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安全に正しくお使いいただくために
このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくために安全表示が記述されています。

このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるようお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

絵表示について

このマニュアルおよび製品への安全表示については、製品を正しく使用し、危害や損害を未然に防止す

るために、次の絵表示を使用しています。

絵表示とその意味は次のとおりです。内容をご理解のうえ本文をお読みください。

危険／注意ラベルの表示について

この製品の外部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがある場合は、安全に関しての危険または

注意ラベルです。必ず表示の指示に従ってください。

このマニュアルに記述されている以外に、製品上に危険または注意ラベルによる表示がある場合は、必

ずそのラベルの表示による指示に従ってください。
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● 本製品には、必ず付属のACアダプターを使用してください。他製品向けのACアダプターを使用

した場合、故障の原因となるだけでなく、火災、感電を引き起こす恐れがあります。また、本製品付

属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。同様に火災、感電を引き起こす恐れがあ

ります。

● 本製品の本体カバーを開けないでください。内部には高電圧部分があり危険です。

● 本製品を改造しないでください。火災、感電の恐れがあります。

● 本製品の電源は、AC100V（50/60Hz）を使用してください。異なる電圧で使用すると、火災、発煙、

感電の恐れがあります。

● 付属のACアダプターやその他のコネクター部分を濡らさないでください。湿気があるとこれら

の部品は壊れることがあり、電気による危険を招く恐れがあります。濡れた手で付属のACアダプ

ターを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。

● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また電源コードに物を載せ

たり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると電源コードを破損し、火災、感電の恐れがあります。

● 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感

電の恐れがあります。付属のACアダプターをコンセントから抜いて、販売店または弊社お客様相

談センターにご連絡ください。

● 万一、異物（金属片、水、液体）が機器の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、

販売店または弊社お客様相談センターにご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の恐れ

があります。

● ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電

の原因となることがあります（必ずプラグを持って抜いてください）。

● 使用環境については、付録A「AT Print Server 5250仕様一覧」をご覧ください。

● 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。

● 通電時は、付属のACアダプターを布等で包まないでください。

● 本製品の近く（20 cm以内）で携帯電話やPHS（簡易携帯電話）を使用しないでください。

 本製品の仕様にない動作（誤動作）をする原因となることがあります。

● 本製品の上に物を載せないでください。ケースが破損し、火災、感電の原因となることがあります。

● ケーブルやコネクターを取り付け/取り外しする場合には、付属のACアダプターのプラグをACコ

ンセントから抜いてください。付属のACアダプターがACコンセントに接続されたまま、ケーブル

やコネクターを取り付け/取り外しすると、感電の原因となります。

● 連休などで長時間使わないときは、電源プラグをAC コンセントから抜いてください。
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はじめに
本書は、AT Print Server 5250の使用方法について説明します。本書は、AT Print Server 5250を設置す

る導入担当者および操作員の方々を対象にしております。

本書は次のように構成されています。

第1章 『AT Print Server 5250について』

AT Print Server 5250の動作環境や概要、ネットワークへの接続方法について説明します。

第2章 『基本操作』

AT Print Server 5250ユーティリティソフトウェアの概要および各環境下での使用方法に

ついて説明します。

第3章 『設定に関する機能』

ネットワークの詳細な設定を行う方法について説明しています。

第4章 『IBM i (IBM System i, AS/400）との接続』

IBM i (IBM System i, AS/400）に接続し、印刷する方法について説明します。

第5章 『論理プリンター』

論理プリンター機能を使用した、プリンターの使い分け方法について説明します。

第6章 『ユーザーフォントの登録』

ユーザーフォントを登録する方法について説明します。

第7章 『トラブルシューティング』

想定される問題とその解決方法について説明しています。

また、補足情報として、次の付録を用意しています。

付録A 『AT Print Server 5250仕様一覧』

付録B 『IPv6機能について』

使用環境によっては、以下で説明している導入手順と異なる場合があります。

使用しているパソコンに、あらかじめプリンター・ドライバーをインストールする必要があ

ります。
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第1章 AT Print Server 5250について
本章では、製品の動作環境や概要、ネットワークへの接続方法について説明します。

AT Print Server 5250の特長

● プリンターのパラレルインターフェースコネクターに直接接続

● 10BASE-T、100BASE-TX対応（自動認識）

● TN5250E接続による IBM i (IBM System i, AS/400)からの直接印刷

● ポップアップステータスモニター「Network Monitor」搭載

● 簡単設定のQuick Setup

● HTTP搭載でWebブラウザからの設定も可能

● 総合ユーティリティ「Print Manager」標準添付

● 統合クライアントソフトウェア「LPR Remote Print」標準添付

● セキュリティ対策追加

ネットワーク・プリンターのセキュリティ対策として、IPフィルター機能を搭載しています。

IPアドレスレベルで本製品へのアクセスを制限する機能です。特定範囲のIPアドレスからのアク

セスを禁止、または特定範囲のIPアドレスのみのアクセスを許可することでプリンターを予期せ

ぬアクセスから保護します。

● DDNS（Dynamic Domain Name System）機能搭載

本製品のIPアドレスをDDNS機能搭載のDNSサーバーに通知する機能を搭載しています。

これにより、本製品がDHCPサーバーより動的にIPアドレスを獲得した場合にも、即座にDomain 

Name Systemに反映され、Domain名とIPアドレスの不整合を防ぐことができます。

● ポップアップステータスモニター機能搭載

プリンターの状態をパソコン画面に表示してお知らせする、ポップアップステータスモニター機

能を搭載しています。

動作環境

● サポートプリンター

JBAT製プリンター※接続可能機種とサポートバージョンは弊社ホームページを参照

ください。

● ネットワークに接続するために必要な機器

ネットワークケーブル（100BASE-TX環境ではカテゴリー5以上）

プリンター本体

● 対応プロトコル/対応OS

対応プロトコル : TCP/IP、TN5250E

対応OS : Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows 7

  Windows Server 2008、UNIX、Linux
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機器の説明

各部の名称と働き

① パラレル・ポート

 プリンターのインターフェースコネクターへ接続します。

② Ethernetアドレス

 本製品のEthernetアドレスです。製品番号（シリアルNo）も同じ番号になります。

例） Ethernetアドレス 00:A0:7A:09:00:01の場合、製品番号（シリアルNo）は00A07A090001とな

ります。

③ ディップスイッチ

 各スイッチを操作することで、 本製品の工場出荷設定および自己診断印刷を行うことができま

す。

ディップスイッチの1番および4番は、必ずOFFにして使用してください。

④ LINK LED 10BASE （緑）

 10BASE-Tでネットワーク接続が確立されると、点灯します。

 LINK LED 100BASE （緑）

 100BASE-TXでネットワーク接続が確立されると、点灯します。

 

 (1 4)

 Ethernet

 LINK LED  STATUS LED

 
10BASE T 100BASE TX

 

1 2 3 4

ON

OFF

1 OFF 通常

2 OFF 通常

ON 工場出荷時設定に戻す（設定の初期化）

3 OFF 通常

ON 自己診断/設定内容の印刷を行う

4 OFF 通常

AT Print Server 5250 について
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⑤ STATUS LED（橙）

 通信中は、点滅します。

⑥ ネットワーク・ポート（10BASE-T/100BASE-TX自動認識）

 ネットワーク・ケーブルを接続します（100BASE-TX環境では、カテゴリー5以上）。

⑦ 電源コネクター

 ACアダプターを接続します。

AT Print Server 5250 について
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ディップスイッチの操作

● ディップスイッチを操作する際は、必ず本製品の電源をOFFにしてください。
● 自己診断の結果にNGがある場合は、弊社お客様相談センターにお問い合わせ
ください。

● プリンターの機種によっては、自己診断/設定内容の印刷を出力できない場合
があります。

工場出荷時設定に戻す

1. プリンターの電源を切り、本製品のACアダプターが接続されていない状態で、ディップスイッ
チの2番をONにします。

2. 本製品にACアダプターを接続します。
工場出荷設定は約5秒で完了します。

3. 本製品からACアダプターを外して、ディップスイッチ2番をOFFに戻します。

自己診断/設定内容の印刷を行う

1. プリンターの電源を切り、本製品のACアダプターが接続されていない状態で、ディップスイッ
チの3番をONにします。

2. 本製品にACアダプターを接続して、プリンターの電源を入れます。
自己診断/設定内容の印刷が開始されます。

3. プリンターの電源を切り、本製品からACアダプターが接続を外して、ディップスイッチの3番を
OFFに戻します。

AT Print Server 5250 について
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取り付け方法

本製品を取り付ける

● 本製品を取り付ける前に、必ず使用するプリンターの「取扱説明書」を確認し
てください。

 プリンターによって取り付け方法、及び取り付け位置が異なる場合があります。
● 本製品を取り付ける際は、必ずプリンターの電源コードを外した状態で行って
ください。

● 本製品を一度でも他のネットワークで利用した場合は、必ず「工場出荷時設定
に戻す」作業を行ってください。

1. プリンター本体の電源をOFFにし、電源コードを外した後、プリンターのパラレル・インター
フェースポートに本製品を接続します。

2. 本製品にACアダプターが接続されていないことを確認します。

AT Print Server 5250 について
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ネットワークに接続する

本製品をネットワークに接続するために、以下のものを準備してください。

100BASE-TX環境で使用する場合は、100BASE-TX対応のイーサネットハブ
（HUB）とネットワークケーブル（カテゴリー5以上）をご用意ください。

ネットワークへの接続方法

1. 本製品にACアダプターが接続されていないことを確認し、プリンターの電源をOFFにします。

2. 本製品のネットワークポート（10BASET/100BASE-TX）にネットワークケーブルを接続します。

3. イーサネットハブ（HUB）に、ネットワークケーブルのもう一方を接続します。

4. 本製品にACアダプターを接続して、プリンターの電源をONにします。
プリンターが正常に起動することを確認します。

本製品には、必ず付属のACアダプターを使用してください。
他製品向けのACアダプターを使用した場合、故障の原因となるだけでなく、
火災、感電を引き起こす恐れがあります。

HUB

AT Print Server 5250 について
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第2章 基本操作

ユーティリティソフトウェアについて
本章では、ユーティリティソフトウェアについて説明します。サポートCDには設定ツールおよび総合

ユーティリティ、マニュアルが収録されています。Windows環境で使用することができます。

● UNIX/Linuxでは、ユーティリティソフトウェアは利用できません。
● Internet Explorer 6.0以降のブラウザ環境で使用可能です。

ユーティリティソフトウェアを使用する

本製品付属のサポートCDをパソコンにセットすると、メインメニューが自動的に起動します。

メニューが自動的に起動しない場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある
"Autorun.exe"を直接実行してください。

● お読みください

 本CD-ROMについての注意事項等が記載されています。必ずお読みください。

● セットアップ

 本製品の設定ツール（Quick Setup、Advanced Setup）および統合クライアントソフトウェア

（LPR Remote Print）のインストールを行います。

● マニュアル

 Adobe Readerを利用したPDF形式のマニュアル（取扱説明書）です。
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セットアップについて

メニュー画面の「セットアップ」を選択すると、本製品の設定ツールを選択する画面が表示されます。目

的に合ったツールを選択してください。

本製品の初期導入が完了している場合は、LPR Remote Printをパソコンにインストールす

るだけで、本製品を利用することができます。

● Quick Setup（初期導入時推奨）

 本製品の初期導入がウィザード形式で簡単に行えます。また、初期導入に引き続いて印刷クライ

アントソフトウェアLPR Remote Printをインストールすることができます。本製品の初期導入を

行う場合に推奨します。

● Advanced Setup

 総合ユーティリティ「Print Manager」を起動またはインストールします。「Print Manager」は本

製品の詳細設定と、本製品およびプリンターの管理を行うことができます。

● LPR Remote Print

 Windowsから直接印刷するための印刷クライアントソフトウェアと「Network Monitor」をインス

トールします。LPRまたはRawモードを選択することができます（本製品専用）。
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Windows環境からTCP/IPで印刷する
TCP/IPプロトコルを利用して印刷する際の手順は以下の通りです。

● あらかじめパソコンにプリンター・ドライバーをインストールする必要があります。

● Windows標準の印刷クライアントで印刷を行う場合は、本章中の「OS標準の印刷クライ

アント機能で印刷する」を参照してください。

QuickSetup IP

LPR Remote Print
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パソコンのネットワーク設定を確認する

Windows XP/Windows Server 2003の場合

Windows XP/Windows Server2003に［インターネットプロトコル（TCP/IP）］が追加されていることを

確認します。

1. コントロールパネルを開き、「ネットワーク接続」を選択します。

2. 「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。

3. ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］が追加されていることを確認します。

「プロパティ」をクリックしてください。

［インターネットプロトコル（TCP/IP）］が一覧にない場合は「インストール」をクリックし、

「ネットワークコンポーネントの種類の選択」－「プロトコル」－［インターネットプロトコル

（TCP/IP）］を選択し、追加してください。
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4. ［全般］で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。

● Windows XP（SP1以前）環境でTCP/IPプロトコルを使用する場合は、「ロー
カルエリア接続のプロパティ」－「詳細設定」で「インターネット接続ファイア
ウォール」のチェックを外してください。

