driver\WinntD:\Driver\Winnt” にあり ます。

CD-ROM ド ライブの文字は、 コンピュ

ータにデバイ スがいく つイ ンス ト ール

されているかにより 異なり ます。 この例では D:\と して割り 当ててあり ます。

スススステテテテッッッッ ププププ 15. 15. 15. 15. “フフフフ ァァァァ イイイイ ルルルルがががが必必必必要要要要” 画面が

表示されたら 、 “OKOKOKOK” ボタンをク リ ッ ク

します。

注注注注意意意意 ： こ の画面は何度か表示さ れま

す。必要なド ライバをインスト ールする

ために同じパスを選択してく ださい。
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スススステテテテッッッッ ププププ 16. 16. 16. 16. “ドドドド ララララ イイイイ ババババののののイイイイ ンンンン スススス トトトト ーーーー

ルルルル” 画面が表示されたら、 “OKOKOKOK” をク リ ッ

ク します。

スススステテテテッッッッ ププププ 17171717 “デデデディィィィ ススススププププレレレレ イイイイ のののの設設設設定定定定” 画

面が表示されたら、 “閉閉閉閉じじじじ るるるる ” ボタンをク

リ ッ ク します。

スススステテテテッッッッ ププププ 18181818 “画画画画面面面面ののののププププロロロロ パパパパテテテティィィィ ” 画面

が表示されたら、 “閉閉閉閉じじじじ るるるる ” ボタンをク リ

ッ ク します。

スススステテテテッッッッ ププププ 19191919 “シシシシスススステテテテムムムム設設設設定定定定のののの変変変変更更更更” 画

面が表示されたら、 “ははははいいいい” ボタンをク リ

ッ ク し てコ ン ピ ュ ータ を再起動し ま

す。
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スススステテテテッッッッ ププププ 20202020 コ ンピュータ が再起動し

たら 、 ブート メ ニューから  “WindowsWindowsWindowsWindows®

NT 4.0NT 4.0NT 4.0NT 4.0” を選択します。 Windows® NTに

ログオンしたら 、 “無無無無効効効効ななななデデデディィィィ ススススププププレレレレイイイイ

のののの設設設設定定定定” アプレッ ト が表示されますので

“OKOKOKOK” ボタンをク リ ッ ク します。

注注注注意意意意 3-4-3 3-4-3 3-4-3 3-4-3

“無無無無効効効効ななななデデデディィィィ ススススププププレレレレイイイイのののの設設設設定定定定” 画面は新しいディ スプレイド ラ イバを初めて使用

すると きにのみ表示されます。

スススステテテテッッッッ ププププ 21212121 カラーパレッ ト は 256 色

に設定されています。ディ スプレイカー

ド の新しい設定は元に戻すこ と ができ

ます。

設定の変更手順については、セクショ ン

3-5「 WindowsWindowsWindowsWindows® NT NT NT NT環環環環境境境境ににににおおおおけけけけるるるる画画画画面面面面のののの

ププププロロロロパパパパテテテティィィィ のののの設設設設定定定定方方方方法法法法」を参照してく だ

さい。
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3-53-53-53-5 WindowsWindowsWindowsWindows® NT NT NT NT環環環環境境境境ににににおおおおけけけけるるるる画画画画面面面面ののののププププロロロロパパパパテテテティィィィ のののの

設設設設定定定定方方方方法法法法

スススステテテテッッッッ ププププ 1111 Windows® NT環境に必要なド ラ イバをインスト ールしたら、Windows®

NT のデスク ト ッ プエリ アを右ク リ ッ ク

し て  “ププププロロロロ パパパパテテテティィィィ ” を選択し てく ださ

い。

スススステテテテッッッッ ププププ 2222 “画画画画面面面面ののののププププロロロロ パパパパテテテティィィィ ” 画面

が表示されたら  “設設設設定定定定” フォルダを選択

します。

スススステテテテッッッッ ププププ 3333 “モモモモーーーードドドド のののの一一一一覧覧覧覧” ボタンを

ク リ ッ クすると 、 “検検検検出出出出ささささ れれれれたたたたアアアアダダダダププププタタタタ ”

画面が表示されます。あなたのディ スプ

レイ カード に対し て選択可能なモード

がすべてリ スト されます。この中からい

ずれか 1 つを選択して、 “OKOKOKOK” をク リ ッ

ク してく ださい。



ソソソソ フフフフトトトト ウウウウェェェェアアアアののののイイイイ ンンンンスススストトトト ーーーールルルル

User’s Manual

3-29

スススステテテテッッッッ ププププ 4444 “テテテテスススス トトトト ” ボタ ンをク リ ッ

クすると、 “テテテテスススストトトト モモモモーーーードドドド ” 画面が表示さ

れます。 “OKOKOKOK” ボタンをク リ ッ ク してデ

ィ スプレイカード のテス ト を行ってく

ださい。 画面にテスト の結果が表示されます。

画像が正しく 表示されたら、 “ははははいいいい” ボタ

ンをク リ ッ ク してく ださい。

画像が正しく 表示されない場合は、ディ

スプレイカード の設定を変えてみてく

ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 5555 “デデデディィィィ ススススププププレレレレ イイイイ のののの種種種種類類類類” ボ

タンをク リ ッ ク し ます。 “デデデディィィィ ススススププププレレレレイイイイ

のののの種種種種類類類類” 画面が表示されます。

ディ スプレイのド ラ イバを交換するに

は、 “変変変変更更更更” ボタンをク リ ッ ク します。す

ると  “デデデディィィィ ススススププププレレレレイイイイのののの変変変変更更更更” 画面が表示

されます。
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ド ラ イ バを イ ンス ト ールする と き に

は、ディ スプレイカード のモデルと メ ー

カーを正確に選択してく ださい。リ スト

上にないド ラ イバをインス ト ールした

い場合は、 “デデデディィィィ ススススクククク使使使使用用用用” ボタンをク リ

ッ ク します。

“検検検検出出出出” ボタンをク リ ッ クすると、ディ ス

プレイ カード のド ラ イバが自動的に検

出されます。

  

ド ラ イ バが検出さ れる と メ ッ セージが

表示されますので、 “ははははいいいい” をク リ ッ ク し

てく ださい。

“InfoInfoInfoInfo”フォルダにはグラ フィ ッ ク カード

に関するあらゆる情報が含まれていま

す。

グラ フィ ッ ク カード を更に設定したけ

れば、 “ Additional Additional Additional Additional PPPPropertiesropertiesropertiesroperties…” ボタン

をク リ ッ ク してく ださい。
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更に 3つのフォルダがあり ます。これら

