
2015/6/21 * Peters Works *

http://petersworks.mydns.jp/homepage/index.html 1/9

                          Peter's Works  Home Page  
このホームページはジャンクノー トマザーを使って自作したPC（パソコン） や PC改造、パーツテストについて紹介しています。 
ジャンク品寄せ集めですが使えるものを目指して 製作しています。 
いずれもmmピッチ以下のはんだ付け配線が必要です。自作派の方のご参考に見ていただけたらと思ってます。 
なおマザーの解析情報はリンクご紹介のサイトを 参照しました。この場を借りてお礼致します。
液 晶パネルとマザーの接続ピンアサインは各Worksのページを参照下さい。 HomePageに関するご意見は下記へお願いします。

New： 
2014.11 test17 液晶パネルの接続

INKS
intel_links
intel_links 201006

MAIL
BBS（画 像貼り付けOK)
BBS 過去ログ(2006.1～2007.10)
BBS 過去ログ(2004.6～2006.1)

New Blog へ

Works 　 　　　　Works Album

製作 写真をクリックすると拡大します。 概要： ＿ クリックで製作紹介のページ

2013.7

　

No.22  Eco Server 
ULV(Ultra Low Voltage)のCore Solo CPUノートマザーを使って低消費
電力Serverにしました。
前serverからデータコピーして稼働中です。

・寸法： 高さx奥行x幅 273 x 125 x 24  mm  
・質量： 0.7  kg
・消費電力：　12.8 W （実測、ACアダプタ込み）
・ マザー： FLORA 210Wのものらしい、chipset i945GM
・CPU： Core Solo U1400 (2M Cache, ULV 1.20 GHz, 533 MHz FSB),
TDP 6W
・OS： Debian 6 

2012.11

No.21 Compo PC 
ミニコンポ風に組み合わせた、タッチパネル仕様の、一体型ファ
ンレスPCです。
・PC寸法： 高さx奥行x幅 260 x (60) x 320  mm  ()はベース奥行き含
まず。 
・PC質量： 2.3 kg
・表示ユニット：Tablet PC上半身を改造、 13.3"WXGAのタッチパ
ネル仕様、内蔵カメラ付き
・マザー： Vostro1014ノート用を表示ユニット背面に固定、無線
LAN有り
・CPU：Mobile Core 2 Duo P8400 （2.26GHz, L2 3M,　FSB
1066MHz）、TDP 25W
・OS：Windows8 RP版 
・スピーカーとアンプは購入品

2012.4

No.20  ZeroSpindle PC    マザー動作編 
液晶TVの背面取付想定で、ファンレス/SSDドライブ使ったゼロ
スピンドルPCです。
・寸法： 高さx奥行x幅 191 x253 x28   (35) mm ()はファンを含めた
厚みです。 
・質量： 720g
・ケース材質： １ｔアルミからの加工品、CPU冷却は1.5tアルミ
＋ヒートシンク追加
・マザー： Vostro1014ノートのSocketP用、チップセット
GM45（グラフィック内蔵）
・CPU：Mobile Core 2 Duo P7450 ES （2.13GHz,  L2 3M,　FSB
1066MHz）
・OS：Windows7 Pro. （TV用として主にWindowsMediaCenter使
用） 

No.19  SlimPC3(core2)
前作の置き換えで作ったので３代目 ということで SlimPC3で
す。面白くないタイトルですが・・・
・寸法： 高さx奥 行x幅 256 x242 x31 (42) mm ()はファンを含めた
厚みです。
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2011.8

・質量： 1.0kg
・ケース材質： １ｔアルミからの加工品 ＋アルミパンチングメ
タル
・マザー： SocketPの 謎なノートマザー、チップセット iPM45 、
グラフィック GeForce 9600M GS
              写真追加(2012.4)
・CPU： Mobile Core 2 Duo T9400 ES （2.53GHz,L2 6M,　FSB
1066MHz,　TDP 34W)
・メモリ： DDR2 と りあえずの2GB　 　　　・OS： WindowsXP
SP2