● Windows XP SP2以降で使用する場合は、「スタート」－「コントロールパ
ネル」－「セキュリティセンター」をクリックし、一時的にWindowsファイア
ウォールの機能を「無効」にして設定を行ってください。
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Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008の場合

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008に［インターネットプロトコル バージョン4（TCP/

IPv4）］が追加されていることを確認します。

1. タスクバーのスタートボタンから、コントロールパネル「ネットワークとインターネット」の「ネッ
トワークの状態とタスクの表示」－タスクの「ネットワーク接続の管理」を選択します。

2. 「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。

3. ［インターネットプロトコル バージョン4（TCP/IPv4）］が追加されていることを確認します。

「プロパティ」をクリックしてください。

［インターネットプロトコル バージョン4（TCP/IPv4）］が一覧にない場合は、以下の手順で

追加します。

1. 「インストール」をクリックし、「ネットワーク機能の種類の選択」ダイアログボックスで

「プロトコル」を選択します。

2. ネットワークプログラムの一覧から［インターネットプロトコル バージョン4（TCP/IPv4）］

を選択します。
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4. ［全般］で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008環境でTCP/IPプロトコル
を使用する場合は、コントロールパネルの「セキュリティ」－「Windowsファイア
ウォール」の「Windowsファイアウォールの有効化または無効化」をクリックし、
一時的にWindowsファイアウォールの機能を「無効」にして設定を行ってくださ
い。
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Quick Setupによる簡単設定

1. 本製品付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、メインメニューが自動的に起動します。

「セットアップ」をクリックしてください。

2. セットアップ方法の選択画面が開きます。

「Quick Setup」をクリックしてください。

Windows XP SP2以降の環境下では、下記のメッセージが表示される場合があります。表示

された場合は「はい」を選択してください。

3. Quick Setupが起動します。

 をクリックしてください。
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4. ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。

 をクリックしてください。

5. 本製品を選択します。

 をクリックしてください。

検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は「再検索」をクリックしてください。

Ethernetアドレスを直接入力することで本製品を選択することもできます。

6. IPアドレスを設定します。
〈DHCPサーバーがある場合〉

（A） DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得

「IPアドレスを自動的に取得」を選択して

ください。

 をクリックしてください。

2 9
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（B） IPアドレスを手動で設定

任意のIPアドレスを設定することができ

ます。

 をクリックしてください。

〈DHCPサーバーが無い場合〉

任意のIPアドレスを指定してください。

 をクリックしてください。

7. 設定項目を確認します。

 をクリックしてください。

8. 設定完了です。

「はい」を選択してください。

 をクリックしてください。

● 引き続きLPR Remote Printをインストールしてください。LPR Remote PrintはWindows

から直接印刷を行うための印刷クライアントソフトウェアです。

● Windows環境で、OS標準の印刷機能を使用する場合は、本章中の「OS標準の印刷クライ

アント機能で印刷する」を参照してください。
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LPR Remote Printをインストールする

Windows環境で、本製品を利用してTCP/IPプロトコルで直接印刷を行うために、本製品に付属している

LPR Remote Printをご利用になることができます。LPR Remote Printは、LPR機能（本製品専用）およ

びRawモード機能がご利用いただける印刷クライアントソフトウェアと、Network Monitorが収録され

ています。インストールが完了すると、LPR Remote Printポート追加ウィザードが起動します。

● LPR（Line Printer Remote）機能

 ローカルエリアネットワーク（LAN）上のプリンターに印刷することができます。一般に

広く使用されているプロトコルです。

● Rawモード機能

 ローカルエリアネットワーク（LAN）上のプリンターに印刷することができます。印刷

データのスプールを行わずに高速に印刷することができます。

● Network Monitor

 プリンターの状態をパソコン画面にポップアップして表示する便利なモニターです。詳

細は第3章「Network Monitor」を参照してください。

インストール方法を確認します。

1. （A） Quick Setupから続いてインストールする場合

「はい」を選択してください。

 をクリックしてください。

 

 （B） LPR Remote Printのみインストールする場合
 

付属CD-ROMをセットし、「メインメニュー」

－「Setup」メニューから「LPR Remote Print」

を選択してください。
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2. LPR Remote Printインストールウィザードが起動します。

 をクリックしてください。

3. ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。

 をクリックしてください。

4. インストール先のフォルダーを指定します。

 をクリックしてください。

［参照］をクリックするとインストール先フォルダーを選択できます。
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5. スタートメニューに表示されるグループ名を入力します。

 をクリックしてください。

6. インストールを開始します。

 をクリックしてください。

7. インストール完了です。

「はい」を選択してください。

 をクリックしてください。
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プリンター・ポートを追加する

本製品では、以下の方法でLPR Remote Printポートを追加できます。

● LPRポートを追加する

● Rawポートを追加する

本製品はIPPポートをサポートしていません。
IPPポートを追加しても印刷できません。

印刷に使用するプロトコルを選択し、「次へ」をクリックすると、各印刷方式のポート作成画面へ移ります。

（A） LPR Remote Printインストールから続いて追加する

「はい」を選択してください。

 をクリックしてください。

 LPR Remote Print ポート追加ウィザードが開始します。

 をクリックしてください。

（B） 「スタート」－「プログラム（Windows XPの場合は「すべてのプログラム」）」－「NETManager」

にある「LPR Remote Printポート追加」から追加する

 をクリックしてください。
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LPRポートを追加する場合

1. LPR（Line Printer Remote）を選択します。

「LPR（Line Printer Remote）で印刷する」

を選択します。

 をクリックしてください。

2. 「IPアドレスまたはプリンタ名」で本製品を選択します。
直接入力するか、「プリントサーバ検索」ボタンでプリント・サーバーの一覧を表示させて選択し

ます。

 をクリックしてください。

3. プリンター・ポート名を入力します。

名前を指定しない場合は、既定のプリン

ター・ポート名をご使用ください。

 をクリックしてください。
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4. 設定内容を確認します。

 をクリックしてください。

5. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。

 をクリックしてください。

6. ポート設定を完了します。

 をクリックしてください。
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Rawポートを追加する場合

1. Rawモードを選択します。

「Rawモード(TCP/IP 9100)で印刷する」

を選択します。

 をクリックしてください。

2. 「IPアドレスまたはプリンタ名」で本製品を選択します。
直接入力するか、「プリントサーバ検索」ボタンでプリント・サーバーの一覧を表示させて選択し

ます。

 をクリックしてください。

「次へ」をクリックすると、指定されたポート番号にアクセス可能か、確認されます。　

3. 印刷先ポート名を入力します。

特に問題がなければ既定のプリンター・

ポート名（RAW_IPアドレス）を使用して

ください。

 をクリックしてください。
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4. 設定内容を確認します。

 をクリックしてください。

5. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。

 をクリックしてください。

6. ポート設定を完了します。

 をクリックしてください。
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OS標準の印刷クライアント機能で印刷する
LPR Remote Printを使用せず、OS標準の印刷クライアント機能を利用して印刷する方法を説明します。

Standard TCP/IPポートで印刷する

以下の説明は、Windows XPの画面を使用しています。その他のバージョンのOSをご利用の

場合、画面が異なります。

1. コントロールパネルから「プリンタとFAX」を開き、「プリンタのインストール」をクリックしま
す。

 をクリックしてください。

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008をご利用の場合は、コントロールパネル

から「プリンタ」を開き、「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックしてください。

2. 設定するプリンターの種類を選択します。

「このコンピュータに接続されているロー

カルプリンタ」を選択し、「プラグ アンド 

プレイ対応プリンタを…」のチェックを

外してください。

 をクリックしてください。

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008をご利用の場合は、「ローカルプリン

タを追加します」を選択してください。
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3. プリンター・ポートを選択します。

「新しいポートの作成」にチェックを入れ、

種類は「Standard TCP/IP Port」を選択し

ます。

 をクリックしてください。

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008の場合は、この後5.へ進んでください。

4. 標準TCP/IPプリンター・ポートの追加ウィザードが開始します。

 をクリックしてください。

5. プリンター・ポートを追加します。

本製品に設定したIPアドレスを入力して

ください。

名前を付けない場合は、既定値（IP_xxx. 

xxx.xxx.xxx（Windows XP）/xxx.xxx.

xxx.xxx（Windows Vista/Windows 7/

Windows Server 2008））をご使用くだ

さい。

 をクリックしてください。

6. デバイスの種類を決定します。

「カスタム」を選択し、「設定」をクリック

してください。
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7. ポート情報を入力します。
（A）Rawモードで使用する場合

「Raw」を選択してください。

 をクリックしてください。

「OK」をクリックすると6．の画面に戻りますので、その画面で「次へ」をクリックしてくださ

い。

（B）LPRモードで使用する場合

「LPR」を選択してください。

キュー名は「lp1」を入力し、「LPRバイト

カウントを有効にする」にチェックを入

れてください。

 をクリックしてください。

「OK」をクリックすると6.の画面に戻りますので、その画面で「次へ」をクリックしてください。

8. 設定内容を確認します。

 をクリックしてください。
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9. プリンター・ドライバーを選択します。

使用するプリンターのドライバーを選択

してください。

 をクリックしてください。

10. プリンター・ドライバーの導入方法を確認します。

「現在のドライバを使う」か「新しいドラ

イバに置き換える」か選択してください。

 をクリックしてください。

最新ドライバーを別途インストールされた場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択

してください。

11. プリンター名を登録します。

プリンター名の登録を行います。このプ

リンターを通常使うプリンターとするか

選択してください。

 をクリックしてください。
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12. プリンターを共有するかを選択します。

プリンターを共有するか共有しないかを

選択してください。

 をクリックしてください。

同じネットワーク内にある他のコンピューターからもこのプリンターを使用する場合は、

「共有名」を指定して共有できるようにしてください。

13. テストページを印刷するかを選択します。

「はい」を選択してください。

 をクリックしてください。

14. 設定を確認します。

 をクリックしてください。

15. プリンターのテストページが正常に出力されれば、設定完了です。
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LPRポートで印刷する

LPRポートの追加

LPR印刷機能を使用して印刷する前に、LPR Portを追加する必要があります。追加の方法は以下の通り

です。

Windows XP/Windows Server 2003の場合

1. コントロールパネルから「プログラムの追加と削除」を開き、「Windowsコンポーネントの追加
と削除」をクリックします。

2. ーワトッネのかほのそ「－」トンネーポンコ「、せさ示表を」ドーザィウトンネーポンコswodniW「 
クファイルと印刷サービス」－「詳細」－「UNIX用印刷サービス」を選択し、OKボタンをクリッ
クします。

3. 次へ進み「Windowsコンポーネントウィザード」が表示され、コンポーネントの追加が終了した
ら完了ボタンをクリックします。

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008の場合

1. コントロールパネルから「プログラム」－「プログラムと機能」－「Windowsの機能の有効化ま
たは無効化」をクリックします。

2. 「印刷サービス」の中の「LPRポートモニタ」をチェックし、OKボタンをクリックします。
コンポーネントの追加が終了するとウィザードが自動的に閉じます。

以下の説明は、Windows XPの画面を使用しています。その他のバージョンのOSをご利用の

場合、画面が異なります。
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LPRポートで印刷する

1. コントロールパネルから「プリンタとFAX」を開き、「プリンタのインストール」をクリックしま
す。

 をクリックしてください。

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008をご利用の場合は、コントロールパネル

から「プリンタ」を開き、「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックしてください。

2. 設定するプリンターの種類を選びます。

「このコンピュータに接続されているロー

カルプリンタ」を選択し、「プラグ アンド 

プレイ対応プリンタを…」のチェックを外

してください。

 をクリックしてください。

 Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008をご利用の場合は、「ローカルプリン

タを追加します」を選択してください。

3. プリンター・ポートを選択します。

「新しいポートの作成」を選択し、種類は

「LPR Port」を選択してください。

 をクリックしてください。
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4. LPR互換プリンターを追加します。

本製品に設定したIPアドレスと「lp」を入

力してください。

 をクリックしてください。

5. プリンターのドライバーを選択します。

使用するプリンターのドライバーを選択

してください。

 をクリックしてください。

6. プリンター・ドライバーを確認します。

「現在のドライバを使う」か「新しいドラ

イバに置き換える」か選択してください。

 をクリックしてください。

最新ドライバーを別途インストールした場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択し

てください。

7. プリンター名を登録します。

プリンター名を入力してください。

このプリンターを通常使うプリンターと

するかを選択してください。

 をクリックしてください。
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8. プリンターを共有するかを選択します。

プリンターを共有するか共有しないかを

選択してください。

 をクリックしてください。

同じネットワーク内にある他のコンピューターからもこのプリンターをご使用になる場合

は、「共有名」を指定して共有できるようにしてください。

9. テストページを印刷するかを選択します。

「はい」を選択してください。

 をクリックしてください。

10. 設定内容を確認します。

 をクリックしてください。

11. プリンターのテストページが正常に出力されれば、設定完了です。
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UNIX/Linux環境で使用する
本章では、UNIX/Linux環境で使用するために必要な設定と、LPDおよびFTPによる印刷について説明し

