
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリントアドミン 

PrintAdmin 
APTi ネットワーク管理ユーティリティ 

ユーザーズマニュアル 第２版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

 

APTi ネットワーク管理ユーティリティ 
 

                  

 

プリントアドミン 

PrintAdmin 
 

ユーザーズマニュアル 

 

第２版 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

 

 

 

 

 

 

２００４年５月１日 

 

 

株式会社アプティ 

 



ソフトウェア使用許諾書 

 

 

i 

添付ソフトウェアのインストール前に必ずお読みください 
 

この度は、「NSプリンタ･サーバー」（以下、本製品という。）をお買い上げいただき誠にありがとう

ございます。 
お客様が、本製品に同梱されているPrintAdminをご使用いただくには以下の「ソフトウエア使用許

諾契約書」をお読みいただき、お客様の同意がいただける場合にのみインストールし、使用すること

ができます。 
なお、ご同意がいただけない場合、お客様がご購入された販売店にて本製品と交換によりお支払済代

金をお返しいたします。 
 
 
 

 

ソフトウェア使用許諾契約書 

 

お客様と株式会社アプティ（以下、弊社という。）は、弊社がお客様に提供する本ソフトウエアの使

用に関して、以下の事項を確認します。 

 

１. 使用許諾 

 弊社は、お客様がこの契約書に従って本ソフトウエア使用することを条件に本ソフトウエアの日本

国内における非独占的使用権を許諾します。 

 

２. 使用条件 

 (1) お客様は、お客様が購入した本製品を使用する目的のみに本ソフトウエアを使用することが

できます。 

 (2) 本製品の使用を目的とする本ソフトウエアの保存またはバックアップ用に限って１部複写で

きます。 

 

３.禁止事項 

 (1) お客様は、本ソフトウエアに関し、前項に定める使用条件以外の複製、第三者への再使用権

の許諾、販売、レンタルまたはリースその他の譲渡または移転をすることはできません。ただ

し、本製品および本ソフトウエア (複製物やバージョンアップ版を含む)を譲渡し、本ソフトウ

エアの一切の複写または複製物も保持せず、かつ譲受人が本契約書に同意した場合に限り、お

客様の使用する権利を譲渡できます。 

 (2) お客様は、本ソフトウエアの逆コンパイルおよび逆アッセンブルを含め、いかなる方法によ

っても、変更、結合、改変、その他の翻案をすることはできません。 

 

４. 本ソフトウエアに対する権利 

 本ソフトウエアに関する著作権等の知的財産権は、弊社またはその許諾者に帰属し、それらは、日

本国の著作権法およびその他の関連して適用される法律によって保護されております。 

 

５. 使用権の有効期間および解約等 

 本契約書に従って使用するお客様の使用権は、お客様の本ソフトウエアの使用開始から使用を止め

るまで有効とします。お客様が本契約書に違反した場合、弊社は本契約書を解除することができます。

お客様による使用の終了または弊社による解除の場合、お客様は、一切の本ソフトウエアおよびその

複製物を破棄するものとします。 
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６. 弊社の責任制限 

 (1) 本ソフトウエアに関しての品質、性能、商品性および特定の目的への適合性等に対する一切

の明示または黙示の保証はいたしません。 

 (2) 弊社は、いかなる場合においても、本ソフトウエアの利用または使用不能に起因して生ずる

逸失利益、データの喪失、業務の停止、その他の間接的な、特別な、偶発的な、また結果とし

て発生したいかなる損害について、たとえそのような損害発生の可能性を知らされていたとし

てもかかる損害を賠償する責任は一切負わないものとします。 

 (3) いかなる場合においても、本契約書に基づく弊社の賠償責任は、本製品のご購入時にお

客様がお支払された本製品の価格を限度とさせていただきます。
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はじめに 
 

「PrintAdmin」は、APTi ネットワーク管理ツールです。 

本書は「PrintAdmin」の基本的な取扱い方法および操作方法の説明書です。 

「PrintAdmin」をご使用になる前、またご使用になりながら、本書を良くお読みいただき、

「PrintAdmin」の機能を十分にご理解の上ご使用願います。 

なお、NS プリンタ・サーバーSVS-0610e/0620e の両機種を指すとき、本文中では SVS-06 シリーズ

としています。 

 