2010.3

No.18  SlimPC2(core2)
写真の左が、今回のＰＣです。

ケース：１ｔアルミの加工品、青いカバーは事務用ファイルから
のプラスチックシー ト
マザー：Chipset　RADEON Xpress 200Ｍ、Southchip ATI IXP450 
・・・ No17の マザーと同じ
CPU   ：Mobile Core 2 Duo　T5500　ES (1.83GHz)    
液晶モニターは10″XGAの ものです　（ジャンク再生品）
寸法／重さ： 353 x 270 x 20mm／?kg

2009.5

No.17  Piggy Back PC
写真の液晶モニターに背負っている のが今回のＰＣです。

ケース？：１ｔアルミの加工品と写真に見えているヒートシンク
兼用1.5tア ルミ加工品
マザー：MousｅComputerノー トマザーのようです
　　      Chipset　RADEON Xpress 200Ｍ、Southchip ATI IXP450
CPU   ：Core2Duo　Mobile　1.83GHz（ES品)    ＞ その後CoreDuo
T2300E (1.6GHz) に変更、 冷却強化して使ってます
液晶モニターは1７″SXGAの 普通のものです　（FlexScanL557）
寸法／重さ： 275 x 230 x 20mm／?kg

2008.12

No.16  Touch PC
タッチパネルと１２”LCDと ノートマザーを一体にしたPC で
す。
ファンレス、CF(Compact Flash)ド ライブによる完全無音PCに し
ました。
無音ということで音楽再生向けにiTuneの カバーフローを表示し
た写真になってます。

ケース：PC本 体、乳白色２ｔアクリルの加工品　　
　　　　　スタンド、乳白色３ｔアクリルの加工品
液晶パネル：12.1″XGA　 （LP121X04）
タッチパネル：GUNZE　AHL61
マザー：Hitachiノー トPC　Prius　Kシ リーズ？ /　Chipset　i845G
CPU：MobileCeleron350(Dothanコ ア、1.3GHz)　 ファンレスにする
ためコアを低電圧駆動
寸法／重さ： 297 x 235 x 27mm／1.7kg

2008.6

No.15  Book PC2
No.2 Book PCの ２代目ということで、Mac外 付けSCSI HDDド ラ
イブのケースを使ってMacも どきにしました。

ケース：中古の外付けSCSI HDD（外 形247x266x78mm）   
マザー：FLORA310DA6
/　Chipset　i865GV/CPU　CeleronD(2.5GHz)
ドライブ：PANASONIC ス リムDVDコ ンボドライブ [CW8124
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B] ス ロットインタイプ
            3.5"HDD Maxter Fireboll 3 (40GB)

2007.7

No.14  miniPC
ノートマザーだけで小さく作ってみ ました。つくりはNo3の
LCD PCと 同様で CPU含 め発熱デバイスはケースのアルミ板へ
直接冷却してます。アルミ板から折り曲げて箱にする点が手間隙
かかりましたです。アルミ剥き出しのままではさすがみっ とも
ないのでちょっと塗装してます。バッテリ駆動、無線LAN、No.5
のLVDS入 力の液晶モニタで動作させているので写真の接続だけ
で動作します。 
   ケース：１ｔアルミ板の折曲げ自作  
   マザー： MF/RageMobilityM/MobileP3  700MHz
   寸法／重さ： 150x 172x 19 (30) mm／420g (650g)      () はバッ テ
リ込み

2007.4
_back

No.13　LCD Monitor改　with SX270改  ･･･
clock up

No.4のLCD　Moniter改 良編と、Dell SX270の 改造編です。
intel 478pin CPUを弄ってみた結果はclockupに まとめました。

写真の構成
液晶パネル：　13.3"XGA   （TORISAN、LM133XG07A）
スタンド　：キィータッチデータスタンド　OA9000S の 改造
アナログVGA/LVDS変 換器：B200K
SX270改　デスクトップCPU　> Mobile P4 3.06GHz(Prescottコ
ア,90nm）
              内臓2.5"HDD　>　 外付け3.5"HDD
(メモ　Dell SX260 chipset i845G,SX270 chipset i865G, SX280 chipset
i915G)　
　　　　　　