は 3-2 章の 3-12 ページで説明されてい

るものと 同じです。

“出出出出力力力力デデデデババババイイイイ スススス ”フォルダでイ メ ージを

表示さ せたい出力デバイ スを選択でき

ます。

Windows® NT環境における画像の設定は以上ですべてです。解像度と リ フレッ シュ

周波数を調整し てく ださ い（ リ フレッ シュ周波数を高く する と 画面が安定し ま

す）。 古いタイプのモニタをご使用になる場合は、 周波数を 60Hz から徐々に上げ

ていってみてく ださい。  ニタの仕様値より も高く すると 、 モニタの故障の原因と

なり ます。
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3-6.3-6.3-6.3-6. WindowsWindowsWindowsWindows® 2000 2000 2000 2000 へへへへ VGAVGAVGAVGA ドドドド ララララ イイイイババババををををイイイインンンンスススストトトト ーーーールルルル

すすすするるるる

このセクショ ンでは Windows® 2000環境に VGA ド ラ イバをインスト ールする手順

について説明します。こ こに示す画面は、すべて Windows® 2000バージョ ンのもの

です。

注注注注意意意意 3-6-1 3-6-1 3-6-1 3-6-1

VGA ド ラ イバを “Standard PCI Graphics Adapter (VGA)”ド ラ イバに変更した直後

のディ スプレイは、 640*480、 16色に設定されているため、 画質があまり 良く

あり ません。 画質を高めるには、 VGA ド ラ イバをインスト ールしてフルカラ

ー、 800*600に設定してく ださい。

注注注注意意意意 3-6-2 3-6-2 3-6-2 3-6-2

本書では Windows® 2000 の詳細については説明いたしません。 Windows® 2000

のイ ンス ト ール、 操作方法、 設定については、 Windows® 2000 の説明書か

Microsoft® 社より 提供されるその他の資料をご参照く ださい。

Windows® 2000 ファ ミ リ ーのインスト ールの手順はよく 似ていますが、 若干異

なる点もあり ます。以下に説明するインスト ールの手順にしたがう と 、簡単に

インスト ールできます。

最初に“ デデデデババババイイイイ ススススママママネネネネーーーージジジジャャャャーーーー” を開

きます。ビデオコント ローラの頭にクエ

スチョ ンマーク がついている はずで

す。
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左図のよう な  "画画画画面面面面ののののププププロロロロパパパパテテテティィィィ " の画

面で設定内容を確認し ま す。 以前の

VGA アダプタを SILURO™ GF256 GTS

ディ ス プレ イ アダプタ に変更する に

は、 ま ずディ ス プレ イ のタ イ プを

“Standard PCI Graphics Adapter [VGA]Standard PCI Graphics Adapter [VGA]Standard PCI Graphics Adapter [VGA]Standard PCI Graphics Adapter [VGA]”

に設定してから コンピュータを再起動

してく ださい。この作業を怠り ますと 、

次のステッ プで新しいディ スプレイ ド

ラ イ バをインスト ールする こ と ができ

なく なり ます。

ビデオコント ローラアイテムを右ク リ ッ ク し 、 “ ププププロロロロパパパパテテテティィィィ ” を選択します。
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“ 一一一一般般般般” フォルダの“ ドドドド ララララ イイイイ ババババ” フォ

ルダをク リ ッ ク します。

“ドドドド ララララ イイイイ ババババのののの更更更更新新新新…”ボタ ンをク リ ッ ク

し 、 Siluro™ GF256 GTS ド ライバを更新

します。

ド ラ イ バ更新ウィ ザード が表示さ れま

すので、  “次次次次へへへへ>>>>”ボタンをク リ ッ ク しま

す。
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“次次次次へへへへ>>>>”ボタンをク リ ッ ク します。

ド ラ イ バをイ ンス ト ールする場所を選

択し 、 “次次次次へへへへ>>>>”ボタ ンを ク リ ッ ク し ま

す。

“参参参参照照照照…”ボタンをク リ ッ ク します。

ド ラ イ バ の 場 所 を 探 す か 、

“ D:\DRIVER\Win2K” と いう パスを入

力します。 .
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プログラ ムがアダプタに適合する ド ラ

イバを検索し て “次次次次へへへへ>>>>”をク リ ッ ク し ま

す。

デジタル承認画面が現れたら、 “ははははいいいい”を

ク リ ッ ク します。

プロ グラ ムがハード ディ スク へファ イ

ルをコピーします。

ド ラ イバの更新が完了したら 、 “完完完完了了了了”ボ

タンをク リ ッ ク します。



ソソソソ フフフフトトトト ウウウウェェェェアアアアののののイイイイ ンンンンスススストトトト ーーーールルルル

User’s Manual

3-37

“ドドドド ララララ イイイイ ババババ”フォルダに戻り 、 “閉閉閉閉じじじじ るるるる ”を

ク リ ッ ク します。

“ははははいいいい ”ボタ ンをク リ ッ ク し コ ンピュー

タを再起動します。

“デデデデババババイイイイ スススス ママママネネネネーーーージジジジャャャャ ーーーー”をも う 一度チ

ェ ッ ク し 、 “デデデディィィィ スススス ププププレレレレ イイイイ アアアアダダダダププププタタタタ ”が

“ABIT ABIT ABIT ABIT Siluro GF256 GTSSiluro GF256 GTSSiluro GF256 GTSSiluro GF256 GTS”になっているこ

と を確認します。
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左図のよう に、画面のプロパティ もチェ

ッ ク します。

こ れはド ラ イ バのインス ト ールが正常

に完了し ている こ と を意味し ていま

す。
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3-7.3-7.3-7.3-7. WindowsWindowsWindowsWindows® 2000 2000 2000 2000 環環環環境境境境ににににおおおおけけけけるるるる画画画画面面面面ののののププププロロロロ

パパパパテテテティィィィ のののの設設設設定定定定方方方方法法法法

スススステテテテッッッッ ププププ 1. 1. 1. 1. Windows® 2000のド ライバ

を正しく インスト ールしたら、Windows®

2000 のデスク ト ッ プエリ アを右ク リ ッ

ク して  “ププププロロロロパパパパテテテティィィィ ” を選択します。

 “設設設設定定定定” フォルダを選択します。

“詳詳詳詳細細細細設設設設定定定定…” ボタ ンを ク リ ッ ク し ま

す。
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“全全全全般般般般”フォルダについては、3-2章の 3-7