一般的な注意 
 

1. 本書の内容の一部または全部の無断転載・無断複写を禁止します。 

2. 本書の内容は予告無しに変更することがあります。 

3. 運用した結果の影響については、本書の内容に関わらず、責任を負いかねますのでご了承く

ださい。 

4. 本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するもの

ではありません。また、本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権の諸問題について

は、弊社及び「PrintAdmin」の開発に関わった者は一切その責任を負うことはできません。 

 

 

商標について 
 

本書中、以下は各社の商標または登録商標です。 

 

Windows、Windows95/98/Me、WindowsNT、Windows2000、WindowsXP は Microsoft Corporation の

登録商標です。 

Novell および NetWare は Novell,Inc. の登録商標です。 

UNIX は UNIX System Laboratories,Inc. が開発しライセンスしています。 

 

その他、本資料に記載の各名称は一般に各社の商標または登録商標です。 
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サポートについて 
 

製品に関するお問合せ・ご相談につきましてはお客様相談センターまでご連絡ください。 

ご連絡いただく際、本書巻末のテクニカルサポートシートを必ずご使用ください。 

 

アプティ お客様相談センター 

電話番号: 0120-28-3933 (土、日、祭日は除く 9:00-11:45 13:00-17:00) 

FAX 番号: 0120-28-3977 (24 時間受付) 
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第 1 章 PrintAdmin の概要 
 

この章では、「PrintAdmin」の概要について説明します。 

 

1.1 PrintAdmin の特長 

 

「PrintAdmin」は、APTi ネットワーク管理ツールです。「PrintAdmin」は SNMP を使用して SVS-06 シ

リーズの管理が行えます。「PrintAdmin」にて管理の行える SVS-06 シリーズにつきましては、「1.4. 

対応機種」をご参照下さい。「PrintAdmin」に対応している機種の SNMP バージョンや対応 MIB に関し

ましては、「付録 A 対応機種の SNMP について」をご参照ください。また、「PrintAdmin」をご使用

になるにあたりましては、必ず「1.2. PrintAdmin での制限事項」をご一読いただきご理解いただけ

ますようお願いします。 

 

「PrintAdmin」には次のような特長があります。 

 

1. MIB-Ⅱに対応した製品のモニタリング 

MIB-Ⅱに対応したネットワーク機器は全てリストアップされ、アドレス情報など管理者が 

必要な情報をリスト表示します。 

また、「ユーザグループ」を作成し、グループ毎のモニタリングを行うことが可能です。 

 

2. PRINTER-MIB に対応した製品の状態管理 

PRINTER-MIB に対応したネットワークプリンタおよびプリントサーバから、プリンタの 

オンライン/オフライン/紙切れ等プリンタの状態をリモートで確認することが可能です。 

 

【注意】「PrintAdmin」は、HostResourceMIB 及び Printer-MIB を使用して情報を取得しますが、プ

リンタによっては搭載されている MIB が異なりますので取得できない場合は、不明などの表

記となることがあります。 

 

3. 機器情報をファイルに保存 

リストアップされた MIB-Ⅱに対応したネットワーク機器の情報を、ファイルに保存すること

が可能です。 

ネットワーク機器のアドレス情報の管理なども、CSV 形式のファイルに保存されているので、 

データの取り込み、集計が簡単です。 
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4. SVS-06 シリーズの設定 

SVS-06 シリーズに対しては、各種設定を行うことができます。 

 

【注意】機種ごとに対応しているCommandが異なるために、設定できるページや項目が異なります。

詳細に関しましては、「3.1.3.1. SVS-06シリーズの設定」をご参照下さい。 

 

1.2 PrintAdmin での制限事項 
 

「PrintAdmin」で実現している機能の中で、下記の内容に関しましては、非サポート項目と 

させていただきますのでご了承願います。なお、本マニュアルをご活用の際に、【制限】と書か

れている表記がありましたら、お手数ですがこの項目をご一読いただけますようお願いします。 

 

1. 「PrintAdmin」は SNMP を使用して、MIB-Ⅱに対応したネットワーク機器のモニタリングを

行えますが、SVS-06 シリーズ以外のネットワーク機器に関しましては、非サポート対象

とさせていただきます。 

 

2. 「PrintAdmin」は SNMP を使用して、MIB-Ⅱに対応したネットワーク機器の情報をリストア

ップしてファイルに保存することが可能ですが、SVS-06 シリーズ以外のネットワーク機

器のリスト保存に関しましては、非サポート対象とさせていただきます。 
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1.3 PrintAdmin の動作環境 
 