2006.11

No.12　 Sun mini File Server    前編　 後編

Sunの外付けHDDケー スを使ってファイルサーバにしました。
ファンレスで3.5"HDDを ２個入れてます。
巨大ヒートシンクが特徴。

マザー： Bryce　/Mobile Celeron 500MHz 
HDD　：3.5"　Seagate　U Series 9　
（Model:　ST3120025ACE)　120GBｘ２ 個
サイズ： 190x95x303mm
重さ　：約４ｋｇ

No.11　 Navi PC   

いろんな方が実践しているパソコンナビです。
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2006.7

ロースペックなB5ノー トを車載用に改造しました。
OSがWindows98SEなのは 使ったソフトが旧バージョンなのでそ
の都合です。

PC： Fujitsu  FMV650MC8C/W

 （Celeron500MHz、10.4"LCDタッ チパネル付)

OS： Windows 98SE
ソフト： Sony Navin You Ver3.5

2006.4

    OS:Vine3.2バージョン 　　
OS:windows2000バージョン

No.10　 Slim PC   

・特徴　　・組合せ　　・本体加工　　・マザー加工　  ・モニ
ター加工
PC本体＋モニター分離のスリムなPC、 本体厚みは24mmで す。
OSはまぁ、いろいろということで・・・、各OSの写真はインス
トール済みHDDを付け替えているだけです。マルチブートを期待
した方はゴメンナイサイね。A^^;
サイズ：PC本 体　  245x355x24mm 
　　　　モニター　　247x325x14mm（ス タンド除く、インバー
タ部は14+11mm)
重さ  ：PC本 体　  1.7kg（ACア ダプタは別）
　　　　モニター　  1.3kg　 
ケース：PC本 体　　2t白 半透明アクリル板より自作
　　　　モニター　　同上、スタンドの台は８ｔのたぶんアクリ
ル板
マザー：DELL 2650/V740マ ザー（chipset 845MZ） 
CPU： Mobile Celeron  2.0GHz
液晶パネル： 15"XGA (日 立スーパーファイン TX38D82VC1AAF)
スロットインDVD/CDド ライブ： 松下寿、SR8186B

2005.5

No.9   File PC    Motherboard & CPU テスト  製作紹介

みかけはありふれたパイプファイルですが・・・ 

ケー ス：コクヨ製 A4パ イプファイル

マ ザー：DELL 2600/V710マ ザー（chipset 830MG）

CPU： Mobile Pentium3  1.2G？

重さ  ：1,800g（実 測、ACア ダプタ内臓）

2005.1

No.8   Juke Box PC  
・これっ て何？ 
・どう作ったの？ 
・ どう配線してんの？  ・・・マザーの加工は？ 
・何聞 いてんの？（気が向いたらどうぞ、ご休息用）   
・タッチパネル追加編(2006.7.2 記)

サイズ：WxHx(D上 ～D下）   23x30x(5～7)cm  
重さ  ：2,050g（実 測、バッテリ込み）  
ケース：表、２ｔ透明アクリル板より自作＋裏面塗装  
           天 板、３ｔ透明塩ビ板より自作＋裏面塗装  
           裏、 １ｔアルミ板より自作  
マザー：MF/Trident/MobileCeleron450MHz  
液晶パネル： 8.4"SVGA TFT （Sharp製 LQ84S02 01A)  
CDドライブ： Samsung製 SN124  
Player Soft： MusicMatch JukeBox （写 真はOn Demand 動 作中で
す） 
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コメント：ポインティングデバイス 、ちょっと問題

2004.9

←注）本編と関係なくお遊びです・・・

No.7  マザー死亡につき中断です(; _;)  
マザー、ヤフオクで入手できましたので気が向いたら再開、気に
かけて頂いた方に感 謝！  
今、別のものに取り掛かっています(^.^;     2004/9/25

2004.5

正面  斜め後

No.6   Dual Monitor       輝度調整追加編 

15"LCD２ 枚を使い、LVDS入 力とアナログRGB入 力を持ったノ
ートマザー用？Dual Monitorで す。LCDを ぴったり並べているの
でWindowsの マルチモニタであまり違和感なく２枚を１画面とし
て使うことができると思います。 15"LCD２ 枚にもかかわらずサ
イズも極力小型化してパネル部厚み10mm、 回路部分も厚み28mm
で す。デスク上もスペースを取らないスタンドにしました（と
いうよりたまたまいいのがあっただけです）  
重さも3kgと15"シ ングルモニター並みと思います。 