ページをお読みく ださい。

こ こで“アアアアダダダダププププタタタタ ”フォルダを開く と 、 現

在のディ スプレイ ド ラ イ バの情報をご

覧になれます。こ こでド ラ イバを変更す

るこ と が可能です。 “ ププププロロロロパパパパテテテティィィィ ” ボタ

ンをク リ ッ クすると、次のよう な画面が

表示されます。
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“ププププロロロロパパパパテテテティィィィ ”画面です。

“全全全全ててててののののモモモモーーーードドドド をををを表表表表示示示示…”ボタ ンをク リ

ッ クすると 、 この画面が現れます。

“モモモモニニニニタタタタ ”フォルダを開きます。 “ププププロロロロ パパパパ

テテテティィィィ ”ボタンを選択すると 、 次の画面が

表示されます。

画面が表示されない場合は、 モニタの

リ フレッ シュ周波数を変更してく ださ

い。
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“ププププロロロロパパパパテテテティィィィ ”画面です。

“リリリリ フフフフレレレレッッッッ シシシシュュュュ周周周周波波波波数数数数”画面です。
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“トトトト ララララ ブブブブルルルルシシシシュュュュ ーーーーテテテティィィィ ンンンンググググ ”フォルダで

はハード ウェアによって生じたあらゆ

る問題を解決するために、ハード ウェア

アクセラレーショ ンを調整できます。

“カカカカララララーーーーママママネネネネーーーージジジジメメメメ ンンンントトトト ”フォルダで

す。 これらの設定により 、モニタのデフ

ォルト のカラープロファ イルを選択で

きます。この設定はモニタ上に表示する

色に影響します。

プロ ファ イ ルは“追追追追加加加加…”ボタ ンをク リ

ッ クすると選択できます。

左はカラープロファ イルの画面です。
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“情情情情報報報報”フォルダにはグラ フィ ッ ク カー

ド に関するあらゆる情報が表示さ れま

す。

グラ フィ ッ ク カード を更に設定したけ

れば、 “ Additional Additional Additional Additional PPPPropertiesropertiesropertiesroperties…” ボタン

をク リ ッ ク してく ださい。

更に４ つのフォルダがあり ます。より 詳

しい説明については、 3-2 章の 3-12 ペ

ージをお読みく ださい。
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“色色色色調調調調整整整整”フォルダを閉じて “Direct3DDirect3DDirect3DDirect3D 設設設設

定定定定”フォルダを選択します。 よ り 詳しい

説明については、 3-2 章の 3-12 ページ

をお読みく ださい。

“Direct3D Direct3D Direct3D Direct3D のののの詳詳詳詳細細細細…”ボタ ンをク リ ッ ク

すると 、 この画面が表示されます。より

詳しい説明については、 3-2 章の 3-14

ページに記載されているステッ プ 17 を

お読みく ださい。
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“アアアアンンンンチチチチエエエエイイイイ リリリリ アアアアシシシシンンンンググググ ”フォルダでは

Direct3D で使う アンチエイ リ アシング

のレベルを選択します。

よ り 詳しい説明については、 3-2 章の

3-15 ページに記載されているステッ プ

18をお読みく ださい。
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よ り 詳しい説明については、 3-2 章

の 3-18 ページに記載されているス

テッ プ 21 をお読みく ださい。

Windows® 2000環境における画像の設定は以上ですべてです。 解像度と リ フレッ シ

ュ周波数を調整してく ださい（ リ フレッ シュ周波数を高く すると 画面が安定しま

す）。 古いタイプのモニタをご使用になる場合は、 周波数を 60Hz から徐々に上げ

ていってみてく ださい。モニタの仕様値より も高く すると、モニタの故障の原因と

なり ます。



3-48 第第第第 3章章章章

SILURO™ GF256 GTS

3-83-83-83-8 Graphic MaxGraphic MaxGraphic MaxGraphic Max をををを起起起起動動動動すすすするるるる前前前前にににに

本製品にはグラフィ ッ ク プロセッ サの動作速度と グラ フィ ッ ク メ モリ の動作速度

を調整するためのツールが備えられています。正し く 設定を行わなければ、グラフ

ィ ッ ク プロセッ サと グラ フィ ッ ク メ モリ が両方と も 故障する恐れがあり ます。

ABIT Graphic Maxをご使用になる前に、 次の説明をよく お読みく ださい。

重重重重要要要要なななな注注注注意意意意

1. ABIT はこのユーティ リ ティ に対していかなる補償もサポート も行っており

ません。 こ のユーティ リ ティ はお客様ご自身の責任においてご使用く ださ

い。 このユーティ リ ティ に起因するあらゆる問題について、弊社では一切の

責任を負いかねます。 この条件にご同意いただけない場合は、 このユーティ

リ ティ はご使用にならないでく ださい。

2. ABIT はハード ウェアのオーバーク ロッ ク に設定するこ と はお勧めしませ

ん。 SILURO™ GF256 GTSディ スプレイカード には高性能な冷却ファンが備

えられていますが、オーバーク ロッ クするこ と により 、過熱が生じてチッ プ

にダメ ージを与える恐れがあり ます。

3. ディ スプレイカード の構造についてよく ご存知ない方は、このユーティ リ テ

ィ はご使用にならないよう 強く お勧めします。 設定を間違えますと 、 グラフ

ィ ッ クチッ プ、ディ スプレイカード 、 またはその他のコンポーネント に損傷

を与え、 回復が困難ト なる可能性があり ます。

アアアアププププリリリリ ケケケケーーーーシシシショョョョ ンンンンにににに関関関関すすすするるるる注注注注意意意意

1. このユーティ リ ティ はディ スプレイカード を細かく 調整するこ と により 、シ

ステムの安定性を高めるために使用します。 これは Windows® 95/98 専用の

ツールです。

2. GraphicMaxを起動するには、 スタート  -> プログラム  ->ABIT Graphic Max->

Graphic Max を選択してく ださい。

3.�3. Graphic Max の設定を変更し た後ブート でき なく なっ たと き には、

"Windows Safe Mode" でブート して、 スタート  -> プログラム  -> ABIT Graphic

Max -> Graphic Max Safe Mode Recovery を選択してく ださい。

"Install Graphic MaxInstall Graphic MaxInstall Graphic MaxInstall Graphic Max"を ク リ ッ ク し ま

す。

注注注注意意意意： 画面の指示に従ってく ださい。ソ

フト ウ ェアは簡単にインス ト ールでき

ます。
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以下は Graphic Maxの画面です。

プログラムを起動するごと に、この警告

メ ッ セージが表示されます。メ ッ セージ

を最後までよく お読みく ださい。

内容にご同意いただける場合は、“AAAAgreegreegreegree”