「PrintAdmin」を使用して SVS-06 シリーズを管理するために必要な環境は次の通りです。 

 

1. クライアント OS 

Windows95/98/Me 

Windows2000 

WindowsXP 

WindowsNT4.0 

【注意】WindowsNT4.0 にて使用する場合には、ServicePack5 をｲﾝｽﾄｰﾙしてください。 

【注意】WindowsNT3.51 には対応していません。 

【注意】ｲﾝｽﾄｰﾙを実行した時に、ご使用のクライアント PC の comctl32.dll ファイル 

が「PrintAdmin」を正常に起動できるバージョンより古い場合(Ver4.72 以前) 

は、IE4.01 以降をｲﾝｽﾄｰﾙする必要があります。その場合は、マイクロソフト 

よりダウンロード願います。(下記 URL を参照下さい) 

 

2. ネットワーク 

TCP/IP プロトコル 

NetWare IPX/SPX プロトコル(3.1J 以降) 

 

1.4 対応機種 
 

「PrintAdmin」にて管理の行える SVS-06 シリーズは次の通りです。 

 

・ SVS-0610e(MIB-Ⅱ(TCP/IP、IPX/SPX)、SetRequest PDU 対応) 

・ SVS-0620e(MIB-Ⅱ(TCP/IP、IPX/SPX)、SetRequest PDU 対応) 
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第 2 章 インストール及び起動 
 

この章では、「PrintAdmin」のインストール手順及び起動方法について説明します。 

 

2.1. PrintAdmin のインストール 

 

インストール手順 

1. SVS-06 シリーズに付属の CD-ROM「NS プリンタ・サーバー SERIES PROGRAM MANUAL」をドラ

イブに挿入します。 

 

2. ソフト使用許諾にて内容をご了解いただければ、“同意する”にチェック後 “OK”をクリッ

クし、左側のウインドウから「PrintAdmin」をクリックし “PrintAdmin をインストールす

る”を実行します。 

この時、ご使用のクライアント PC の comctl32.dll のバージョンが古い場合(Ver4.72 以前) 

は、「PrintAdmin」を正常に起動できない恐れがありますので下記のメッセージを表示しま

す。 

お手数ですが、IE4.01 以上をインストールした後に、もう一度 SETUP.EXE を起動してくださ

い。 
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SETUP.EXE が正常に起動すると、下記の画面が表示されます。 

 

 

 

3. セットアップが起動したら最初の画面で［次へ］ボタンをクリックしてください。 

 

4. ライセンス契約の画面が表示されますので、お読みの上すべての条項に同意いただける場合

は「はい」をクリックしてください。 

 

【注意】「いいえ」をクリックするとインストールの中止を選択するメッセージが表示されます。 

 

5. インストール方法の選択の画面が表示されますのでネットワーク管理者の方は管理者モード、

一般ユーザの方はユーザモードを選択して[次へ]ボタンをクリックしてください。 
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【注意】一般ユーザの方が、管理者モードでインストールされると誤ってネットワーク機器の 

設定を変更されるなどのトラブルが生じる原因となりますので、インストール作業は 

ネットワーク管理者のご指導の元に実施いただけますようお願いします。 

なお、上記が原因のトラブルに関しましては弊社では一切その責任を負うことは 

できませんのでご了承願います。 

 

6. 管理者モードを選択された場合は、管理者パスワードの設定画面が表示されますので任意の

パスワード(半角英数字 6 文字以上 16 文字以下)を必ず入力して[次へ]ボタンをクリックし

てください。 

 

 

 

【注意】ユーザモードを選択した場合は、この画面は表示されません。 
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7. 次に、「PrintAdmin」をインストールするディレクトリパスを指定してください。 

 

【注意】デフォルトでは“C:¥Program Files¥APTi¥APTi PrintAdmin”になっています。インス

トール先の指定が終了したら［次へ］ボタンをクリックしてください。 

 

8. 必要なファイルをコピーし、プログラムグループ内に「APTi PrintAdmin」グループの登録

を行います。 

 

9. セットアップが正常に完了し、「セットアップの完了」という確認画面が表示されたら、［完

了］ボタンをクリックして、インストールは完了です。 

 