写真右：LVDS入 力側の15"XGA （日 立スーパーファイン
TX38D82VC1AAF ）   
写真左：アナログRGB入 力側の15"XGA （東 芝製 LTM15C460F）
  
アナログRGB/LVDS変 換回路：Coconet A200Kキッ ト  
スタンド：SP天 井吊り下げ金具（１対）の転用  
ケース：アルミLア ングル、1tア ルミ板の自作  
動作させているマザー：NB（KRIS）/RegeMobility
EC/MobileDuron800  
OS：Windows XP pro. ＋RageMobility(PCI)ド ライバー 
コメント：２枚のLCDは 同一品(日 立スーパーファイン)に した
かったのですが・・・（Test No.2 A200Kの液晶接続参照）  
 

2004.3

No.5    mini Mac Win version 
    本体編      パネル編     温度テスト編  表示テスト編

No2 BOOK PC の マザーを入替えてバージョンアップ、  
元あったアナログVideoにLVDS出 力とS端 子出力を追加しまし
た。  
液晶パネルはスケルトン仕様で12.1"ク ラス？最薄最軽量(640g)、
  
ノートのヒンジ部品を使ってチルトスタンドにしてあります。  
Mac風にしてみたのですがいかがでしょうか？  
発売文句は液晶割れを隠すための遊びです・・・誤解しないで
ね(^^;)  
  (No7作業中にこのパネルは壊してしまいました（T_T) 、 
   その後、正常な別パネルに交換済みですA^^;   2005.11追記）

マザー：MG/Rage MobilityｰM1/Mobile Celeron850  
OS: とりあえずWindows2000  
液晶パネル：12.1"XGA （Samsung製 LTN121XF ）   
パネルフレーム：塩ビ板3tの 自作 
コメント：  塩ビ板加工はパネル部分のくり抜きが大変でした。 

No.4    LCD Monitor 
ノートマザーの液晶出力、LVDS信号を直接３ｍ延長してLCD
Monitorを作りました。 
スタンドはアームライトを改造した もので、自在に動かせま
す。 
パネルを90度回転させると縦型にも使用できます。 
厚みは６ｍｍと薄型です。なんせLCDパネルとインバータだけで

http://petersworks.mydns.jp/homepage/test2a200k/a200k.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/5minimac2panel/00panel.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/6dualmonitor/00dual.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test2a200k/a200k.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/6up2front800x.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/5minimac4disptest/00test_disp.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/6up1top800x.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/5minimac3temptest/00test_temp.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/6dualmonitor2inverter/0inverter.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/6up3back800x.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/5up800x.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/4lcdmonitor/00lcdmonitor.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/5minimac1hontai/00hontai.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/8jukebox/pointing/pointing.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/7mg10a/mg10a.html
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2003.12

 
LCD表示拡大（デジカメ撮影）

すから。 
なので普通のアナログRGB出力のPCに は使えません・・・ 
XGA,LVDS出力のノートマザーに専用コネクタを追加すると使え
ます。たぶん・・・

液晶パネル: 13.3"XGA   （TORISAN、LM133XG07A） 
表示回転ソフト： Pivot Pro 、Trialware版 
（personalcomputing.portrait.com） 
スタンド: アームライトのライトを取外したものに、アルミ
板1t,1.5tの自作  （山田照明、Z101、中古） 
LVDSケーブル： category5準拠、twistpair seildのLANケーブルを転
用  （ELECOM、LDCTFSS/SV3、３ｍ） 
マザー：NB(KRIS)/RageMobilityEC/MobileDuron800
コメント：アームラ イトはライト用の重さで自在に動きます。
改造で重すぎると自在には動かせなくなるので注意。

2003.10

.