ボタンをク リ ッ ク してく ださい。

Graphic Max画面で 2つのスライド バー

を使っ て  “Core Clock FrequencyCore Clock FrequencyCore Clock FrequencyCore Clock Frequency” と

“Memory Clock FrequencyMemory Clock FrequencyMemory Clock FrequencyMemory Clock Frequency” を調整してく

ださ い。 こ れらの値を調整する と きに

は、 十分に注意してく ださい (前ページ

の警告メ ッ セージは必ずお読みく ださ

い)。
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3-9.3-9.3-9.3-9. AlbumViewAlbumViewAlbumViewAlbumViewののののイイイインンンンスススストトトト ーーーールルルル

Siluro™ installation CDには AlbumViewAlbumViewAlbumViewAlbumView ソフト ウェアが含まれます。このソフト ウェ

アはグラフィ ッ ク をいく つもの形式で表示するためのものです。どう ぞお楽しみ下

さい。

以下にこのソフト ウェアをインスト ールする手順を紹介します。

"Install Install Install Install AlbumViewAlbumViewAlbumViewAlbumView"をク リ ッ ク します。

注注注注意意意意： 画面に表示される手順に従ってく ださい。 ソ フト ウェアは簡単にインスト

ールできます。

必要なフ ァ イ ルのコ ピーを開始し ま

す。

「 よ う こそ」 の画面が表示されますの

で、 “ OKOKOKOK” をク リ ッ ク します。
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イ ンス ト ール先を変更する こ と も でき

ます。直接アイコンをク リ ッ ク し、イン

スト ールを開始するこ と もできます。

プロ グラ ムグループの名前を選択し ま

す。デフォルト の設定をお使いになるこ

と を推奨します。 “CCCContinueontinueontinueontinue”ボタンをク

リ ッ ク してく ださい。

インスト ールの状況が確認できます。

インスト ールが完了したら “ OKOKOKOK” ボタ

ンをク リ ッ ク し、インスト レーショ ンプ

ログラムを終了します。
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 "スタート  -> プログラム  -> Abit ->

AlbumView"を選択し、 AlbumViewを起動

します。

すると以下の画面が表示されます。
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3-103-103-103-10.... WinDVD 2000WinDVD 2000WinDVD 2000WinDVD 2000ののののイイイインンンンスススストトトト ーーーールルルル

DVD-ROM ド ラ イブをお持ちの方は、 この DVDプレーヤーアプリ ケーショ ンをイ

ンスト ールするこ と ができます。 ABIT SILURO™ Installation DiscInstallation DiscInstallation DiscInstallation Disc を挿入してく ださ

い。 する と プログラ ムが自動的に起動さ れるはずです。 起動されない場合は、

CD-ROM のメ インディ レク ト リ から手動で実行ファ イルを起動してく ださい。 プ

ログラムが起動されたら 、 下のよう な画面が表示されます。

"Install Install Install Install WinDVDWinDVDWinDVDWinDVD" をク リ ッ ク する と 、

InterVideo WinDVDのインスト ールが開

始されます。

注注注注意意意意:::: 画面の指示にしたがってインスト

ールを行ってく ださい。ソ フト ウェアは

簡単にインスト ールできます。

イ ンス ト ールが完了し たら コンピュー

タをリ ブート して、 ススススタタタターーーートトトト  % ププププロロロロググググララララ ムムムム  % InterVideo InterVideo InterVideo InterVideo WinDVDWinDVDWinDVDWinDVD % InterVideoInterVideoInterVideoInterVideo

WinDVDWinDVDWinDVDWinDVD を選択します。 またはデスク ト ッ プ上の WinDVD アイコンをダブルク リ

ッ クする方法もあり ます。 すると 、 次のよう な画面が表示されます。

DVD プレーヤーのコント ロールパネル

を使って DVD ムービーを見るこ と もで

きます。

詳しい操作方法については、 InterVideo

WinDVD のプログラ ムグループのヘル

プファ イルをお読みく ださい。
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WinDVD 2000 for WindowsWinDVD 2000 for WindowsWinDVD 2000 for WindowsWinDVD 2000 for Windows® NT: NT: NT: NT:

WinDVD 2000 for WindowsWinDVD 2000 for WindowsWinDVD 2000 for WindowsWinDVD 2000 for Windows® 2000: 2000: 2000: 2000:
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3-11.3-11.3-11.3-11. MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft® DirectX DirectX DirectX DirectX® 7 7 7 7ののののイイイインンンンスススストトトト ーーーールルルル

ゲーム機能をお楽しみになり たい方は、Microsoft® DirectX 7 ド ラ イバをインスト ー

ルされるこ と をお勧めします。ゲームの中には DirectXをインスト ールしなければ

使用できないものもあり ます。

Microsoft® DirectX 7 は簡単にインスト ールできます。 ABIT SILURO™ InstallationInstallationInstallationInstallation

DiscDiscDiscDisc を挿入してく ださい。 すると プログラムが自動的に起動されるはずです。 起

動されない場合は、 CD-ROM のメ インディ レク ト リ から手動で実行ファ イルを起

動してく ださい。 プログラムが起動されたら 、 下のよう な画面が表示されます。

"Install DirectX 7Install DirectX 7Install DirectX 7Install DirectX 7"をク リ ッ ク します。

イ ンス ト ールのダイ アロ グボッ ク スが

表示さ れたら  “ははははいいいい ” をク リ ッ ク し ま

す。すると Microsoft® DirectX 7 ド ラ イバ

のインスト ールが開始されます。

インスト ールが完了したら、 “OKOKOKOK” をク リ

ッ ク し てシステムをリ ブート し てく だ

さい。
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3-12.3-12.3-12.3-12. BIOSBIOSBIOSBIOS フフフフララララ ッッッッ シシシシュュュュユユユユーーーーテテテティィィィ リリリリ テテテティィィィ

最新の BIOSファ イルは弊社の Webサイト  (http://www.abit.com.tw) からダウンロ

ード できます。

フラ ッ シュユーティ リ ティ を使って SILURO™ GF256 GTSシリ ーズ・ ディ スプレイ

カード の BIOSをフラ ッ シュする方法を説明します。

注注注注意意意意 3-9-1 3-9-1 3-9-1 3-9-1

フラ ッ シュユーティ リ ティ で BIOS をフラ ッ シュすると 、 画面が 20 秒から 25

秒ほど黒く なり ます。 これは故障ではなく 正常な現象です。 このと きにシステ

ムを再起動すると 正常にフラッ シュされなく なり ますので、 絶対に再起動しな

いでく ださい。

スススステテテテッッッッ ププププ 1111 システムを再起動して DOS環境に入り ます。 または Windows 95/98

ウィ ンド ウから DOSプロンプト に入り ます。

スススステテテテッッッッ ププププ 2222 SILURO™ GF256 GTS Installation CDを CD-ROM ド ラ イブに挿入しま

す。

スススステテテテッッッッ ププププ 3333 D: \NVFLASHD: \NVFLASHD: \NVFLASHD: \NVFLASH. (D: は CD-ROM ド ライブに割り 当てた文字です) から