ます。設定方法は一例ですので、詳細はご使用のワークステーションのマニュアルを参照してください。

UNIX/Linux環境で印刷するまでの手順

IP

hosts

hosts
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IPアドレスの設定

IPアドレスを設定した後は、Telnetで本製品の詳細設定を行ってください。

Telnetについては、「第3章　設定に関する機能」を参照してください。

BOOTPによる設定

本製品に登録するIPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをBOOTPサーバーに登録・起動し、本製

品とプリンターの電源を再投入することでIPアドレスを設定することができます。

BOOTPによるIPアドレスとEthernetアドレスの設定を行うためには、ネットワー
ク内にBOOTPサーバが動作しているワークステーションが必要です。

UNIXのBOOTPサーバを使用したIPアドレスの設定例です。

例） Ethernetアドレスが「00a07a090001」、IPアドレスが「192.168.128.252」、ホスト名が「pbox」

の場合

1.	 /etc/bootptabに次の設定を追加します。
pbox:\

ht=ether:\ # Target hardware type is ETHERNET

ha=00a07a090001:\ # Target hardware address

ip=192.168.128.252:\ # Target IP address

gw=192.168.128.252:\	 #	Default	gateway	address	（If	required）

sm=255.255.255.0:	 #	Target	subnet	mask	（If	required）

2.	 /etc/inetd.conf	に次の設定を追加します。
bootps dgram udp wait root /etc/bootpd bootpd

3.	 inetdを再起動します。
kill -1 1

4.	 本製品とプリンターの電源を再投入します。
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RARPによる設定

UNIXの/etc/ethersに本製品に登録するIPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせを追加し、RARPD

を起動します。その後、本製品とプリンターの電源を再投入することでIPアドレスを設定することがで

きます。

RARPによるIPアドレスの設定を行うためには、ネットワーク内にRARPデーモン
が動作しているワークステーションが必要です。

UNIXのRARPサーバーを使用したIPアドレスの設定例です。

例） Ethernetアドレスが「00a07a090001」、IPアドレスが「192.168.128.252」、ホスト名が「pbox」

の場合

1. /etc/ethersに次の設定を追加します。
00:a0:7a:09:00:01　　192.168.128.252　　#pbox

2. RARPDを起動します。
rarpd -a

3. 本製品とプリンターの電源を再投入します。

ARPによる設定

IPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをARPテーブルに登録し、PINGを実行することで、IPア

ドレスを設定することができます。

この方法により設定されたIPアドレスは一時的な設定であり、本製品に登録され
ません。設定後は必ずTelnetなどでIPアドレスの登録を行ってください。

例） Ethernetアドレスが「00a07a090001」、IPアドレスが「192.168.128.252」、ホスト名が「pbox」

の場合

1. 本製品の電源を投入します。

2. ARPコマンドを使い、IPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをARPテーブルに登録しま
す。

arp -s 192.168.128.252 00:a0:7a:09:00:01 temp

3. PINGを実行します。
ping 192.168.128.252

4. 実行後、本製品より応答があれば設定完了です。
192.168.128.252 is alive.
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hostsファイルの設定

UNIXまたはLinuxマシンのhostsファイルにホスト名とIPアドレスを登録します。

● hostsファイルを編集する場合は、ネットワーク管理者に確認の上作業してください。

● DNS等のIP管理システムをご利用の場合は、hostsファイルの編集を行う必要がない場

合があります。

1. UNIX/Linuxマシンに「root」でログインします。
# login root

2. /etc/hostsファイルに本製品のホスト名とIPアドレスを登録します。

hostsファイルの編集には“vi”などのエディタを使用します。

例） IPアドレスが「192.168.128.252」、ホスト名が「pbox」の場合

192.168.128.250 venus # UNIX-A

192.168.128.251 mars # UNIX-B

192.168.128.252 pbox # Print-Server

3. プリンターの電源をONにし、「ping」コマンドを使用して、ネットワークとの接続が行えるかを
確認します。

# ping pbox

応答がない場合やエラーが表示される場合は、本製品のIPアドレスの設定、hosts
ファイルの記述またはネットワークの状態に問題があります。ネットワーク管理
者に確認してください。
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LPDを使用した印刷

TCP/IPのLPDプロトコルを使用して印刷するための設定方法を説明します。

「lpr」、「lp」コマンドの詳細は、ご使用のワークステーションのマニュアルを参照してください。

● LPDプロトコルについて

 LPD（Line Printer Daemon）プロトコルは、ネットワーク上のプリンターに印刷するため

のプロトコルです。

● 論理プリンターについて

 本製品にはlp1～ lp6の6つの論理プリンターがあります。

AIX 4.x.x環境で使用する

AIXから印刷するための設定を行います。

OSのバージョンによっては、コマンドの絶対パスや設定方法が異なることがあります。ご使用のワーク

ステーションのマニュアルを参照してください。

1. プリントキューを作成します。

1-1. UNIXマシンに「root」でログインします。

# login root

1-2. プリント・サーバーを追加します。

 例）「pbox」という名前のホスト名を追加する場合

# ruser -a -p pbox

1-3. リモートプリンターデーモンを起動します。

# startsrc -s lpd

# mkitab 'lpd:2:once:startsrc -s lpd'

1-4. smitコマンドを利用してプリントキューの追加を行います。

1-4-1. smitコマンドを起動し、「印刷待ち行列の追加」の項目へ移行します。

# smit mkrque

1-4-2. 「接続タイプ」から「remote」（リモートホストに接続されたプリンター）を選択し

ます。

1-4-3. 「リモート印刷のタイプ」から「標準処理」を選択します。
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1-4-4. 「標準リモート印刷待ち行列の追加」で以下の項目を設定します。

 （下記以外の設定はご利用環境に応じて変更してください。）

例） プリントキュー名を「pboxlp」という名前で登録する場合

 リモート・サーバー追加する待ち行列 ［pboxlp］

 リモート・サーバーのホスト名 ［pbox］

 リモート・サーバーの待ち行列名 ［lp1～ lp6］

 リモート・サーバー上の印刷スプーラのタイプ ［BSD］

 リモート・サーバー上のプリンター名記述 ［任意のコメント］

リモート・サーバー上の待ち行列名の「lp1～ lp6」は、本製品の論理プリンター名になります。

2. 印刷を行います。
「lp」コマンドを使用して印刷します。

# lp -d pboxlp ＜印刷ファイル名＞

3. 印刷要求を取り消します。
「cancel」コマンドを使用して、印刷ジョブの要求を取り消すことができます。

# cancel pboxlp -＜ジョブ番号＞

4. プリンターの状態を確認します。
「lpstat」コマンドを使用して、プリンターの状態を確認することができます。

# lpstat -p pboxlp

UNIXの仕様により、正常に表示できない場合があります。
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FTPを使用した印刷

TCP/IPのFTPプロトコルを使用して印刷する方法を説明します。「ftp」コマンドの詳細は、ご使用のワー

クステーションのマニュアルを参照してください。

● FTPプロトコルについて

 FTP（File Transfer Protocol）プロトコルは、TCP/IPでファイルを転送するためのプロト

コルです。本製品の論理ディレクトリに対して、印刷データを転送することで印刷を行い

ます。

● 論理ディレクトリについて

 本製品には、6つの論理ディレクトリがあり、「cd」コマンドにて移動する必要があります。

〈本製品の論理ディレクトリ構成〉

 

 lp1

 lp2

 lp3

 lp4

 lp5

 lp6
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印刷する

1.	 本製品へログインします。

「ftp」コマンドで印刷する場合、「User」と「Password」は、どのような入力をし
ても印刷可能です。ただし、ユーザ名が「root」の場合は、環境設定で設定した「パ
スワード」が必要となります。

例） IPアドレス「192.168.129.88」のプリンターにログインする場合

#ftp 192.168.129.88

Connected to 192.168.129.88.

220  5250 Ver 1.0.0 FTP server.

User (192.168.129.88:(none)): root

331	Password	required.

Password:

230 User Logged in.

ftp>

2.	 「cd」コマンドで、転送先ディレクトリへ移動します。

本製品は、転送先ディレクトリが階層構造となっています。また、ルートディレク
トリへの印刷データの出力は「lp1」への出力として処理されます。

例） lp ディレクトリへ移動し、現在のディレクトリを確認する場合

ftp> cd /lp1

250 Command Ok.

ftp> pwd

257 "/lp1" is current directory.

ftp>

3.	 転送モードを変更します。

転送モードには、LFコードをCR＋LFコードに変換する「ASCIIモード」とファイルの内容を

そのまま出力する「BINARYモード」の2種類があります。プリンター・ドライバーで変換され

たバイナリファイルを転送する場合は、転送モードを「BINARYモード」に設定します（指定

しない場合は「ASCIIモード」で出力されます）。

例） 転送モードをBINARYモードに変更し、現在のモードを確認する場合

ftp>type binary 

200 Type set to I. 

ftp>type 

Using	binary	mode	to	transfer	files. 

ftp>
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4. 「put」コマンドを用いて、印刷データを本製品へファイル転送します。
「put」コマンドによるファイル転送には、2種類の形式があります。

例） 印刷データ「test.prn」を転送する場合

ftp>put test.prn

 印刷データをディレクトリ指定「/users/test/test.prn」で指定して転送する場合

ftp>put /users/test/test.prn /lp1

印刷データをディレクトリ指定で印刷する場合は、転送先論理ディレクトリを指定します。

cdコマンドでディレクトリを移動する必要はありません。

5. 「quit」コマンドでログアウトします。
ftp>quit
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状態を確認する

「quote」コマンドの「stat」を使って、IPアドレス、ログインユーザー名、転送モードの3つの状態を確認

することができます。

また、「stat」の後にディレクトリ（lp1～ lp6）を指定すると、プリンターの状態を確認することができま

す。

例） イーサネットボードの状態表示

ftp>quote stat 

211-FTP server status: 

Connected to:0,0,0,0,XX,XX 

User logged in:guest 

Transfer type:BINARY 

Data connection:Closed. 

211 End of status. 

ftp>

（XX,XXは任意の数値）

 プリンター（ディレクトリ名：lp1）の状態表示

ftp>quote stat /lp1

211-FTP directory status:

Ready

211 End of status.

ftp>
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第3章 設定に関する機能
本章ではPrint Manager、Webブラウザ、TelnetおよびLPR Remote Printを利用して、詳細な設定を行う

方法について説明します。

Print Managerで設定する
総合ユーティリティ「Print Manager」は、本製品の詳細な設定及び設定内容の変更を行うことができま

す。また、リモートでの再起動やプリンター・ステータス・モニターなどの便利な機能を利用することが

できます。

● Print Managerを使用する場合、パソコンにTCP/IPプロトコルがインストー
ルされている必要があります。

● 使用環境および機種によっては、「Print Manager」に表示される内容が異なり
ます。

● Windows XP以降の環境でTCP/IPプロトコルを使用する場合は、「ローカ
ルエリア接続のプロパティ」－「詳細設定」－「インターネット接続ファイア
ウォール」のチェックを外してください。

● Windows Vista環境でTCP/IPプロトコルを使用する場合は、コントロールパ
ネルから「セキュリティ」－「Windowsファイアウォール」の「Windowsファ
イアウォールの有効化または無効化」をクリックし、Windowsファイアウォー
ルの機能を無効にしてください。
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Print Managerを起動する

1. 本製品付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、メインメニューが自動的に起動します。

「セットアップ」をクリックしてください。

2. セットアップ方法の選択画面が開きます。

「Advanced Setup」をクリックしてくださ

い。

3. インストール確認画面が表示されます。

「インストールせずに、直接CD-ROMか

ら起動する」を選択してください。

 をクリックしてください。

Print Manager ソパ、てし択選を」るす動起らかてしルートスンイ「、は合場るす用使に繁頻を

コンにインストールすることをお奨めします。
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4. ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。

 をクリックしてください。

Windows XP SP2 以降の環境下では、下記のメッセージが表示される場合があります。表示

された場合は「はい」を選択してください。

5. Print Managerが起動します。
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Print Managerで本製品を検索する

本製品の設定を行う前に、Print Managerで本製品が検索されることを確認してください。本製品が検索

されない場合は、「設定」－「IPアドレス設定」でIPアドレスの設定を行ってください。

IPアドレス設定

IPアドレスの設定を手動で行います。

本設定を行う前に、本製品のEthernetアドレスを確認してください。Ethernetアドレスは、

NW初期値印刷に記載されています。（例：00:a0:7a:09:00:01）

1.
Print Managerのメニューバーから「設

定」－「IPアドレス設定」を選択してIPア

ドレス設定ツールを起動してください。

2.
設定する製品のEthernetアドレスと IPア

ドレスを入力してください。

 をクリックしてください。

3.
設定したIPアドレスを有効にするために

本製品を再起動します。

「はい」をクリックしてください。
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Print Managerの機能

Print Managerメニュー構成

メニュー 項目 説明

ファイル
検索 ネットワーク上の本製品を検索

終了 Printer Managerを終了

ステータス

プリンタステータス プリンター・ステータス・モニターを表示

システムステータス システム・ステータス・モニターを表示

設定項目一覧表示 本製品の内部設定情報を表示

設定

プリントサーバの設定 本製品の各種設定

Webブラウザによる設定 本製品のホームページを起動

Telnetによる設定 Telnetを起動

再起動 本製品の再起動

IPアドレス設定 IPアドレスの手動設定

オプション 環境設定 Print Managerの環境設定

ヘルプ バージョン情報 Print Managerのバージョンを表示
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プリンター・ステータス