No.3    LCD PC 
14.1”XGA液晶パネル一体のPC（SlimCDド ライブ内臓）です。  
液晶パネルと同一サイズで、厚み20mmと 小型に仕上げました。 
CPU含め発熱デバイスはケースのアルミ板へ直接冷却、なのでフ
ァンレスです。  
重さは実測で、1.8kg弱 です。 

ケース：１ｔアルミ板の折曲げ自作  
スタンド： 6Φア ルミ棒の折曲げ自作  
マザー： MF/RageMobilityM/MobileCeleron600 （LowVoltage品）   
液晶パネル： 14.1""XGA TFT （Samsung製LT141X7 )  
ドライブ： Samsung製 SN124 
コメント：CPU100%稼 動で、ケース表面(CPU箇 所)55℃程 度で
した。一応大丈夫のようです。

2003.7

No.2    Book PC 
Mac風にスロットインDVDROMド ライブのBook型PCで す。  
Mac Gallery と表示のある中古,外 付けSCSI HDDの 箱を流用しまし
た。  
この箱、デザインが良くて思わず買って(HardOffで\300)し まいま
したが、中味はもちろん？捨ててしまいました。 

ケース：中古の外付けSCSI HDD（外形242x254x66mm）   
マザー：MF/TridentCyber9525DVD/MobilePIII600  
ドライブ：松下寿、SR8186B 
コメント：マザーの発熱デバイスはアルミ板冷却ですがもう少し
強化必要かな。

2003.5

No.1   TV PC 
スロットインDVDROMド ライブ内臓のTV接 続（S端 子）PCで
す。  
ワイヤレスマウス使って、TV横 でDVDを 再生することを想定し
て造りました。  
ケースがメッシュなので冷却の心配はないと思います。 

   TVと 違和感ないよう同色でこんな感じで
す。

ケース：ダイソーの￥100書 類入れ（材質：ポリプロピレン）  
マザー：NB(KLIMO2)/RageMobilityP/MobilePIII900  

http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/4upup800.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/3up800.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/2bookpc/0bookpc.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/4upup800.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/1up480.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/4up800.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/zindexjpg/2up640.jpg
http://petersworks.mydns.jp/homepage/1tvpc/0tvpc.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/3lcdpc/0_lcdpc.html


2015/6/21 * Peters Works *

http://petersworks.mydns.jp/homepage/index.html 7/9

ドライブ：松下寿、SR8186B 
コメント：Webも 可能ですがTV（10年 もの25"） の解像度では
ちょっとね。  
           DVD再 生中はワイヤレスマウス(PS2)が まともに動かな
い・・・・

  