DOS4GW.EXEDOS4GW.EXEDOS4GW.EXEDOS4GW.EXE と  NVFLASH.EXENVFLASH.EXENVFLASH.EXENVFLASH.EXE    を新しいディ レク ト リ にコピーします。

スススステテテテッッッッ ププププ 4444 新しい BIOS バイナリ ファ イルを新しいディ レク ト リ にコピーしま

す。

スススステテテテッッッッ ププププ 5555 新しいディ レク ト リ に切り 換えて、 次のコマンド をタイプします。

NVFLASH -F[Filename]NVFLASH -F[Filename]NVFLASH -F[Filename]NVFLASH -F[Filename] ([Filename] には BIOSバイナリ ファ イルの名前をタ

イプします)

Enterキーを押します。すると プログラムがディ スプレイカード の BIOS を

フラ ッ シュします。

スススステテテテッッッッ ププププ 6666 フラ ッ シュが完了したら  (再び画像が表示されます) 、 システムをリ

ブート します。

次のコマンド は Nvidia Flash ROM programming utility. V3.12のものです。

Nvidia Flash ROM Programming Utility V3.12 コマンド リ スト ：

使用例： NVFLASH -s4 –fBIOS.ROM -l

-f<filename> <filename>を使って ROM をフラ ッ シュし、 ~CRC32 と比較します。

 -b<filename> ROM を読みこみ、 <filename>に保存します。

 -k<filename> ROM を読みこみ、 <filename>と比較します。

 -x<filename> TV デ ー タ を フ ァ イ ル か ら AT29LV512; SST29LE/VE512

SST39VF512へ転送します。

 -v<filename> ファ イルバージョ ンと and ~CRC32 を表示し（ ファ イル名がなけれ
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ば ROM上で実行します）

 -t オフセッ ト C000h で 256バイト ROM を表示します。

 -e ROM を消去します。

 -d オフセッ ト 0で 256バイ ト ROM を表示します。

 -c 対応する EEPROM をチェッ ク します。

 -l キーボード の LEDを点灯させません。

 -p ROMfile とチッ プ PCI VenID、 DevIDが一致しない時には一時停止

させません。

 -h その他のタスクが完了したら PCをリ ブート します。

 -w ROM を書き込み保護します(いく つかの ROM でしか使用できませ

ん)。

 -r ROM の書き込み保護を解除します（ いく つかの ROM でしか使用

できません）。

 -a サポート されているデバイスのインデッ クスをリ スト します。

 -m Macintosh (FCode)互換モード を有効にします。

 -g<deviceid> 特定のデバイスインデッ ク スを強制実行します。

 -i<instance> 特定のデバイスインスタンスを強制実行します。（ ‐ g と 一緒に使

用します）

 -? Help を表示します。

 -s# サイレンスレベル：

default 経過メ ッ セージすべて、 ビープ音すべて

#=1 経過メ ッ セージなし、 ビープ音なし

#=2 経過メ ッ セージなし、 ビープ音なし

#=3 経過メ ッ セージなし

#=4 経過ビープ音なし

#=5 ビープ音なし
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3-13.3-13.3-13.3-13. SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTSシシシシリリリリ ーーーーズズズズののののドドドド ララララ イイイイババババとととと BIOSBIOSBIOSBIOS

のののの更更更更新新新新

最新の SILURO™ GF256 GTS製品ド ライバや BIOS ファ イルはディ ーラから入手で

きます。 また弊社の Web サイト http://www.abit.com.twから直接ダウンロード する

こ と もできます。
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第第第第 4444章章章章 表表表表示示示示モモモモーーーードドドド 表表表表

表 4-1 は参考用と してご利用く ださい。ご使用になるモニタにより ディ スプレイモ

ード が異なり 、 これらの表と実際のディ スプレイが一致しない場合があり ます。

表表表表 4-1.4-1.4-1.4-1. 解解解解像像像像度度度度
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!!!!        テクニカルサポート 用紙

! 会会会会社社社社名名名名:::: ����    電電電電話話話話::::

" 担担担担当当当当者者者者:::: # Fax:Fax:Fax:Fax:

&&&&    E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:

VGAカード の

モデル名

* VGAVGAVGAVGA カカカカーーーードドドド BIOSバ

ージョ ン

*

マザーボード の

メ ーカー、 モデル

名、 チップセッ ト

* VGAカード のソフト

ウェアと ド ラ イババ

ージョ ン

*

OSOSOSOS

*

モニタのメ ーカー、

モデル名

*

ハード ウェア タイプ 仕様

CPUのタイプと

速度

*

HDDHDDHDDHDD IDE1IDE1IDE1IDE1

IDE2IDE2IDE2IDE2

CD-CD-CD-CD-

ROMROMROMROM ドドドド

ララララ イイイイブブブブ

IDE1 IDE1 IDE1 IDE1 

IDE2IDE2IDE2IDE2

システムメ モリ

(SDRAM)

*

アド オンカード *

'
詳細：
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注注注注意意意意 4-1-1 4-1-1 4-1-1 4-1-1

“*”の項目は必ず記入してく ださい。

問題が生じた場合や、テクニカルスタッ フのサポート が必要な場合は、お手数です

が「 テクニカルサポート 用紙」 に必要事項をご記入の上、ディ ーラーまたは弊社の

テクニカルサポート 係まで E-mailでお送り く ださい （  technical@abit.com.tw）  。

できるだけ早く 対処できるよう に、装置についての情報は正確にお書きく ださい。

またト ラブルの状態についても分かり やすく ご説明いただきますよう、ご協力をお

願い申し上げます。
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付付付付録録録録 A A A A テテテテクククク ニニニニカカカカルルルルササササポポポポーーーートトトト のののの受受受受けけけけ方方方方

(webサイ ト ) http://www.abit.com.twhttp://www.abit.com.twhttp://www.abit.com.twhttp://www.abit.com.tw

(北米地区) http://www.abit-usa.comhttp://www.abit-usa.comhttp://www.abit-usa.comhttp://www.abit-usa.com

(ヨーロッパ地区) http://www.abit.nlhttp://www.abit.nlhttp://www.abit.nlhttp://www.abit.nl