Print Manager画面にて選択した本製品が接続しているプリンターの状態が、リアルタイムに表示され

ます。また、環境設定画面にて、プリンター・ステータスの更新時間を指定することができます。

システム・ステータス

Print Manager画面にて選択した本製品の動作状態がリアルタイムに表示されます。本製品の動作状態

をファイルに保存（ログの登録）し、参照することができます。また、環境設定画面にて、システム・ステー

タスの更新時間を指定することができます。

システム・ステータス環境設定

プリンター・ステータス環境設定
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設定項目一覧表示

本製品に設定した各項目の設定値が一覧で表示されます。

「ファイル出力」をクリックすると、設定内容をテキストファイルに出力し、管理することができます。
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プリント・サーバーの設定

Print Managerの「設定」－「プリントサーバの設定」で本製品の詳細設定および設定内容の変更を行い

ます。

1.
設定を行う本製品を指定し、Print Manager

のメニューバーから「設定」－「プリント

サーバの設定」を選択してください。

● 本製品にパスワードが設定されている場合は、「パスワード入力」画面が表示されます。

● 「Guestユーザ」チェックボックスをチェックした場合は設定情報を確認することはでき

ますが、設定内容の変更は行えません。

2.
左の画面が表示されます。設定を行うタ

ブを選択します。

タブが全て表示されていない場合は、スクロールボタンで表示させてください。

パスワード入力画面
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Generalの設定

タブ 項目 設定内容 工場出荷設定

General

rootパスワード 本製品の管理パスワードをASCII文字列（7文字以内）で設

定します。このパスワードはPrint Manager、Telnet、Web
で設定を行う際の認証パスワードとして使用します。

なし

rootパスワード変更 パスワードの変更を行います。 ―

LANインターフェイス 物理ネットワークの種別を設定します。通常はAUTOで使

用してください。本製品の電源投入時に本製品が接続さ

れるHUBのLINKランプが点灯しない場合は、この設定を

接続HUBのネットワーク種別に変更します。

AUTO

コマンドタイムアウト （本製品ではサポートしていません） ―

コマンドリクエスト間隔 （本製品ではサポートしていません） ―

USB転送タイムアウト （本製品ではサポートしていません） ―
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TCP/IPの設定

タブ 項目 設定内容 工場出荷設定

TCP/IP

TCP/ IPプロトコルを

使用する

TCP/IPプロトコルを有効（ENABLE）にします。 ENABLE

DHCP/BOOTPを使用

する

DHCP/BOOTPプロトコルを有効（ENABLE）にします。

DHCPとBOOTPを自動認識し、先に応答のあったIPアド

レスを自分のアドレスとして採用します。

DISABLE

RARPを使用する RARPプロトコルを有効（ENABLE）にします。 DISABLE

IPアドレス 本製品のIPアドレスを10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で

設定します。

0.0.0.0

サブネットマスク 本製品のサブネット・マスクを10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」
の形式で設定します。

「0.0.0.0」は無効になり、IPアドレスに応じたサブネット・

マスクが自動的に使用されます。

0.0.0.0

デフォルトゲートウェ

イ

本製品のデフォルト・ゲートウェイを10進数「xxx.xxx.xxx.
xxx」の形式で設定します。「0.0.0.0」は無効になります。

0.0.0.0

D
N
S
サ
ー
バ

プライマリサーバ DNSサーバー（プライマリ）のアドレスを設定します。

POP/SMTPサーバー名をIPアドレスで直接設定する場合

は、設定する必要はありません。10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」
の形式で設定します。

0.0.0.0

セカンダリサーバ DNSサーバー（セカンダリ）のアドレスを設定します。

POP/SMTPサーバー名をIPアドレスで直接設定する場合

は、設定する必要はありません。10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」
の形式で設定します。

0.0.0.0

高
度
な
設
定

IPv6機能を使用す

る

IPv6使用有無を指定します。 DISABLE
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タブ 項目 設定内容 工場出荷設定

TCP/IP

ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

IPフィルタ動作設

定

IPフィルターの動作を設定します。設定には「ALLOW」と

「DENY」があり、「ALLOW」にすると設定したIPアドレス

範囲からのみデータを受けとります。「DENY」にすると設

定したIPアドレス範囲からのデータを受けとりません。

DENY

アドレス範囲指定 IPフィルターの範囲を設定します。フィルターしたいIPア
ドレスの範囲は4組まで設定できます。設定が不要な場合

はアドレス範囲を「0.0.0.0」から「0.0.0.0」にしてください。

0.0.0.0
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タブ 項目 設定内容 工場出荷設定

SNMP

認証コミュニティ名 SNMPの認証コミュニティ名を設定します。

このコミュニティ名はSNMP Set Requestを受け付ける

ときに認証されます。

public

Trapコミュニティ SNMPのトラップコミュニティを設定します。

このコミュニティ名は本製品がトラップを発行するとき

に使用されます。

public

Trap通知先アドレス SNMPトラップの送信先IPアドレスを設定します。

設定値は、10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定しま

す。「0.0.0.0」を設定するとこの項目は無効になり、いかな

る場合でもトラップは発行されなくなります。

0.0.0.0

MIB-Ⅱ

設定

項目

SysContact SysContactを設定します。

通常は管理者のメールアドレスを設定します。

なし

SysName SysNameを設定します。

通常は本製品のホスト名またはドメイン名を設定します。

なし

SysLocation SysLocationを設定します。

通常は本製品のある場所を設定します。

なし

Enable
Authen Trap

Enable Authen Trapを有効（ENABLE）にします。

この設定を有効（ENABLE）にすると、SNMPでコミュニ

ティ違反が発生した時、SNMPトラップが「Trap通知先ア

ドレス」で設定したIPアドレスに向けて発信されます。

DISABLE

SNMPの設定
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Printer Portの設定

注１）lp1：なし、lp2～ lp6：\x1B\x7E\x12\x00\x01\x11\x1B\x7E\x01\x00\x00

注２）lp1：なし、lp2～ lp6：\x1B\x7E\x01\x00\x00

例）

 BOJ文字列およびEOJ文字列の入力例：

 制御コード：用紙モード切り替えによる単票モード指定において、16進コード「X'1B 7E 10 

00 01 02'」を設定する場合は、

 \x1B\x7E\x10\x00\x01\x02

 と入力します。

16進コードに文字コードが割り当てられている場合、文字列設定後にウィンドウを再表示さ

せると、該当する文字に置き換えられて表示されます。

例：

\x25 ⇒ " % "

\x31 ⇒ " 1 "

\x7E ⇒ " ~ "

タブ 項目 設定内容 工場出荷設定

Printer
Port

プリンタポート 各プリンター・ポートを設定します（lp1～ lp6）。 なし

BOJ文字列 直接出力ポート（lpポート）に出力する前に、プリンターに

送出する文字列（最大128文字）を設定します。印刷前に制

御コード等を送信する必要がある場合に文字列を設定し

ます。

注１

EOJ文字列 直接出力ポート（lpポート）に出力した後に、プリンターに

送出する文字列（最大128文字）を設定します。印刷後に制

御コード等を送信する必要がある場合に文字列を設定し

ます。

注２

バナーを使用す

る

LPR、FTP、Raw Portで印刷する場合にバナーページを

出力するか設定します。

NO

ポート番号 Rawモード印刷にて、各印刷ポートが使用するネットワー

クのポート番号を設定します（設定値：1025～65535）。
lp1 ： 9100
lp2 ： 9101
 ： ：

lp6 ： 9105
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Webブラウザで設定する
本製品はHTTPプロトコルを搭載していますので、Webブラウザを利用して本製品の詳細な設定及び設

定内容の変更を行うことができます。また、リモートでの再起動やNW初期値印刷、プリンター・ステータ

ス・モニターなどの便利な機能が利用可能です。

● Webブラウザを利用する場合、本製品のTCP/IPプロトコル設定が有効であり、
IPアドレスが設定されている必要があります。

● Webブラウザは、Internet Explorer 6.0以降のバージョンを推奨します。また、
Webブラウザによって多少表示が異なる場合があります。
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本製品のWebページを表示する

設定を行う本製品のWebページを表示します。

表示させる方法は2つあります。

Print ManagerからWebページを表示する

Print Managerの一覧表示の中から、設定を行う本製品を選択し、メニューの「設定」－「Webブラウザに

よる設定」をクリックします。

WebブラウザからWebページを表示する

本製品に設定されたIPアドレスをWebブラウザに入力します。

例） http://10.80.40.236
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本製品Webページメニュー構成

Webページで設定できる項目は以下の通りです。

項目 説明

ステータス表示 プリンターステータス プリンター･ステータスを表示

システムステータス システム･ステータスを表示

設定の変更 プリントサーバー機能 ネットワーク・インターフェースの各種設定

トップページのカスタマイズ 本製品のWebページの表示設定

プリントサーバ再起動 プリントサーバーの再起動

工場出荷時設定 通信インターフェースの工場出荷時設定実行

ホスト接続機能

の変更

ホスト接続機能 ホスト接続機能の各種設定

インフォメーション ホームページ JBアドバンスト・テクノロジー株式会社ホー

ムページの表示
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本製品のWebページから設定する

Webブラウザを起動後初めてメニューをクリックすると、ユーザー名とパスワー
ドを入力する画面が表示されます。

ユーザー名：root
パスワード：（環境設定で設定したパスワード）
を各自入力して、「OK」をクリックしてください。
パスワードを設定していない場合は、パスワード欄は未入力のまま「OK」をク
リックしてください。

Webブラウザからプリントサーバー機能を設定する

Webブラウザに表示されている設定項目をクリックすると、設定Web画面が表示されます。必要な項目

に設定値を入力してください。

設定項目に関する詳細は、本章「Webブラウザ/Telnet設定項目」を参照してください。
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Telnetで設定する
本製品はTelnetプロトコルを搭載していますので、UNIXマシンまたは、パソコンのTCP/IPソフトに付属

のTelnetを利用して本製品の詳細な設定を行うことができます。

設定項目に関する詳細は、本章「Webブラウザ/Telnet設定項目」を参照してください。

● Telnetを利用する場合は、IPアドレスが設定されている必要があります。
● Telnetで設定を行うにはrootユーザーでログインする必要があります。
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Webブラウザ/Telnet設定項目
ホスト接続機能の設定項目に関しては、第4章を参照してください。

プリント・サーバー機能

General

General

項目
設定内容 工場出荷設定

Webブラウザ Telnet

一般設定/Configure General

rootパスワード

変更

Change Root 
Password

本製品の管理パスワードをASCII文字列（7文字

以内）で設定します。

このパスワードはPrint Manager、Telnet、Webで設

定を行う際の認証パスワードとして使用します。

なし

LANインタ

フェース

LAN Interface 物理ネットワークの種別を設定します。通常はAUTO
で使用してください。

本製品の電源投入時に本製品が接続されるHUB
のLINKランプが点灯しない場合は、この設定を

接続HUBのネットワーク種別に変更します。

AUTO
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TCP/IP

項目
設定内容 工場出荷設定

Webブラウザ Telnet

TCP/IP

TCP/IP設定 / Configure TCP/IP

DHCP/

BOOTP
DHCP/BOOTP DHCP/BOOTPプロトコルを有効（ENABLE）に

します。DHCPとBOOTPを自動認識し、先に応答

のあった IPアドレスを自分のアドレスとして採

用します。

DISABLE

RARP RARP RARPプロトコルを有効（ENABLE）にします。 DISABLE

IPアドレス IP Address 本製品のIPアドレスを10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」
の形式で設定します。

0.0.0.0

サブネットマ

スク

Subnet Mask 本製品のサブネット・マスクを10進数「xxx.xxx.
xxx.xxx」の形式で設定します。

「0.0.0.0」は無効になり、IPアドレスに応じたサ

ブネット・マスクが自動的に使用されます。

0.0.0.0

デフォルト

ゲートウェイ

Default 
Gateway

本製品のデフォルト・ゲートウェイを10進数「xxx.
xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。