Test

No 掲載
項目： クリックでリンクペ

ージ
内容 備考

Test
17

2014.11 液晶パネルの接続 ノートマザーとEDIDのある液晶パネルの接
続

Test
16

2011.1 Mobile CPU のオーバーク
ロック

Socket M CPU(Merom,Yonahコア）のオ
ーバークロック

Test
15

2009.11 Mobile CPU のベンチマー
ク

Mobile CPU のベンチマーク比較

Test
14

2009.8 PCのスピーカー
ジャンク品　PC用スピーカーのコレクショ
ン

Test
13

2009.2 Mobile CPUのパッケージ
CPUのMicro‒FCPGA　package　とマザー
ソケットの比較

2012.12.14
改

Test
12

2006.10
CPU冷却ファンの取付け自
作

Brayeマザーに小型CPUファンの取り付け

Test
11

2006.4
PCIビデオボードのマルチ
モニタ 

@100円のPCIビデオボードでマルチモニタ
のテスト

Test
10

2005.12 Test10 MFノートの改造 MFノートのマザーと液晶パネルを上位交換

Test
9

2005.10
VGA なCMOS/TTL入 力の
液晶パネル

VGA液晶パネルを調査

Test
8

2005.8 Speaker Setの製作
テストというわけではなく、寄せ集の作っ
たスピーカーセット

Test
7

2005.2 Duet LVDS
PCIグラフィックボード Duet LVDS (S3
ViRGE/MX+ 4MB)調査

未完 

Test
6

2004.12 SVGAなLVDS入力の液晶パ
ネル

マザーとSVGA液晶パネルをつないでみま
した

Test
5

2004.12 SVGAなCMOS/TTL入 力の
液晶パネル

マザーとSVGA液晶パネルをつないでみま
した 

Test
4

2004.10 メモリー動作
SDRAMのSPDがないメモリーでマザーは動
くのでしょうか？ 

 Test
3 

2004.9 バッテリー動作
マザーに別シリーズのバッテリーを付けて
も動くのでしょうか？

 Test
2

2004.6 A‒200Kの液晶接続
Coconet A‒200K キットと手持ちのLVDS
液晶パネルの組合せ

 Test
1  2004.5 Bryceマザーの液晶接続

LVDS液晶パネルを使ってマザーの液晶接
続を調査

  

KnowHow
項目： クリックでリンクペ

http://petersworks.mydns.jp/homepage/test11pcivideo/test11.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test6svgalvds/svgalvds.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test14sp/0sp.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test1brycelcd/brycelcd.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test10mf/test10.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test11pcivideo/test11.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test13socket/0socket.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test9vga/test9.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test8sp/test8.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test1brycelcd/brycelcd.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test7duet/test7.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test9vga/test9.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test6svgalvds/svgalvds.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test9vga/test9.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test10mf/test10.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test5svga/svga.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test6svgalvds/svgalvds.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test12cpufan/test12cpufan.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test17lcd/0_top.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test4memory/memory.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test2a200k/a200k.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test5svga/svga.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test14sp/0sp.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test15cpu/0test15top.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test2a200k/a200k.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test8sp/test8.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test16oc/0_top.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test3batt/batt.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test12cpufan/test12cpufan.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test13socket/0socket.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test5svga/svga.html
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No. 掲載 ージ 内容

４ 2004.6 基板スルホールへの配線
KRISマ ザーのプライマリーIDEを スルホールを使い配線しまし
た

３ 2004.3 塩ビ板の曲げ 厚さ３ｍｍの塩ビ板をヒートガンで曲げてみました

２ 2004.2
コネクタへの直接はんだ付
け

０．５ｍｍピッチコネクタへ直接はんだ配線

１ 2004.2 基板へのはんだ付け
マザーのポートリプリケータコネクタ部分へ０．５ｍｍピッチは
んだ付け

History （細部は記載なく変更する場合があります）
2013.7.7　Works22 Eco Server
2012.12.14 test13 Mobile CPUの パッケージ改定
2012.4.15　ZeroSpindle PC 
2012.11.3  Compo PC
2011.10.20　Works19 SlimPC3(core2)
2011.01.30　Test16 SocketM CPUのオーバクロック
2010.04.04　Works18 SlimPC2(core2)
2009.10.31　Test15  Mobile CPU のベンチマーク比較  
2009.08.23　Test14  PCのスピーカー追加
2009.05.06　Works17 Piggy Back PC 追加
2009.02.09　Test13 Mobile CPUのパッケージ　追加
2009.01.05   Works16　Touch PC 追 加しました。
2008.06.30    Works15　Book PC2 追 加しました。
2007.07.31    Works14　miniPC追 加しました。
2007.05.05    Works13　追加しました。
2006.12.23   LINKSにSCOTTLEさん 追加しました。
2006.12.17 　Works12　 追加しました。
2006.10.29   WorksAlbum追加
2006.10.29   Ｔｅｓｔ12  CPU冷却ファンの取付け自作
2006.07.23   Works11  Navi PC 追 加
2006.07.02   Works8 JukeBoxPC  タッチパネル追加編 
2006.05.02   Works10  Slim PC   追加
2006.04.09   Test11  PCIビ デオボードのマルチモニタ   追加
2006.01.26 BBS引越しました。
2005.12.24 　Test10 MFノー トの改造   追加
2005.10.30　Test9 VGAなCMOS/TTL入力の液晶パネル 
2005.08.26　Test8 Speaker Setの製作   追加 
2005.06.20　LINK追 加 
2005.05.20  Works9 追加 、LINK追 加、No3,No5に 完成写真追加 
2005.02.06 Test7 Duet LVDS追加  LINK修正 
2005.01.24/29  Works8 追加 
2005.01.03  LINKS修正 
2004.12.19  Test6に「SVGAなLVDS入力の液晶パネル」を追加 
2004.12.09  Test5に「SVGAなCMOS/TTL入力の液晶パネル」を追加 
2004.10.17  Test4にメモリー動作追加 
2004.09.25  Test3 バッテリ動作に追加編を追記 
2004.09.17  TEST3追加 
2004.09.12  works No.7中断追加 
2004.07.15  works No6に輝度調整追加編を追加 
2004.06.26  test No2を追加、knowhow No4追 加 
2004.06.16  BBS追加 
2004.05.25  test No1を追加 
2004.05.23  works No6追加 
2004.03.14  works No5にテスト編追加 
2004.03.06  works No5追加、knowhow No3追 加、Link修 正 
2004.02.07  KowHow追加、Linksペー ジ修正 