ABIT製品をお買い上げいただきましてあり がと う ございます。ABITはディ スト リ

ビュータ、 リ セラー、システムインテグレータを通じて販売されており 、エンド ユ

ーザー様への直接販売はいたしており ません。テクニカルサポート 部門へお問い合

わせいただく 前に、 リ セラーやシステムインテグレータへお尋ねく ださい。システ

ムはこれらのチャネルを経由して販売されていますので、どのよう に対処すればよ

いのか良く 理解しているはずです。

弊社はすべてのユーザー様に最良のサービスを提供できるよ う 心がけており ま

す。できるだけすばやい応対を第一に考えており ますが、毎日世界各国から多数の

お問い合わせや膨大な数の Emailが寄せられていますため、現段階ですべてのお問

い合わせにお答えするこ と は困難です。 したがって、 Emailでお問い合わせいただ

きましても返答いたしかねる場合もあり ますのでご了承く ださい。

弊社は最高の品質と互換性を提供するために、互換性テスト や信頼性テスト を繰り

返し行っており ます。 テクニカルサポート やサービスが必要な場合は、 必必必必ずずずず最最最最初初初初

にににに製製製製品品品品をををを購購購購入入入入ささささ れれれれたたたたリリリリ セセセセララララーーーーににににおおおお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせく ださい。

最高のサービスをお届けするためにも、弊社にお問い合わせいただく 前に下記に示

す手順にしたがってく ださい。 一人でも多多多多くくくく ののののおおおお客客客客様様様様に最良のサービスをご提供

できるよう 、 皆様のご協力をお願いいたします。

1.�ママママニニニニュュュュアアアアルルルルをををを確確確確認認認認すすすするるるる     簡単なよう ですが、マニュアルの作成には細心の注意を

払っており ます。 マニュアルには単にマザーボード に関する情報だけでなく 、

それ以外の情報も多数含まれています。 ボード に付属されている CD-ROM に

はド ライバのほかに、 マニュアルも含まれています。 どちら もお持ちでない方

も 、 Web サ イ ト の ［ プ ロ グ ラ ム ダ ウ ン ロ ー ド ］ か FTP サ ーバ

http://www.abit.com.tw/download/index.htmhttp://www.abit.com.tw/download/index.htmhttp://www.abit.com.tw/download/index.htmhttp://www.abit.com.tw/download/index.htmからダウンロード できます。

2.�最最最最新新新新のののの BIOSBIOSBIOSBIOS、、、、 ソソソソ フフフフトトトト ウウウウェェェェアアアア、、、、 ドドドド ララララ イイイイババババををををダダダダウウウウンンンンロロロローーーードドドド すすすするるるる  弊社の Webサイト

の［ プログラムダウンロード ］ で最新の BIOSを確認してく ださい。 BIOSはバ

グや不具合を修正するためにたびたび更新されます。 ままままたたたた周周周周辺辺辺辺機機機機器器器器カカカカーーーードドドド メメメメ ーーーー

カカカカかかかからららら もももも最最最最新新新新ドドドド ララララ イイイイババババををををダダダダウウウウンンンンロロロローーーードドドド ででででききききまままますすすす。。。。

3.�WebWebWebWeb ササササイイイイ トトトト でででで ABITABITABITABIT専専専専門門門門用用用用語語語語ガガガガイイイイ ドドドド とととと FAQFAQFAQFAQ ををををチチチチェェェェッッッッ クククク すすすするるるる     ABITはより 便利な

FAQの作成に努めており ます。皆様のご意見をお聞かせく ださい。新しいト ピ

ッ ク については HOT FAQをご覧く ださい。
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4.�イイイイ ンンンンタタタターーーーネネネネッッッッ トトトト ニニニニュュュューーーーススススググググルルルルーーーーププププ    これらは優れた情報源であり 、多く の人々が

お互いに情報を交換し合う 場所です。ABITのインターネッ ト ニュースグループ

は alt.comp.periphs.mainboard.abitalt.comp.periphs.mainboard.abitalt.comp.periphs.mainboard.abitalt.comp.periphs.mainboard.abit にあり 、 人々が自由に情報を交換したり 、 自

分たちの経験を議論し合える理想的なサイ ト です。 あなたが疑問に思う こ と

は、 以前すでにどこかの誰かが質問している可能性があり ます。 こ こは公共の

インターネッ ト ニュースグループであり 、 皆さんが自由に討議できるよう に提

供されています。 以下に最も人気のあるものを挙げておきます。

alt.comp.periphs.mainboard.abitalt.comp.periphs.mainboard.abitalt.comp.periphs.mainboard.abitalt.comp.periphs.mainboard.abit

comp.sys.ibm.pc.hardware.chipscomp.sys.ibm.pc.hardware.chipscomp.sys.ibm.pc.hardware.chipscomp.sys.ibm.pc.hardware.chips

alt.comp.hardware.overclockingalt.comp.hardware.overclockingalt.comp.hardware.overclockingalt.comp.hardware.overclocking

alt.comp.hardware.homebuiltalt.comp.hardware.homebuiltalt.comp.hardware.homebuiltalt.comp.hardware.homebuilt

alt.comp.hardware.pc-homebuiltalt.comp.hardware.pc-homebuiltalt.comp.hardware.pc-homebuiltalt.comp.hardware.pc-homebuilt

リリリリ セセセセララララーーーーへへへへ問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせるるるる  ABIT認定ディ スト リ ビュータはテクニカルな問題に

関するソ リ ューショ ンを最も速く 提供するこ と ができます。 弊社はディ スト リ

ビュータを通じてリ セラーやショ ップに製品を販売しています。 リ セラーはユ

ーザーのシステム設定に詳しいはずですので、 弊社より も効果的にソ リ ューシ

ョ ンを提供できるはずです。 なぜなら リ セラーは再び商品を購入されるお客様

や、 他のお客様をご紹介下さるお客様を大切にするからです。 リ セラーはシス

テムをインテグレート した上で販売しているため、 システムの設定や問題につ

いて詳しい知識を持っています。 リ セラーにはそれぞれの返却、 返品規則があ

り ます。 どのよう なサービスが受けられるかによって、 お客様が次回もそのリ

セラーを利用するかどう かの指標と なり ます。

5.�ABITABITABITABIT にににに問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせるるるる  ABIT に相談する必要がある場合は、 ABIT テクニカルサ