「0.0.0.0」は無効になります。

0.0.0.0

IPv6機能 IPv6 Function IPv6の使用有無を指定します。 DISABLE

DNS設定 / DNS

プライマリ

サーバ

Primary 
Server

DNSサーバー（プライマリ）のアドレスを設定し

ます。POP/SMTPサーバー名をIPアドレスで直

接設定する場合は、設定する必要はありません。

10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。

0.0.0.0

セカンダリ

サーバ

Secondary 
Server

DNSサーバー（セカンダリ）のアドレスを設定し

ます。POP/SMTPサーバー名をIPアドレスで直

接設定する場合は、設定する必要はありません。

10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。

0.0.0.0

IP Filter設定 / IP Filter Config

動作モード Filter Mode IPフィルターの動作を設定します。

設定には「ALLOW」と「DENY」があり、「ALLOW」

にすると設定した IPアドレス範囲からのみデー

タを受けとります。「DENY」にすると設定したIP
アドレス範囲からのデータを受けとりません。

DENY

フィルタ #0-3
開始/終了

アドレス

Filter #0-3 
start/end 
address

IPフィルターの範囲を設定します。

フィルターしたいIPアドレスの範囲は4組まで設

定できます。 設定が不要な場合はアドレス範囲

を「0.0.0.0」から「0.0.0.0」にしてください。

0.0.0.0
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SNMP

SNMP

項目
設定内容 工場出荷設定

Webブラウザ Telnet

SNMP設定 / Configure SNMP

認証コミュニ

ティ名

Authentic 
Community

SNMPの認証コミュニティ名を設定します。

このコミュニティ名はSNMP Set Requestを受け

付けるときに認証されます。

public

Trapコミュニ

ティ名

Trap 
Community

SNMPのトラップコミュニティを設定します。

このコミュニティ名は本製品がトラップを発行

するときに使用されます。

public

Trap通知先ア

ドレス

Trap 
Address(IP)

SNMPトラップの送信先 IPアドレスを設定しま

す。設定値は、10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式

で設定します。「0.0.0.0」を設定するとこの項目

は無効になり、いかなる場合でもトラップは発行

されなくなります。

0.0.0.0

SysContact SysContact SysContactを設定します。

通常は管理者のメールアドレスを設定します。

なし

SysName SysName SysNameを設定します。

通常は本製品のホスト名またはドメイン名を設

定します。

なし

SysLocation SysLocation SysLocationを設定します。

通常は本製品のある場所を設定します。

なし

EnableAuthen
Trap

EnableAuthen
Trap

Enable Authen Trapを許可(1)／禁止(2)で設定し

ます。この設定を許可(1)にすると、SNMPでコ

ミュニティ違反が発生した時、SNMPトラップが

「Trap通知先アドレス」で設定したIPアドレスに

向けて発信されます。

2
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Logical Port

注１）lp1：なし、lp2～ lp6：\x1B\x7E\x12\x00\x01\x11\x1B\x7E\x01\x00\x00

注２）lp1：なし、lp2～ lp6：\x1B\x7E\x01\x00\x00

例）

 BOJ文字列およびEOJ文字列の入力例：

 制御コード：用紙モード切り替えによる単票モード指定において、16進コード「X'1B 7E 10 

00 01 02'」を設定する場合は、

 \x1B\x7E\x10\x00\x01\x02

 と入力します。

16進コードに文字コードが割り当てられている場合、文字列設定後にウィンドウを再表示さ

せると、該当する文字に置き換えられて表示されます。

例：

\x25 ⇒ " % "

\x31 ⇒ " 1 "

\x7E ⇒ " ~ "

Logical
Port

項目
設定内容 工場出荷設定

Webブラウザ Telnet

論理ポート 各論理ポートを設定します（PORT1～6）。

BOJ文字列 BOJ String 直接出力ポート（lpポート）に出力する前に、プリ

ンターに送出する文字列（最大128文字）を設定

します。印刷前に制御コード等を送信する必要が

ある場合に文字列を設定します。

注１

EOJ文字列 EOJ String 直接出力ポート（lpポート）に出力した後に、プリ

ンターに送出する文字列（最大128文字）を設定

します。印刷後に制御コード等を送信する必要が

ある場合に文字列を設定します。

注２

TCP/IP 
Rawモード

番号

TCP/IP Raw
Mode Port
Number

Rawモード印刷にて、 各印刷ポートが使用する

ネットワークのポート番号を設定します（設定値：

1025～65535）。

port1 ： 9100
port2 ： 9101
 ： ：

port6 ： 9105

バナーを使

用する

Use Banner LPR、FTP、Raw Portで印刷する場合にバナー

ページを出力するか設定します（設定値：YES/

NO）。

NO
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LPR Remote Printのポート設定を行う

LPR Remote Printのポート設定（LPR、RAW）

LPR Remote Printを使用する際、ネットワーク環境やプリンターの状態によって、正常に接続できない、

あるいは印刷が行えない場合があります。

LPR Remote Printでは、その場合の動作を以下の設定機能により選択することができます。

LPR Remote Printをインストール後、プリンター・ドライバーのプロパティを開き、「ポート」タブを開

くと以下の画面になりますので、「ポートの構成」をクリックしてください。

Windows Vista以降のOSでは、あらかじめ「管理者として開く」を選択してください。

LPRとRAWによって、画面構成が異なります。
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LPRの場合

RAWの場合

項目 設定内容 工場出荷設定

汎用プロトコルのみ使用

（LPRのみ）

接続の最初に行う特殊プロトコルによる機器判別を省略しま

す。

DISABLE

通信エラー時自動再試行 これをチェックすることにより、通信上の障害で送信ができな

い場合に表示されるポップアップ画面が、 通信可能となった

時点で自動的に消去され、印刷が再開されます。

DISABLE

ポート番号1024以降を使

用（LPRのみ）

これをチェックすることにより、LPR出力ポート番号721～731
および1024以降を使用します。

DISABLE
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Network Monitor
ポップアップステータスモニター「Network Monitor」はプリンターの状態をパソコン画面に表示してお

知らせします。また、デスクトップに常駐するため、プリンターの状態をリアルタイムに監視することが

できます。

Network Monitorの起動

タスクバーの「スタート」ボタンをクリックして「プログラム（Windows XP以降のOSは「すべてのプロ

グラム」）」－「NETManager」－「Network Monitor」を実行すると、Network Monitorが起動します。

Network Monitorの表示

Windows標準の外観で、詳細なプリンター情報を表示することができます。

プリンター情報

プリンター・ステータス状態および印刷状況を表示します。

● ステータスメッセージ

プリンターの状態を文字列で表示します。

「プリンタは印刷中です。」

「プリンタはオフラインです。」

「用紙がなくなりました。」 等

● 機種名

本製品の機種名を表示します。

● 転送状況

機種名の右に、印刷データの転送状況を表示します。
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システム情報

本製品のシステム・ステータスを表示します。

メニュー構成

メニュー 項目 説明

表示 常に最前面に表示する ウィンドウを常に最前面に表示します。

ただし、同様の設定のウィンドウが重なった場合には、そ

のウィンドウの背面に隠れます。

最小化する ウィンドウを最小化します。元に戻すには、タスク通知エ

リアのアイコンをクリックします。

終了 Network Monitorを終了します。

ツール オプション設定 オプション設定ダイアログを表示します。

ヘルプ バージョン情報 バージョン情報を表示します。
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オプション設定ダイアログ

Network Monitorの使用条件を変更することができます。「オプション設定」をクリックして、「オプショ

ン設定」画面を表示してください。

ステータス監視

● LPR Remote Printポート一覧

ご使用のパソコンに登録されているLPR Remote Printポートの一覧が表示されます。この一覧か

らステータス監視を行う本製品を選択します。

● 常にステータスを監視する

システムに常駐することにより、常にプリンターの状態を監視することができます。

● 印刷時のみステータスを監視する

LPR Remote Printポートでの印刷時のみプリンターの状態を監視します。LPR Remote Printポー

トでの印刷データ転送が完了すると、自動的に終了します。

● ステータスウィンドウ表示時のみ監視する

ステータスウィンドウを表示しているときのみプリンターの状態を監視することができます。

● ステータス更新タイミング

プリンター・ステータスを最新の情報に更新する間隔を設定します。
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表示

● 利用できるイベント

「Network Monitor」が表示できるイベントの一覧です。

● 選択されたイベント

「Network Monitor」に表示するイベントを選択した一覧です。ここに選択したイベントと、プリン

ターのイベントが一致した場合、「Network Monitor」を表示します。

● >>

「利用できるイベント」の項目を「選択されたイベント」に追加します。

● <<

「選択されたイベント」の項目を「利用できるイベント」に戻します。

● ポップアップ条件から回復後にアイコン化する

プリンターのイベントが終了した後、「Network Monitor」を自動的に最小化し、タスクバーに常駐

します。

● 常に最前面に表示する

ウィンドウを常に最前面に表示します。ただし、同様の設定のウィンドウが重なった場合には、そ

のウィンドウの背面に隠れます。

● 最小化して起動する

「Network Monitor」を最小化した状態で起動します。
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第4章 IBM i（IBM System i, AS/400）との接続

接続の前に
IBM i（IBM System i, AS/400）から印刷する方法として、TN5250E（TCP/IP）をサポートしています。

接続の流れ

本製品でのTN5250E IBM i 接続は、i5/OS（OS/400）Ver 5.1以降で最終のPTF
を適用の上で使用することをお勧めします。

IP

TN5250E

5
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IBM i 

IBM i 
WS

IBM i 
ON

IBM i 

TN5250E 設定手順概要

TN5250E環境における基本的なインストールは2つの方法があります。

• IBM i の自動設定機能に基づくセットアップ

• IBM i の設定を手動で行うセットアップ

IBM i の自動設定機能に基づくセットアップ概要（自動構成）

IBM i の設定を手動で行うセットアップ概要（手動設定）

IBM i 

IBM i 

IBM i 
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TN5250E 自動構成

IBM i 環境確認（自動構成）

以下は、TN5250Eプロトコルを使用して印刷するために、IBM i の自動構成機能を使用してIBM i を構成

する場合、IBM i 環境で確認およびメモすべき一覧です。

以下に具体的な手順を示します。

1. IBM i のコマンドライン "WRKCTLD *VWS"を実行し、自動構成された仮想装置の数を把握しま

す。

数を確認後、F3 キーを押して終了します。

2. コマンド"DSPSYSVAL QAUTOVRT"を実行します。

QAUTOVRTパラメーターの数が1.で確認した仮想装置の数より大きいことを確認します。F3

キーを押して終了します。

QAUTOVRTの値が小さい場合、値を大きくするか、不要な仮想装置を削除してください。

3. コマンド"WRKTCPSTS * IFC"を実行して、IBM i のIPアドレスを確認します。

IBM i に有効なIPアドレスが設定されていない場合、IPアドレスを設定します。IBM i にIPアドレ

ス設定不能の場合、TN5250Eでの印刷はできません。

TN5250E接続において、システム値（QAUTOCFG）：自動構成装置は一切関係しません。

項目 コマンド 確認・メモ内容

仮想装置数 WRKCTLD ＊VWS

QAUTOVRT DSPSYSVAL QAUTOVRT 構成された仮想装置の数より大きいこと。

IBM i のIPアドレス WRKTCPSTS ＊IFC
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自動構成におけるIBM i の設定

基本的には、IBM i 側の設定は不要です。

本製品のパラメーターを設定し、IBM i とのセッションが確立されると、必要な記述が自動構成されます

（5553の自動作成）。

1.	 IBM	i	構成状況を確認します。
	 WRKCFGSTS	CFGTYPE（＊CTL）コマンドにて、パラメーターに設定したデバイス名を確認す

ると、以下の表示になります。

構成状況処理
S103ZT8M

06/04/11 14:42:32
位置指定.........	 開始文字
オプションを入力して，実行キーを押してください。
　1=	オンへの構成変更	 2=	オフへの構成変更	5=	ジョブ処理	 8=	記述の処理
　9=	モード状況の表示	 13=	APPN	状況の処理...
OPT	 記述	 状況	 -----------ジョブ-----------
	 QQAHOST	 オフに構成変更
	 QVIRCD0001	 活動状態

	 S20TN5250A	 活動状態／書出	PGM	 S20TN5250A	 QSPLJOB	 143287
　　
　

続く...