http://petersworks.mydns.jp/homepage/test5svga/svga.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test14sp/0sp.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test15cpu/0test15top.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test14sp/0sp.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test4memory/memory.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/8jukebox/touch/touch.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/8jukebox/touch/touch.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test6svgalvds/svgalvds.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/knowhow3/enbi.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test12cpufan/test12cpufan.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test3batt/batt.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/links/links.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test5svga/svga.html
http://c/MyDoc/M_homepage/test11pcivideo/test11.html
file:///Y:/%83T%81%5B%83o%83%81%83%93%83e/homepage/test13socket/0socket.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/knowhow2/knowhow2.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/knowhow4/kriside.html
http://c/MyDoc/M_homepage/test11pcivideo/test11.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/12fileserver/12fileserver0.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test13socket/0socket.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test5svga/svga.html
http://mfrage/M_PC/M_homepage/test9vga/test9.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test16oc/0_top.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test14sp/0sp.html
http://www.geocities.jp/scottle556/index.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/20zerospindlepc/w20main/0w20main.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/18slimpc2/works18.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test4memory/memory.html
http://petersworks.mydns.jp/C:/Mydoc/M_homepage/test7duet/test7.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test15cpu/0test15top.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test6svgalvds/svgalvds.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/17piggybackpc/works17.html
http://petersworks.mydns.jp/C:/Mydoc/M_homepage/test7duet/test7.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/17piggybackpc/works17.html
http://c/MyDoc/M_PC%82%3FR%83s%81%5B/M_homepage/test10mf/test10.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test5svga/svga.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test8sp/test8.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test15cpu/0test15top.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test8sp/test8.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test6svgalvds/svgalvds.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test13socket/0socket.html
http://mfrage/M_PC/M_homepage/test9vga/test9.html
http://www.geocities.jp/scottle556/index.html
http://c/MyDoc/M_PC%82%3FR%83s%81%5B/M_homepage/test10mf/test10.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test12cpufan/test12cpufan.html
http://mfrage/M_PC/M_homepage/test9vga/test9.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/10slimpc/1chara/1chara.html
file:///Y:/%83T%81%5B%83o%83%81%83%93%83e/homepage/22ecoserver/w22main/0main.html
http://petersworks.mydns.jp/C:/Mydoc/M_homepage/links/links.html
http://petersworks.mydns.jp/C:/Mydoc/M_homepage/links/links.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/21compopc/w21main/0main.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/17piggybackpc/works17.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/knowhow1/knowhow1.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/links/links.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test16oc/0_top.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test3batt/batt.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/19slimpc3/works19.html
file:///Y:/%83T%81%5B%83o%83%81%83%93%83e/homepage/test13socket/0socket.html
http://petersworks.mydns.jp/homepage/test6svgalvds/svgalvds.html
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2004.01.08  LinksとLCDmonitorの ページ修正 
2004.01.07  Works 公開しました。 
2003.12.11 まだ作成テスト中・・・そのうち造った過程を紹介しようと 思ってます（=^_^=）

Warning  警告
この中に書かれていることは、私 が実験・製作した結果であり動作を保証するもではありま
せん。 
何らかの損害が発生しても『自己責任』での対応をお願いします。 
この中に記載された内容、文章、画像の著作は Peter が 所有しています。 
無断での転載、引用等はご遠慮願います。