ポート 部に直接 Email をお寄せ下さい。 まず最寄の支店のサポート チームスタ

ッ フに相談してく ださい。 彼らは各地域の状況に詳し く 、 どのリ セラーがどの

製品サービスを取り 扱っているかを良く 理解しています。 毎日膨大な数のお問

い合わせをいただく 関係上、 すべてのお問い合わせにお答えするこ と はできま

せん。 リ セラーを通じて販売しており ますため、 エンド ユーザーの皆様すべて

に対応するこ と ができません。 しかし、 すべてのお客様にサービスを提供でき

るよ う 最善を尽く してまいり ます。 さ らに、 テクニカルサポート チームの多く

が英語を第二外国語と しており ますため、 お問い合わせの際は分かり やすい表

現でお願いします。 不明瞭な文章は避け、 問題の要点だけを分かり やすく お知

らせく ださい。 またシステム構成は必ずお書き添え下さい。 各支店の問い合わ

せ先は以下のと おり です。
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北北北北米米米米おおおおよよよよびびびび南南南南米米米米のののの問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ先先先先::::

ABIT Computer (USA) Corporation
46808 Lakeview Blvd.
Fremont, California 94538 U.S.A.
sales@abit-usa.com
technical@abit-usa.com

Tel: 1-510-623-0500
Fax: 1-510-623-1092

UKUKUKUKおおおおよよよよびびびびアアアアイイイイルルルルララララ ンンンンドドドド のののの問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ先先先先::::

ABIT Computer Corporation Ltd.
Caxton Place, Caxton Way,
Stevenage, Herts SG1 2UG, UK
abituksales@compuserve.com
abituktech@compuserve.com
Tel: 44-1438-741 999
Fax: 44-1438-742 899

ドドドド イイイイツツツツベベベベネネネネルルルルクククク スススス 3333国国国国（（（（ ベベベベルルルルギギギギーーーー、、、、オオオオララララ ンンンンダダダダ、、、、ルルルルクククク セセセセンンンンブブブブルルルルクククク ）））） ::::

AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)
Van Coehoornstraat 5a,
5916 PH Venlo, The Netherlands
sales@abit.nl
technical@abit.nl
Tel: 31-77-3204428
Fax: 31-77-3204420

上上上上記記記記以以以以外外外外のののの地地地地域域域域のののの問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ先先先先::::

台台台台湾湾湾湾本本本本社社社社

本社へお問い合わせの際は、 時差があると いう こ と をお忘れなく 。 さ らに国に

よって休日が異なり ますので注意してく ださい。
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ABIT Computer CorporationABIT Computer CorporationABIT Computer CorporationABIT Computer Corporation

3F-7, No. 79, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
Hsi Chi, Taipei Hsien
Taiwan, R.O.C.
sales@abit.com.tw
market@abit.com.tw
technical@abit.com.tw
Tel: 886-2-2698-1888
Fax: 886-2-2698-1811

RMARMARMARMA ササササーーーービビビビスススス  システムが正常に動作していたにも関わらず、 突然停止してし

まった場合は（ しかも最近新しく ソフト ウェアやハード ウェアをインスト ール

していない場合）、コンポーネント が故障している可能性があり ます。製品を購

入されたリ セラーへお問い合わせく ださい。RAMサービスをご利用いただけま

す。

6.�ABITABITABITABIT にににに互互互互換換換換性性性性のののの問問問問題題題題をををを報報報報告告告告すすすするるるる  毎日膨大な数の Email が送信されてく るた

め、 弊社は特定のメ ッセージに優先的に対応させていただいており ます。 した

がって、 システム設定の詳細と 、 エラーの症状が詳し く 記載されている互換性

の問題を優先させていただきます。 それ以外のご質問については、 残念ながら

直接ご回答いたしかねる場合があり ます。 ただし、 一人でも多く のユーザーの

方が情報を共有できるよ う に、 お寄せいただいたご質問はインターネッ ト ニュ

ースグループに掲載される場合があり ます。 定期的にニュースグループをチェ

ッ ク してく ださい。

Thank you, ABIT Computer CorporationThank you, ABIT Computer CorporationThank you, ABIT Computer CorporationThank you, ABIT Computer Corporation

http://www.abit.com.twhttp://www.abit.com.twhttp://www.abit.com.twhttp://www.abit.com.tw
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付付付付録録録録 B B B B 製製製製品品品品にににに関関関関すすすするるるる FAQFAQFAQFAQ

ユーザーの皆様に迅速なサービスをご提供できるよ う に、よ く 聞かれる質問と その

回答を集めてみました。 こ の FAQ をお読みになっても問題を解決できない場合

は、 上記の「 テクニカルサポート の受け方」 をお読みく ださい。

Q: Q: Q: Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS製製製製品品品品ににににははははどどどどののののドドドド ララララ イイイイババババをををを使使使使用用用用すすすすべべべべききききでででですすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: まずパッ ケージに付いている ABIT提供のド ライバをご使用いただきますと、最

高の性能が得ら れます。 ただし 、 NVIDIA™から サイ ト 上で最新のド ラ イ バ

（ “ Detonator” ド ライバ） が提供されています。 NVIDIA™は直接お客様へ製品

を販売しており ませんので、 カスタマーサービス部門があり ません。

Q:Q:Q:Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTSにににに対対対対応応応応しししし てててていいいいるるるる APIAPIAPIAPI ははははどどどどれれれれでででですすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: DirectX と OpenGL が含まれる業界規格の 2D/3D API が対応します。 専用 API

には対応しません。

Q:Q:Q:Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTSがががが対対対対応応応応しししし てててていいいいなななないいいい APIAPIAPIAPI をををを使使使使用用用用すすすするるるるアアアアププププリリリリ ケケケケーーーーシシシショョョョ ンンンンをををを使使使使

用用用用すすすするるるる とととと どどどどうううう ななななりりりり まままますすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: ゲームがハード ウェアアクセラレーショ ンではなく 、 ソフト ウェアのレンダリ

ングモード に切り 替えられます。

Q:Q:Q:Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS製製製製品品品品ででででははははななななぜぜぜぜ GlideGlideGlideGlide がががが実実実実行行行行ででででききききなななないいいいののののでででですすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: Glideは専用 APIであり 、 一部のゲームでしか使用できません。 90%以上のソフ

ト ウェアデベロッ パは業界規格の APIの１ つを使用しています。

Q:Q:Q:Q: GPUGPUGPUGPU とととと はははは何何何何でででですすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: GPU “graphics processing unit”の略称です。 GPUは変形、 照明効果、 ト ラ イアン

グル設定/ク リ ッ ピング、レンダリ ングなどのエンジンが組み込まれたシングル

チッ ププロセッサです。一秒間に 1000万個以上のポリ ゴンを処理する能力があ

り ます。

Q:Q:Q:Q: GPUGPUGPUGPUがががが PCPCPCPC産産産産業業業業にににに対対対対すすすするるるる影影影影響響響響とととと ははははどどどどののののよよよよ うううう ななななもももも ののののでででですすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: GPU が性能と イメ ージの精度を大き く 進歩させてく れたため、 PC 業界を根本