パラメーターまたはコマンド
===>
F3=	終了	 F4=ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ	 F12=	取り消し	 F23	=ｵﾌﾟｼｮﾝ続き	 F24=	キーの続き

2.	 IBM	i	からテスト印刷を実行します。
	 プリントジョブを送ります。
	 最初の印刷は、メッセージ応答待ちになりますので、メッセージに応答してください。
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TN5250E 手動構成

IBM i 環境確認（手動構成）

以下は、TN5250Eプロトコルを使用して印刷するために、IBM i を手動で構成する場合、IBM i 環境で

確認・メモすべき一覧です。

確認の具体的な手順を以下に示します。

1. コマンド"DSPSYSVAL QAUTOVRT"を実行し、QAUTOVRTパラメーターの数が0であることを

確認します。

QAUTOVRTの値が0ではない場合、プリンター装置が自動構成されますので、一時的に0にしてく

ださい。

2. コマンド"WRKTCPSTS *IFC"を実行し、System i のIPアドレスを確認します。

 IBM i に有効なIPアドレスが設定されていない場合、IPアドレスを設定してください。

IBM i にIPアドレスが設定不能の場合、TN5250Eでの印刷はできません。

TN5250E接続において、システム値（QAUTOCFG）：自動構成装置は一切関係ありません。

項目 コマンド 確認・メモ内容

QAUTOVRT DSPSYSVAL QAUTOVRT 0であること

IBM i のIPアドレス WRKTCPSTS ＊IFC
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手動構成におけるIBM i の設定

設定を開始する前に、ネットワーク詳細印刷を出力しておくことをお奨めします。ネットワーク詳細印

刷の出力方法は、ネットワーク設定ガイド 第1章「ネットワーク設定の内容確認」を参照してください。

1. 仮想WS制御装置の作成

コマンド"CRTCTLVWS"を実行して、仮想WS制御装置の記述を作成します。

画面に表示されるパネルの項目を以下のように選択してください。

制御装置記述：使用する制御装置の名称を決めて入力してください。

例：

仮想ワークステーション・コントローラの記述の作成例です。

制御装置記述の作成（仮想WS） （CRTCTLVWS）

選択項目を入力して，実行キーを押してください。

制御装置記述・・・・・・・・・・・・ > QVIRCD0001 名前
IPL 時のオンライン・・・・・・・・ > *YES *YES, *NO
テキスト'記述'・・・・・・・・・・ > *BLANK

終り
F3= 終了 F4=ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ F5=  最新表示 F10=  追加のパラメーター
F12= 取消し F13= この画面の使用法 F24= キーの続き
パラメーターCTLDが必要である。

仮想WS制御装置が既に作成されている場合は、新規に作成する必要はありません。

既存の仮想WS制御装置も使用できます。
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2. コマンド"CRTDEVPRT"を実行して、プリンター装置の記述を作成します。
画面に表示されるパネルの項目を以下のように設定してください。

装置記述 ： 装置として使用するものの名称を決めて入力します。ただし、「プリンターの設定」

3.で設定したデバイス名と同一でなければいけません。

装置クラス ： *VRTを選択します。

装置タイプ ： 5553を設定してください。

装置形式 ： B01を設定してください。

接続される制御装置 ： 前節で作成した仮想コントローラ（QVIRCD000x）を設定してくださ

い。

DBCS機能の装置の機構 ： 2424J2を設定します。

例

プリンター装置の記述の作成例です。

装置記述の作成（印刷装置）	（CRTDEVPRT）

選択項目を入力して、実行キーを押してください。

装置記述・・・・・・・・・・・・・	>	 S20TN5250M	 名前
装置クラス・・・・・・・・・・・・	>	 *VRT	 *ANYNW,	*FAX,	*FR,	*IDLC...
装置タイプ・・・・・・・・・・・・	>	 5553	 3287,	3812,	4019,	4201...
装置型式・・・・・・・・・・・・・	>	 B01	 0,	1,	2,	3,	4,	10,	13,	200...
IPL	時のオンライン・・・・・・・・	>	 *NO	 *YES,	*NO
接続される制御装置・・・・・・・・	>	 QVIRCD0001	 名前
フォント:
　識別コード・・・・・・・・・・・	>	 3	 3,	5,	11,	12,	13,	18,	19...
　ポイント・サイズ・・・・・・・・	>	 *NONE	 000.1-999.9,	*NONE
用紙送り・・・・・・・・・・・・・	>	 *TYPE	 *TYPE,	*COUNT,	*CUT,	*AUTOCUT
区切り用紙入れ・・・・・・・・・・	>	 *FILE	 名前
セパレーター・ファイル・・・・・・	>	 *NONE	 名前,	*NONE
　ライブラリー・・・・・・・・・・	>	 	 名前,	*LIBL,	*CURLIB
印刷装置エラー・メッセージ・・・・	>	 *INQ	 *INQ,	*INFO

続く...
F3=	終了	 F4=ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ	 F5=	最新表示	 F12=	取消し	 F13=	この画面の使用法
F24=	キーの続き

3. IBM	i	のディスプレイセッションで、WRKCFGSTSコマンドを使用して、手動で作成したプリン
ター装置をオンへ構成変更（VARY	ON）します。
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4. コマンド"WRKCFGSTS	CFGTYPE（＊CTL）"で、IBM	i	構成状況を確認します。
	 ここまでの作業の結果、1台のプリンターでは、下記のような構成状況になります。

構成状況処理
S103ZT8M

06/04/11 14:42:32
位置指定.........	 開始文字
オプションを入力して，実行キーを押してください。

1=	オンへの構成変更	 2=	オフへの構成変更	5=	ジョブ処理	 8=	記述の処理
9=	モード状況の表示	 13=	APPN	状況の処理...

OPT	 記述	 状況	 -----------	ジョブ-----------
QQAHOST	 オフに構成変更
QVIRCD0001	 活動状態
　　
HOSTNETIP	 活動状態／書出PGM	 HOSTNETIP	 QSPLJOB	 143287

　　

続く...
パラメーターまたはコマンド
===>
F3=	終了	 F4=ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ	 F12=	取消し	 F23=	ｵﾌﾟｼｮﾝ続き	 F24=	キーの続き

5. ライターを起動します（STRPRTWTRコマンド）。

6. IBM	i	からテスト印刷を実行します。
	 ライター起動後の最初の印刷は、メッセージ応答待ちになりますので、メッセージに応答してく

ださい。

…

…
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TN5250Eの設定
WebブラウザまたはTelnetから設定できます。

設定できる項目に関しては、「TN5250E 設定項目」を参照してください。

Webブラウザで設定する

1. Webブラウザを開き、本製品のIPアドレスを入力します。
本製品のWebページが開きます。

2. 左フレームのメニュー「ホスト接続機能」をクリックします。
以下のような画面が表示されます。

設定を行う場合、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。
ユーザー名 ： root
パスワード ：（環境設定で設定した文字列・設定していない場合は入力する必要
はありません）
で「OK」をクリックしてください。

3. TN5250Eを使用する場合、セッション1 ～ 4のいずれかにて「5250」を選択し、「設定更新」ボタ
ンをクリックします。
2.の画面は、セッション1でTN5250Eを指定した例です。

ホスト接続機能　設定ガイド
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4. 右フレーム上の［セッション1］～［セッション4］のうち、「5250」を選択したものをクリックしま
す。
以下の画面が表示されますので、それぞれのセッション設定を行います。

接続先IPアドレス：TN5250Eサーバーの

IPアドレス

装置名称：装置名称を設定します。

その他、「TN5250E 設定項目」を参照し、

必要に応じて設定項目を変更します。

変更後に「設定更新」ボタンをクリックし、変更した設定項目を保存します。

● 接続先情報は、システム担当者に確認してください。

● 設定項目のうち、「ホストコードページ」の設定は、System i の設定と合わせてください。

 「ホストコードページ」の設定が一致していないと、半角カナ文字を印刷する際に文字化

けが発生します。

5. 「設定更新」ボタンをクリックすると、次の画面に切り替わります。
すべての設定を終了する場合は7.に進んでください。

他にも設定項目を設定する場合は、左フレームの「ホスト接続機能」をクリックして、再度4.から

設定を始めます。

ホスト接続機能　設定ガイド
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6. 「5250」を選択したセッションの設定で、出力先印刷ポートとしてlp1 ～ lp6を指定した場合、対
応する論理ポート1 ～ 6において必要な設定を行います。
プリントサーバー機能の［Logical Port］をクリックすると以下のように表示されます。

第5章「論理プリンター」を参照し、必要な

設定を行ってください。

変更後は、フレーム下の「設定更新」ボタ

ンを押し、変更した設定項目を保存しま

す。

ホスト接続機能を使用する際は、論理ポート設定の「バナーを使用する」を必ず
「NO」に設定してください。

7. すべての設定が完了したら、「プリントサーバー再起動」をクリックし、再起動確認画面で「Yes」
をクリックします。

ホスト接続機能　設定ガイド
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8. 再起動が実行されると、次の画面に切り替わります。

本製品を再起動する場合は、必ず印刷が完了している事を確認してください。
印刷中に本製品を再起動させると、再起動後正常に動作しない場合があります。
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Telnetで設定する

Telnetを利用して設定することも可能です。

rootユーザーでログインして、「5：Configure HOST Connection」を選択してください。

設定を終了する場合は、メインメニューで「99」を入力します。設定が変更されている場合は、終了の方

法を選択するメニューが表示されます。

設定を保存して、本製品を再起動する場合は「1：Save and Restart」を選択（「1」を入力）してEnterキー

を押します。

ホスト接続機能　設定ガイド
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TN5250E パラメーター説明
TN5250Eを使用して印刷する際、WebブラウザまたはTelnet上で設定可能なパラメーターの一覧です。

ホスト接続共通設定

1. 外字モード

外字の登録文字数を選択します。

「4370」を選択した場合は、TN5250EとTN3270Eで登録文字を共有します。

「1880」を選択した場合は、1880文字登録できます。

工場出荷値：4370

● 本製品は、TN3270Eには対応していません。

● 1880を選択した場合、1880文字以降の外字は使用できません。

2. 内部トレース

ホストコマンドトレースを採取するか否かを選択します。

工場出荷値：OFF（採取しない）

TN5250E
以下のパラメーターは、ホスト接続共通設定にて「5250」を選択したセッション番号をクリックして設

定します。

1. 接続先ホスト指定

以下のいずれかをラジオボタンで選択し、接続先ホストを指定します。

・ 接続先IPアドレス

プリンターをTN接続するホストのIPアドレスを設定します（工場出荷値：0.0.0.0）。

「接続先IPアドレス」が選択された状態で、IPアドレス値が0.0.0.0の場合は接続動作を行い

ません。

・ 接続先ホスト名

プリンターをTN接続するホストの名称を設定します（工場出荷値：なし）。

「接続先ホスト名」が選択された状態で、名称が空の場合は接続動作を行いません。

2. 接続ポート番号

TCP/IPのポート番号を指定します。

設定範囲 ：1～65535までの整数値

工場出荷値 ：23
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3. 自動再接続

接続が切断された後、プリンター側から自動的に接続要求を発行します。

工場出荷値：ON（再接続する）

4. 装置名称

 印刷装置のデバイス名（DEVNAME）を定義します。半角の英数字で最大10文字まで指定できます。 

工場出荷値：なし

装置名称の使用可能文字には、以下の制限があります。

1文字目 ：A～Z, @, #, $

2文字目以降 ：A～Z, 0～9, @, #, $, _, .

5. メッセージ待ち行列

プリンターの操作メッセージが送られる先の待ち行列の名前（MSGQNAME）を定義します。

半角の英数字で最大10文字まで指定できます。

メッセージ待ち行列はディスプレイ装置ごとに存在し、ディスプレイ装置自身と同じ名前が割り

当てられます。

ここでディスプレイ・セッションの名前を指定した場合には、メッセージはデフォルト値待ち行列

ではなく、そのディスプレイ・セッションに送られます。

工場出荷値：QSYSOPR

メッセージ待ち行列の使用可能文字には、以下の制限があります。

1文字目 ：A～Z, @, #, $

2文字目以降 ：A～Z, 0～9, @, #, $, _, .

6. メッセージライブラリ

メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前（MSGQLIB）を定義します。

半角の英数字で最大10文字まで指定できます。

工場出荷値：＊LIBL

メッセージライブラリの使用可能文字には、以下の制限があります。

1文字目 ：A～Z, @, #, $

2文字目以降 ：A～Z, 0～9, @, #, $, _, .

7. ホストコードページ

1バイト文字のコードテーブルを指定します。設定値は以下の通りです。

930 ：英数カタカナ。英大文字と半角カナが印字されます。英小文字は印字されません。

931 ：英数小文字。英大文字と英小文字が印字されます。半角カナは印字されません。

939 ：英数小文字拡張。英大文字、英小文字と半角カナが印字されます。

工場出荷値：939
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8. 自動改行

SCS SHFコマンドで指定される最大印刷桁数（MPP）を有効とするか無効とするかを選択します。

工場出荷値：ON（MPPは有効）

9. トラクタモード

ON ： ページ境界で改行が送られます。

OFF ： ページ境界で改ページが送られます。

工場出荷値：OFF

10. SI/SOの拡大動作

SI/SOモード制御コードが、文字拡大指定範囲に含まれたときに拡大修飾の影響を受けるか受け

ないかを選択します。

 

工場出荷値：OFF（影響を受けない）

印字結果をIBMの装置と同一にするためには、以下のような関係があります。

IBM5227 ： 影響を受けない

IBM5327 ： 影響を受ける

11. ATRNモード

APWで書式合成（MRGAPW）を行う際、印刷装置タイプ（DEVTYPE）へ＊PAGES が指定された

ときにIBM i から送出される印刷データストリームのフォーマットと合致するものを選択します。

選択可能値： Continuous

Subcommand

工場出荷値： Subcommand

12. 出力先印刷ポート

論理プリンターを経由してプリンターへ印刷データを送出する場合、lp1～ lp6のどれかを選択し

ます。

論理プリンターについては、第5章 論理プリンターを参照してください。

工場出荷値：lp2

13. ジョブ毎設定

「ON」にするとジョブ毎に印字幅、ページ長、文字ピッチ、行ピッチの初期設定値を送ります。

工場出荷値：ON

14. 機器登録外字の使用

TN5250E内のユーザーフォントを使用するか、プリンター本体内のユーザーフォントを使用する

かを選択します。

本プリンターでは必ず「NO」にします。
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第5章 論理プリンター