【注意】NT4.0(NTFS フォーマット)においてスタートメニューにグループが追加されない場合が

あります。スタートメニューに自動登録が必要な場合のみ下記の内容を確認下さい。 

【手順】エクスプローラを起動し、下記のフォルダを参照します。 

「C:¥Winnt¥Profiles¥All Users¥スタートメニュー」フォルダを選択した状態で、「ファ

イル」メニューの「プロパティ」をクリックします。「セキュリティ」タブをクリックし、

「アクセス権」ボタンをクリックします。「Everyone」の権限が「フルコントロール」に

なっていることを確認します。「フルコントロール」になっていない場合は、設定してく

ださい。「サブディレクトリのアクセス権を置き換える」をチェックし、[OK]をクリック

します。設定が終了したら、[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。 

アプリケーションのショートカットに対するアクセス権を設定した後に再度インストー

ル作業を行って下さい。 

なお、再度「PrintAdmin」をインストールした後に、「Everyone」の権限を元の設定に戻

してください。 
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2.2. PrintAdmin の起動とメインウィンドウ 
 

「PrintAdmin」を起動するには、「スタート」→「プログラム」→「APTi PrintAdmin」→

「PrintAdmin」を実行してください。 

「PrintAdmin」を起動すると、下記のメインウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

ここでは、「メインウィンドウ」に関する基本的な説明を行います。 

「メインウィンドウ」は、グループ管理を行うための「グループリストウィンドウ」と、 

「デバイスリストウィンドウ」に分かれています。 

 

 

 

 

 

グループリスト 
ウィンドウ 

デバイスリスト 
ウィンドウ 
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2.2.1. グループリストウィンドウ 

 

このグループリストウィンドウには、デフォルトグループとして「すべて」「TCP/IP」「IPX/SPX」 

「アプティ製品」の 4つのグループが用意されています。 

 

デフォルトグループ 

「すべて」:MIB-Ⅱに対応したネットワーク機器で、TCP/IP 及び IPX/SPX による通信に応答する

機器の全てが含まれるグループです。 

「TCP/IP」:「すべて」の中で、TCP/IP による通信に応答する機器の全てが含まれるグループです。 

「IPX/SPX」:「すべて」の中で、IPX/SPXによる通信に応答する機器の全てが含まれるグループです。 

「アプティ製品」:「すべて」の中で、SVS-06 シリーズの全てが含まれるグループです。 

 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 1」 

 

2.2.1.1. ユーザグループの追加と削除 

 

グループウィンドウに表示されるユーザグループの追加と削除の方法を下記に説明します。 

 

1. ユーザグループの追加 

デフォルトグループ以外に、ユーザがグループを追加することで、管理目的に合わせて 

自由にグループを構成することができます。 

グループの追加は、メニューの「ファイル」から「新規グループの作成」を選択するか、 

グループリストウィンドウ上で右クリックして、「グループの作成」を選択してください。 

 

【例】新規グループとして「営業部」を作成する場合 

 

 

新規グループ作成画面で、「営業部」を入力して OK を押して下さい。 

作成されると、次のような画面が表示されます。 
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  2. ユーザグループの削除 

 作成したグループを削除したい場合は、削除したいグループを選択して Delete キーを

押すか、右クリックでグループの削除を選択することで、削除することが可能です。 

 

 

【注意】デフォルトグループは削除することはできません。 
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2.2.2. デバイスリストウィンドウ 

 

デバイスリストウィンドウはグループリストウィンドウで選択されたグループに属する 

ネットワーク機器の製品名やネットワークアドレスがリスト表示されます。 

SVS-06 シリーズの場合は、アイコン で表示され、 

SVS-06 シリーズ以外の場合は、アイコン で表示されます。 

また、通信不能状態(電源が切られた場合など)になると、 や のように×印で表示されま

す。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 1」 

 

2.2.2.1. デバイスリストに表示される項目 

 

デバイスリストウィンドウに表示されるデバイスの表示項目は下記の内容になります。 

 

デバイスリストに表示される項目内容 

1. システム名 

MIB-Ⅱの sysName の内容を表示します。 

2. MAC アドレス 

製品の MAC アドレスを表示します。(MIB-Ⅱの ifPhysAddrss の内容を表示します) 

3. IP アドレス 

製品に設定されている IP アドレスを表示します。 

4. ネットワーク番号 

NetWare 環境でご使用になられている場合には、そのデバイスの存在するネットワーク番号が

表示されます。 

 