から変えてく れるでし ょ う。3Dアプリ ケーショ ンはもはやこれまでと 同じもの

ではあり ません。

Q:Q:Q:Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTSでででで既既既既存存存存ののののゲゲゲゲーーーームムムムををををププププレレレレイイイイすすすするるるる とととと 、、、、 性性性性能能能能のののの違違違違いいいいがががが見見見見らららられれれれまままま

すすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: はい！現在のゲームと アプリ ケーショ ンは SILURO™ GF256 GTSの優れた性能

の利点を生かすこ と ができます。 特に 1024 x 768以上の解像度で顕著と なり ま

す。
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Q:Q:Q:Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTSのののの性性性性能能能能はははは CPUCPUCPUCPU にににに依依依依存存存存しししし てててていいいいまままますすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: SILURO™ GF256 GTSはどのよう な CPUにおいても高い性能を発揮します。 さ

らに、 SILURO™ GF256 GTSに搭載された変形および照明のエンジンが、 性能

を低下させるこ と なく 複雑な幾何形態を処理します。デベロッパは CPUの出力

性能を最大限に生かして、 より リ アルな物体、 人工知能、 ゲームプレイに適用

するこ と ができます。

Q:Q:Q:Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTSのののの統統統統合合合合 T&LT&LT&LT&Lエエエエンンンンジジジジンンンンはははは MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft® DirectX DirectX DirectX DirectX® 7 7 7 7 でででで使使使使うううう ここここ とととと

ががががででででききききまままますすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: はい。 SILURO™ GF256 GTS と DirectX® 7は、 最大の性能と互換性を発揮する

よう に設計されています。

Q:Q:Q:Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS がががが CPUCPUCPUCPU にににに代代代代わわわわっっっってててて T&LT&LT&LT&L 計計計計算算算算をををを実実実実行行行行すすすするるるる とととと ななななるるるる とととと 、、、、 CPUCPUCPUCPU

はははは何何何何をををを行行行行いいいいまままますすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: T&L計算から解放されるこ と で、 CPUは物理、人工知能、 およびキャラ ク タア

ニメ ーショ ンの品質を飛躍的に向上させます。

Q:Q:Q:Q: SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTSのののの T&LT&LT&LT&Lエエエエンンンンジジジジンンンンのののの特特特特性性性性をををを引引引引きききき出出出出すすすすたたたためめめめににににはははは DirectXDirectXDirectXDirectX® 7 7 7 7 がががが

必必必必要要要要でででですすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: いいえ。 ハード ウェア T&Lは OpenGL®か DirectX® 7 のいずれかで使用できま

す。

Q:Q:Q:Q: テテテテクククク ススススチチチチャャャャ圧圧圧圧縮縮縮縮にににに対対対対応応応応しししし てててていいいいまままますすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: はい。 SILURO™ GF256 GTSは５ 種類の DX6テク スチャ圧縮すべてに対応して

います。

Q:Q:Q:Q: どどどどののののよよよよ うううう なななな種種種種類類類類ののののババババンンンンププププママママッッッッ ピピピピンンンンググググがががが SILUROSILUROSILUROSILURO™ GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS GF256 GTS にににに対対対対応応応応ししししてててていいいいまままますすすす

かかかか。。。。

A:A:A:A: SILURO™ GF256 GTSはシングルパスエンボスと 、 ド ッ ト バンプマッ ピングに

対応しています。統合された T&Lジオメ ト リ 機能により 、 SILURO™ GF256 GTS

は性能を犠牲にするこ と なく リ アルな“ バンプ” 効果を飛躍的に向上できま

す。

Q:Q:Q:Q: 私私私私のののの MPEGMPEGMPEGMPEGププププレレレレイイイイヤヤヤヤーーーーでででではははは低低低低画画画画質質質質ののののビビビビデデデデオオオオ画画画画像像像像ししししかかかか表表表表示示示示ささささ れれれれまままませせせせんんんん。。。。 ここここれれれれははははなななな

ぜぜぜぜでででですすすすかかかか。。。。

A:A:A:A: まず MPEG プレーヤーがハード ウェアアクセラレーショ ンモード (DirectDraw)

の利点を生かせるよう に、 システムに DirectX® 6かそれ以降のバージョ ンがイ

ンスト ールされているかどう かを確認してく ださい。

次に、 MPEG プレーヤーがハード ウェアアクセラレーショ ンモード を使用でき

るよ う に、 ディ スプレイの解像度、 色数、 リ フレッ シュレート などを下げてみ

てく ださい。

3番目に、 ディ スプレイモード を VGAか TVに変えてみて、 どちらのビデオク
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オリ ティ が良いかを確認してく ださい。

Q:Q:Q:Q: ゲゲゲゲーーーームムムムややややアアアアププププリリリリ ケケケケーーーーシシシショョョョ ンンンンでででで““““ 3D3D3D3D アアアアクククク セセセセララララ レレレレーーーーシシシショョョョ ンンンンがががが見見見見つつつつかかかかりりりり まままませせせせんんんん”””” とととと

いいいいうううう メメメメ ッッッッ セセセセーーーージジジジがががが表表表表示示示示ささささ れれれれまままますすすす。。。。

A:A:A:A: 一般的に 3Dモード は 16 ビッ ト や 32 ビッ ト カラーモード で動作します。 色数

を 16 ビッ ト (ハイカラー)に変更してく ださい。 また DirectXや OpenGL ラ イブ

ラ リ が完全にインスト ールされているこ と をチェッ ク したり 、 解像度を下げた

り してみてく ださい。

Q:Q:Q:Q: DirectXDirectXDirectXDirectX ややややアアアアププププリリリリ ケケケケーーーーシシシショョョョ ンンンンでででで““““ AGPAGPAGPAGP メメメメ モモモモリリリリ がががが使使使使ええええまままませせせせんんんん”””” とととと いいいいうううう メメメメ ッッッッ セセセセーーーージジジジ

がががが表表表表示示示示ささささ れれれれまままますすすす。。。。

A:A:A:A: Windows® 95が OSR2.1以上のバージョ ンでないか、 DirectX が 6.0以上のバー

ジョ ンではあり ません。 AGPチッ プセッ ト の中には、専用のド ライバをインス

ト ールしなければならないものがあり 、 そう しなければ機能しません。 マザー

ボード の BIOSで AGP aperture size を確認し、 最低でも 64MB をサポート して

いなければなり ません。
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