論理プリンター概要
論理プリンターとは、ネットワークと物理的なプリンターとの間に設定された仮想的なプリンターです。

この機能を使うことで、たとえ物理的にはプリンターが1台しかなくても、6つまでの論理プリンターに

各々別の属性を与えて、場合に応じて使い分けることができます。

印刷ジョブ前後の文字列送信機能の使用方法
ここでは、各印刷ジョブ前後にプリンター制御コマンド等の文字列を送信する方法について解説します。

この指定は、各論理プリンターで個別に行うことができます。すべての文字列は、16進数値で記述しま

す。

1台のプリンターで複数種類の用紙に印刷する場合、各論理プリンターに対応するコマンドを設定して

おけば、出力時に論理プリンターを切り換えるだけでそれらの印刷が可能になります。論理プリンター

はlp1～ lp6があり、下図のようにのBOJ文字列、EOF文字列のパラメーターがあります。

ホスト接続機能を使用する際は、論理ポート設定の「バナーを使用する」を必ず
「NO」に設定してください。
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以降で、PowerTyper Sシリーズの用紙選択設定例を説明します。

（1） フロントトラクター選択

BOJ文字列：\x1B\x7E\x10\x00\x02\x01\x01

（2） リアトラクター選択

BOJ文字列：\x1B\x7E\x10\x00\x02\x01\x02

（3） 単票用紙選択

BOJ文字列：\x1B\x7E\x10\x00\x01\x02

16進コードに文字コードが割り当てられている場合、文字列設定後にウィンドウを再表示さ

せると、該当する文字に置き換えられて表示されます。

例：

\x25 ⇒ " % "

\x31 ⇒ " 1 "

\x7E ⇒ " ~ "
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第6章 ユーザーフォントの登録
本製品は、TN3270Eには対応していません。

本機能では、ユーザーフォントを4370文字まで登録できます。

● 登録できる文字のドットサイズは、縦24ドット×横24ドットのフォントで、縦24ドット×

横27ドットのフォントは登録できません。

● プリンターに登録されたユーザーフォントは、削除されたりインターフェースの初期化

が実行されない限り有効です。

ユーザーフォント登録手順

1. ホストで使用するユーザーフォントが登録されているPC上で、ユーザーフォント変換ソフトウェ
ア「WinGaijiConvA.exe」を起動します。

PCのユーザーフォントのドットサイズは縦64ドット×横64ドットでデザインされています

が、本ツールにより縦24ドット×横24ドットに変換されてホスト接続機能に登録されます。

外字データ変換ツールウィンドウが開きます。

2. フォント名を選択します。
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3. 出力するファイル名を指定します。
直接「出力ファイル名」に入力するか、「参照」をクリックします。

ファイル名は任意で指定できます。ただし、ftpのputコマンドを実行する際は、
ファイル名を以下のように変更する必要があります。
4370文字用 ：「gaiji_data（拡張子なし）」
1880文字5250用 ：「gaiji_1880_52（拡張子なし）」
1880文字3270用 ：「gaiji_1880_32（拡張子なし）」（本製品では対応していませ

ん）

「参照」をクリックすると、選択画面が表示されます。

4. 外字データ変換ツールウィンドウに戻って、「実行」をクリックします。
作成終了のダイアログボックスが表示されたら「OK」をクリックします。

再度、外字データ変換ツールウィンドウに戻って「終了」をクリックし、外字データ変換ツールを

終了します。

5. 「出力ファイル名」で指定したフォルダに、作成されたファイルがあることを確認します。
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6. コマンドプロンプトを起動します。
ファイルを作成したフォルダに移動し、プリンターのFTPを起動し、

User ： root

Password ： （環境設定で設定した文字列・設定していない場合は入力する必要はありません）

でログインします。

7. 作成したユーザーフォントファイルをputコマンドで登録します。

putコマンドを実行する際は、ユーザーフォントファイル名を以下のように変更す
る必要があります。
4370文字用 ：「gaiji_data（拡張子なし）」
1880文字5250用 ：「gaiji_1880_52（拡張子なし）」
1880文字3270用 ：「gaiji_1880_32（拡張子なし）」（本製品では対応していませ

ん）

例） 指定フォルダ ：C:\work\Gaiji 

プリンターのIPアドレス ：10.80.40.236 

の場合

8. ftpのプロンプトに戻ったら、quitコマンドでftpを終了します。
● ここで登録されたユーザーフォントは、プリンターのホスト接続機能でのみ使用できま

す。その他の印刷においては使用できません。

● 5250を選択したセッション1～4の設定の「機器登録外字の使用」は必ず「NO」に設定し

てください。



6-4ホスト接続機能　設定ガイド

ホスト（IBM i）からのユーザーフォント登録
ユーザーフォントは、IBM i のユーザーフォント登録機能（LODPPW）を使ってプリンターに登録します。

LODPPWの使用方法につきましては、日本アイ・ビー・エム株式会社のホームページにあるプリンター

ホームページのダウンロード項目を参照してください。

このプリンターに登録できるユーザーフォントは24ドット×24ドットのフォントのみです。

また、登録できる文字数は4370または1880文字までです。

ユーザーフォントを複数台登録する

IBM i から本製品にダウンロードされたユーザーフォントは、ファイルとして保管できます。このファイ

ルを使用し、複数のAT Print Server 5250へ登録できます。

1. 登録されたユーザーフォントをftpのgetコマンドで取得します。

例） 指定フォルダ ：C:\work\Gaiji 

プリンターのIPアドレス ：10.80.40.236 

の場合

getコマンドを実行する際は、ユーザーフォントファイル名を以下のように変更す
る必要があります。
4370文字用 ：「gaiji_data（拡張子なし）」
1880文字5250用 ：「gaiji_1880_52（拡張子なし）」
1880文字3270用 ：「gaiji_1880_32（拡張子なし）」（本製品では対応していませ

ん）

ftpのプロンプトに戻ったら、quitでコマンドでftpを終了します。

2. 指定したフォルダ内にユーザーフォントファイルが格納されていることを確認します。

3. 前項「ユーザーフォント登録手順」7.の手順で、このユーザーフォントファイルを他のAT Print 
Server 5250に登録します。
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第7章 トラブルシューティング

Q&A
本章では本製品の導入時に想定される問題と、その解決法を説明します。

文中マークの見方

 

 

問題が起きた時に、最初に確認してください。

 

問題解決のための具体的な手段です。

● 弊社ホームページ（www.jbat.co.jp）において、FAQ及び製品に関する最新情報を公開していま

すので、併せてご参照ください。

● 本書及び弊社ホームページに、該当する項目がない、あるいは問題が解消されない場合は、販売

店にご連絡ください。

導入時の問題

● 「CD-ROMを挿入しましたが、メインメニューが起動しません」

Windows環境の場合、PCによってはCD-ROMをセットしてもメニュー画面が自動的に起動しない

ことがあります。その場合は、ルートフォルダ（お使いのCD-ROMがDドライブなら「D:\」）にある

［Autorun.exe］を直接実行してください。
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● 「設定ツール（Quick Setup、Print Manager）で検索を行ったが、本製品が一

覧に表示されません」

● 「ネットワーク上で本製品が認識されません」

下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

○ プリンターの電源はONになっていますか？

○ 設定内容の印刷を行ってください。 

NGが印刷されている場合は本章の7-3ページ「自己診断印刷結果でNGが印刷されます」を参

照してください。

○ 設定内容の印刷を行い、設定値の確認を行ってください。

自己診断印刷の方法については 第1章「AT Print Server 5250について」を参照してくだ

さい。

下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

○ 稼動している本製品と接続イーサネットハブ（HUB）のLINK LEDが点灯していますか？点灯

していない場合は、ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。

○ イーサネットハブ（HUB）のポートが故障していないか確認してください。

Print Managerのメニューバーの「オプション」－「TCP/IPプロトコルで検索する」を選択して、再度

検索を行ってください。

Windows XP（SP1以下）でTCP/IPプロトコルを使用する場合は、「ローカルエリア接続のプロパ

ティ」－「詳細設定」－「インターネット接続ファイアウォール」のチェックを外してください。

Windows XP SP2以降で使用する場合は、「スタート」－「コントロールパネル」－「セキュリティセ

ンター」をクリックし、一時的にWindowsファイアウォールの機能を「無効」にして設定を行ってくだ

さい。
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「確認1 ～「確認5」で解決しなかった場合は、本製品の初期化を行い、工場出荷時設定に戻してくださ

い。その後、ネットワーク環境に合わせて再度設定を行ってください。

本製品を工場出荷時設定に戻す方法については、第1章「AT Print Server 5250について」

を参照してください。

● 「自己診断印刷を行えません」

プリンターが印刷を行う準備ができているか確認してください。（オンライン、インターフェースタ

イプ等）

プリンターのデータ受信ランプを確認してください。

点灯していれば、プリンターを一旦オフラインにし、用紙の排出処理を行ってください。

● 「自己診断印刷結果でNGが印刷されます」

以下の内容を確認し、本製品またはプリンターの電源を再投入してください。

○ ROM、RAM CheckがNGの場合、本製品がプリンターへ正しく取り付けされていない可能性

があります。

○ EEPROM CheckがNGの場合、本製品がプリンターへ正しく取り付けされていない、又はディッ

プスイッチの設定が正しく行われていない可能性があります。

○ NIC CheckがNGの場合、本製品にネットワークケーブルが正しく接続されていない可能性が

あります。
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● 「IPアドレスの設定を行うと通信エラーになります」

本製品のLINK/STATUS LEDが正常に点灯しているか確認してください。

○ プリンター（内蔵タイプの場合）、または本製品の電源はONになっているか確認してください。

○ ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。

○ イーサネットハブ（HUB）のポートが故障していないか確認してください。

設定ツールを起動しているパソコン側のIPアドレスが確立されているか確認してください。

○ MS-DOSプロンプトからPingコマンドを実行し、ご使用のパソコンおよび他のパソコンと通

信ができるか確認してください。

本製品が初期化されているか確認してください。

○ 本製品を工場出荷設定に戻す方法については、第1章「AT Print Server 5250について」を参照

してください。

ネットワーク上にDHCPまたはRARPサーバーが存在している可能性があります。

○ ルーターやサーバーが不正なIPアドレスを本製品に割り当てている可能性がありますので、

ルーターやサーバーが存在しない環境（パソコン1台、HUB 1台、プリンター1台、本製品1台の

ローカル環境）を作成して、本製品のIPアドレス設定を行ってください。

本製品と設定を行っているパソコンが同一セグメント内に無い可能性があります。

○ 本製品と設定を行っているパソコンが同一セグメント内にあることを確認してください。
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印刷時の問題

● 「印刷が行えません」

下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

○ プリンター、または本製品の電源はONになっていますか？

無線LAN対応製品以外を使用している場合、下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

○稼動している本製品と接続イーサネットハブ（HUB）のLINK LEDが点灯していますか？

○ネットワークケーブルが正しく接続されていますか？

○ネットワークケーブルは断線していませんか？

○イーサネットハブ（HUB）のポートが故障していませんか？

テキストデータ等を出力した場合、排出コマンドが無く、印刷データが出力されないことがあります。

テキストデータ等を出力しても、印刷データが出力されない場合は、プリンターの「データ有」ランプ

が点灯しているか確認してください。プリンターの「データ有」ランプが点灯していれば、プリンター

の「オフライン」ボタンを押してから、排出処理を行ってください。

本製品の"EOJ string"や"EOJ string（kanji）"に"¥f"を指定しておくと、排出コマンドを持た

ないテキストデータ等を自動排出します。
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Windows TCP/IP環境での問題

● 「印刷が行えません」

TCP/IPプロトコルを使用している場合、本製品に割り当てたIPアドレスに、pingコマンドを使って、

応答があるか確認してください。pingコマンドによる応答がない場合、IPアドレスが正しく設定され

ていない可能性があります。本製品の初期化を行い、工場出荷時設定に戻してください。その後、再度

IPアドレスの設定を行ってください。

例） Windowsのコマンド プロンプトでpingを実行する場合

 「スタート」－「プログラム」－「MS-DOSプロンプト」で、

Ping XXX.XXX.XXX.XXX

 を実行すると下記内容が表示されます。XXX.XXX.XXX.XXXは本製品のIPアドレスです。

（Pingに応答がある場合）

Reply from XXX.XXX.XXX.XXX:bytes=32 time=58ms TTL=253

Reply from XXX.XXX.XXX.XXX:bytes=32 time=58ms TTL=253

Reply from XXX.XXX.XXX.XXX:bytes=32 time=58ms TTL=253

Reply from XXX.XXX.XXX.XXX:bytes=32 time=58ms TTL=253

（Pingに応答がない場合）

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

本製品を工場出荷時設定に戻す方法については、第1章「AT Print Server 5250につい

て」を参照してください。

プリンター・ドライバーの印刷先ポートの設定ができていない可能性があります。「プリンター」の

プロパティーの「詳細」で「印刷先のポート」を確認してください。本製品のポート名は、任意のポー

ト名の後に「LPR Remote Print LPR Port」または「LPR Remote Print Raw Port」と記されています。

例） 印刷先ポート＝xxx.xxx.xxx.xxx:lp1< LPR Remote Print LPR Port>

 ※xxx.xxx.xxx.xxxはIPアドレス
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ご使用のパソコンと本製品が同一セグメント内にない場合、本製品にサブネット・マスク、ゲート

ウェイ・アドレスの設定を行う必要があります。Print Manager、または本製品のWebページでサブ

ネット・マスク、ゲートウェイ・アドレスが正しく設定されているか確認してください。

ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバーまたはRARPサーバーが存在していると、IPアドレスの自

動割当を行うため、本製品に設定したIPアドレスが、各サーバーにより書き換えられてしまう可能性

があります。

各サーバーに本製品のIPアドレスを自動的に割り当てられないように、設定項目の「DHCP/BOOT 

Pを使用する」のチェックボックスを外して、再度IPアドレスの設定を行ってください。

● 「印刷中にエラーが発生します」

他の人が大量に印刷していたり、大きなサイズのデータ（高解像度の画像データ等）を印刷している

時に印刷を行った場合、他の人の印刷が終了するまで印刷ができません。長時間待たされた場合、タ

イムアウトが発生してエラーとなる場合があります。その際は、再度印刷を行ってください。

● 「印刷を行うとダイヤルアップが起動します」

ダイヤルアップを「キャンセル」すると、ダイヤルアップアダプターからLANアダプターへ処理が移

行され、印刷が開始されます。この現象はWindowsの仕様によります。
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● 「連続印刷をすると、印刷が遅くなります」

LPR Remote PrintのLPRポートを使用して、小さな印刷データを連続して12ジョブ以上印刷した場

合、12ジョブ目以降の印刷開始が遅延する場合があります。これは標準的なネットワークの規格によ

るものです（「対策」のNote「ネットワーク印刷の仕様」参照）。

以下の操作を実行してください。

1.  Windowsタスクバーのスタートボタンをクリックして「設定」―「プリンタとFAX」を選択しま

す。

2.  対象となるプリンターを右クリックして「プロパティ」を選択します。

3.  「ポート」タブを選択して「ポートの構成」をクリックします。

4.  「ポート番号1024以降を使用」をチェックして、OKをクリックします。

5.  「ポート」タブに戻ったら、「閉じる」をクリックします。

ネットワーク印刷の仕様

RFC1179の規格では、印刷に使用されるポートを11個（ポート721～731）と規定してい

ます。またRFC1122においては、4分間はポートの再利用を禁止しています。

小さな印刷データを複数のジョブ（ジョブ毎に新たなポートを使用します）に分割して

印刷した場合、12個目以降のジョブは既に使用しているポートを再利用しなければなら

ず、先に印刷したジョブの終了後4分間待たないと印刷できないことになります。

上記対策は、この11個以外のポートも使用できるようにするものです。
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ホスト接続メッセージ一覧
各セッションで5250を選択すると、Webブラウザ表示の各セッションの「Status」部分にメッセージが

表示されます。

ホストとの接続状況は、ここで確認して

ください。

接続状態遷移状況

メッセージ 内容

"Idle, not connected." ホストとの接続をしていない状態です。（初期状態）

"Connecting..." ホストへの接続を行っている状態です。

"Unexpectedly disconnected, wait　
reconnect."

ホストとの接続が切断されたか、接続に失敗した状態です。

自動再接続がOnのとき表示され、一時待機状態に入ります。

"Unexpectedly disconnected."
ホストとの接続が切断されたか、接続に失敗した状態です。

自動再接続がOffのとき表示されます。

"Firmware broken." 回復不能な内部エラーが発生しました。

"Session successfully started." ホストとの接続に成功しました。
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ジョブ処理状況

メッセージ 内容

"Session idle." ホストと接続状態で、現在印字を行っていません。

"Wait printer available."
ホストからのジョブ開始を受けてプリンターポートの獲得

を待っている状態です。ホストには場合によってNot Ready
（C900030251）が通知されます。

"Printing." 印刷実行中です。

"Clear command received." CLEARコマンドを受信したときに表示されます。

"Not Ready."
印刷中にプリンターがDeselect状態になりました。ホスト

にはNotReady（C900030251）が通知されます。

"Graphic check."
印字不能文字を受信しました。ホストにはGraphicCheck

（C900030226）が通知されます。

"Machine check."
エミュレーターの内部で回復不能エラーが起きました。ホ

ストにはMachineCheck（C900030211）が通知されます。

"Machine check 1."
エミュレーターの内部で回復不能エラーが起きました。ホ

ストにはMachineCheck1（C900030286）が通知されます。

"Machine check 2."
エミュレーターの内部で回復不能エラーが起きました。ホ

ストにはMachineCheck2（C900030287）が通知されます。

"Printer power off." プリンターの電源がOffになっています。
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接続開始状態（ホストからの通知）

メッセージ 内容

"Virtual device has less function." 機能制限つきで接続を開始します。

"Session successfully started." 通常の接続を開始します。

"Device description not found." 装置記述が見つかりません。

"Controller description not found." 制御装置記述が見つかりません。

"Damaged device description." 装置記述が破損しています。

"Device not varied on." 装置を有効にできません。

"Device not available." 装置は使用可能な状態にありません。

"Device not valid for session." 装置はこの接続には正しくありません。

"Session initiation failed." セッションの開始に失敗しました。

"Session failure." 一般的なセッション動作が失敗しました。

"Controller not valid for session." 制御装置がこの接続には正しくありません。

"No matching device found." この接続に合致する装置が見つかりません。

"Not authorized to object." アクセス権限がありません。

"Job canceled." ジョブが中断されました。

"Object partially damaged." 装置が部分的に破損しています。

"Communications error." 一般的な通信エラーが発生しました。

"Negative response received." 否定応答を受信しました。

"Start-up record built incorrectly." 開始レコードが正しく作られていません。

"Creation of device failed." 装置の生成に失敗しました。

"Change of device failed." 装置の構成変更に失敗しました。

"Vary on or vary off failed." 装置の有効化・無効化に失敗しました。

"Message queue does not exist." 指定されたメッセージキューは存在しません。

"Session rejected." セッションは拒絶されました。

"Security failure on session attempt." セッション確立時にセキュリティ上の問題が発生しました。

"Auto-config failed or not allowed." 自動構成に失敗したか、あるいは許可されていません。

"CONN-PARTNER"
指定したLUは既に別のTelnetセッションと関連づけされて

います。

"Device-name is already associated." LUは使用中です。

"Invalid ASSOCIATE." LU名が認識できません。

"Invalid device-name." サーバーは、プリンターをサポートしていません。

"Device-name is incompatible." プリンタータイプのそのLU名は存在しません。

"UNKNOWN-ERROR" ネゴシエーションエラー（不明なエラー）

"Unable to satisfy the type of request." サーバーは、プリンターをサポートしていません。
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付録A AT Print Server 5250仕様一覧
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています

が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが

あります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ハードウェア仕様
○ 動作環境条件

温度：＋5℃～＋35℃

湿度：20 % ～ 80 %RH（但し、結露状態でないこと）

○ 保存環境条件

温度：－10℃～ ＋50℃

湿度：20 % ～ 90 %RH（但し、結露状態でないこと）

○ 外形寸法

62 mm（幅）×86 mm（奥行）×24 mm（高さ）

○ 重量

80 g（ACアダプター含まず）

○ 電源

AC 100 V　50/60 Hz

○ 最大消費電力

2.5 W

○ 適合規格

VCCI Class B

○ CPU

32 bit RISC CPU

○ メモリー

RAM  ：2 MByte

FlashROM ：1 MByte

○ ネットワーク・インターフェース

10BASE-T/100BASE-TX（自動認識）：1ポート

○ プリンター・インターフェース

アンフェノール　36P

IEEE 1284 準拠パラレルインターフェースポート（双方向通信対応）
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○ その他

ディップスイッチ ：4連スイッチ1個

LED ランプ ：ステータス（橙）、10BaseLINK（緑）、100BaseLINK（緑）の3個
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ソフトウェア仕様
○ 対応プロトコル

● TCP/IP

Raw（9100） Port、LPD、FTP、HTTP、Telnet、DHCP、BOOTP、SNMP、DNS、DDNS、WINS、

TCP、UDP、ARP、RARP、IP、ICMP
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付録B IPv6機能について
製品に搭載されるIPv6機能についての利用方法と制限事項について説明します。

IPv6 とは?

TCP/IPはInternetとともに広く普及してきたプロトコルですが、現在のInternet Protocol（IPv4）ではホス

トアドレスを表わすためのフィールドが32bitしかないため、そのアドレス空間は枯渇する見込みとなっ

ています。

そこで、アドレス空間の拡大を図り、さらに従来のTCP/IPで問題となっていた部分を修正したり、欠け

ていた機能を追加して、新しいプロトコル体系の取り決めが行われています。それがInternet Protocol, 

Version 6（IPv6）です。

IPv6機能の使用にあたっては、本製品だけでなくネットワークを構成する各ネット
ワーク機器（RouterやPC）がIPv6に対応している必要があります。
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IPv6機能概要

IPv6に対応する操作

本製品のIPv6機能ではIPv6ネットワークにて以下の操作を行うことができます。

* Telnet または HTTP による設定

* FTP または LPR による印刷

* ping6 コマンドによる応答確認

* traceroute6 コマンドによる経路追跡

本製品のIPv6アドレス本製品のリンクローカルアドレスは以下のとおりです。

リンクローカルアドレス:FE80:0:0:0:0:02A0:7A:92FF:FExx:yyzz

　　　　　　　　（xxyyzzは本製品のEthernetアドレスの下3桁です）

IPv6ネットワーク上にステートレス自動設定機能を持つ IPv6ルーターが存在する場合は、

ルーターから自動設定することができます。

制限事項
●	 本製品のIPv6アドレス設定方法はリンクローカル及びステートレス自動設定
の2種類だけです。マニュアル設定およびステートフル自動設定（DHCPv6）に
は対応していません。

●	 セキュリティ機能は認証ヘッダー（AH）、暗号ペイロード（ESP）ともに対応し
ていません。

●	 IPv6ヘッダーのトラフィック・クラスおよびフロー・ラベルは0固定です。
●	 巨大ペイロード・オプションには対応していません。
●	 パケットの断片化/再構成には対応していますが、ヘッダー部を含め3072	byte
を上限としています。

●	 SNMPのIPv6	MIBには対応していません。
●	 IPv6ネットワーク上における付属ツールの一覧検索には対応していません。
●	 IPv6を利用してバナーページの印刷を行った場合、IPアドレス部分は	0.0.0.0	
として印刷されます。
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利用方法

本製品のIPv6機能を有効にする

本製品のIPv6機能は工場出荷時設定にて機能しないよう設定されています。

IPv6機能を有効にするには以下の操作を行います。

1.	 通常のTCP/IP設定によりIPv4アドレスを割り当てます。
（通常のTCP/IP設定は、第1章「AT Print Server 5250について」を参照してください）

2.	 Webブラウザ、または、telnetコマンドを用いて本製品にアクセスします。

3.	 本製品の「TCP/IP設定」の「IPv6」項目を"ENABLE"に設定します。

4.	 設定を保存後、本製品を再起動します。

以上の操作にて本製品のIPv6機能が有効になります。

OSのIPv6機能を有効にする

ここではWindows XP上でのIPv6環境構築例を記載します。その他OS環境下でのIPv6環境構築方法に

関しましては、各OSのマニュアルを参照してください。

（1） Windows XPのIPv6機能を有効にする

 コマンドプロンプトを起動し、"ipv6.exe"を実行します。（コマンド入力例）

C:\> ipv6 install

ipv6.exeに関する詳しい操作方法は、マイクロソフト社のWebページを参照してください。
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（2） HostsファイルにIPv6アドレスを登録する

 Windows XPのHostsファイルに本製品のIPアドレスとホスト名との関連付け情報を登録します。 

Hostsファイルに関連付け情報を登録することで、IPアドレスではなくホスト名を指定して本製

品と通信できるようになります。

 Windows XPのHostsファイルは下記フォルダーに格納されています。

 メモ帳などを用いて本製品の情報を追加してください。

 格納先フォルダ : C:\windows\system32\drivers\etc

   （OSインストールドライブがC:の場合）

 ファイル名 : hosts

（Hostsファイル入力例）

# Copyright （c） 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# Additionally, comments （such as these） may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

#     102.54.94.97     rhino.acme.com     # source server

#      38.25.63.10     x.acme.com         # x client host

127.0.0.1                  localhost

fe80::2a0:7aff:fe00:036b   pbox

本製品のIPアドレス　 　本製品のホスト名（任意）

（3） Windows XP付属の下記ユーティリティで本製品へのアクセスを行う

 Windows XPでは下記の操作が可能です。

 ● Internet Explorer6.0による本製品の設定操作

 ● UNIX用印刷サービスによるアプリケーション印刷操作

 ● コマンドプロンプトからの "lpr" 、"FTP"コマンドを使用しての印刷動作

 ● コマンドプロンプトからの "ping6"コマンドを使用しての応答確認

●	 Windows	XP標準の印刷サービスである、Standard	TCP/IP	port印刷はIPv6
環境に対応していません。

	 GUI操作による印刷を行う場合はWindows	XPの追加サービスである「UNIX
用印刷サービス」をWindowsコンポーネントに追加して使用してください。

	 第2章「LPRポートで印刷する」を参照してください。
●	 Internet	Explorer6およびUNIX用印刷サービスで本製品のアドレスを指定す
る場合は、Hostsファイルに登録したHost名を指定してください。

	 IPアドレスの直接指定はWindows	XPの仕様上対応されていません。
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