5. 製品情報 

MIB-Ⅱの sysDescr の内容を表示します。 

6. 設置場所 

MIB-Ⅱの sysLocation の内容を表示します。 

7. 登録グループ名 

ユーザグループに登録されているデバイスの場合は、そのユーザグループ名が表示されます。 

8. 最終通信日時 

リストに表示されているデバイスと最後に通信した日時を表示します。ただし、「PrintAdmin」

を起動後に、「ファイル」→「開く」で過去のリストを開いた場合は、現在稼働中のデバイス

に関しても過去に最後に通信した時間になりますので、その場合には最新情報に更新を実行す

れば最終通信日時は更新されます。 
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デバイスリストのソート機能 

デバイスリストは起動時及び更新時の返答順にリストを作成していますので、デバイスが順不

同に表示されます。デバイスをソートしたい場合には、デバイスリストの表示項目(カラム)

をクリックすると、昇順(下矢印)/降順(上矢印)にてソートを行えます。ソートは表示項目ご

とに行えます。 

 

【注意】最新情報に更新されるとリストを作成するのでソートは解除されます。 

 

デバイスリストのカラム移動 

デバイスリストの表示項目(カラム)はドラック＆ドロップすることにより移動することがで

きます。 

 

【注意】「PrintAdmin」を終了し、再起動するとデフォルトの順番にカラムはもどります。 
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2.2.2.2. PrintAdmin 起動時のデバイスリスト表示について 

 

デバイスリストウィンドウに表示されるデバイスが、「PrintAdmin」起動時にどのように表示さ

れるかを下記に説明します。 

 

  デバイスリストの表示について 

デバイスリストウィンドウに表示されているネットワーク機器は、「PrintAdmin」を終了すると 

きに自動的にネットワーク機器のリスト情報を、デフォルト設定では、「情報ファイル」として

「StartUpFile.kdf」という名前のファイルに保存します。 

次回以降に、「PrintAdmin」を起動する際には、このファイルからネットワーク機器の情報を読

み込んで起動します。 

また、起動時には、ルータ内に新しく追加された機器なども自動検索で追加されます。 

 

【注意】「PrintAdmin」を起動時に、情報ファイル「StartUpFile.kdf」に保存されている SVS-06

シリーズの情報と、その SVS-06 シリーズの現在の IP アドレスが異なる設定がされてい

る場合は、通信不能状態(X 印)で表示されます。これは、「PrintAdmin」以外の設定ツー

ルにて SVS-06 シリーズの IP アドレスを変更された場合に発生しますが、「PrintAdmin」

の仕様として SVS-06 シリーズとユニキャストにて通信しているためで「PrintAdmin」の

動作としては、正常です。 

 

2.2.2.3. デバイスリストの削除 

 

デバイスリストウィンドウに表示されるデバイスを削除する方法を下記に説明します。 

 

  デバイスリストの削除について 

デバイスリストウィンドウに表示されているネットワーク機器は、「PrintAdmin」終了時に保存

された情報ファイル「StartUpFile.kdf」を元に表示しますので、一次的に接続された機器や長

期間稼働していない機器情報に関しては、削除を行わない限りデバイスリストから削除される

ことはありません。そこで、管理者の方は管理不要と判断したデバイスに関しましては、定期

的に削除することをお奨めします。削除する方法は、削除したいデバイスを選択(複数選択時は、

CTRL ｷｰや Shift ｷｰが使えます)して、右クリックで「デバイスの削除」を実行するか、Delete ｷ

ｰで削除できます。 
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【注意】通信不能状態(X 印)の機器が多数存在すると、「表示」→「更新」及び自動更新が 

有効になっている場合には通信タイムアウト時間が機器の数に比例して増加するため 

自動更新に時間がかかる原因となります。長期間稼働していない機器に関しましては 

、デバイスリストから削除することをお奨めします。 

 

【参考】通信不能状態(X 印)の機器がルータを越えて存在する場合に、デバイスリストから 

削除すると、この機器が復旧した場合に検索してリストに追加する作業が発生します。 

このような場合には、「PrintAdmin」を終了する前に情報ファイルを別名で保存すること 

をご推奨します。この機器を復旧させたときには「PrintAdmin」を起動した後に、「ファ

イル」→「開く」を実行して、別名で保存した情報ファイルを開くことによりルータを

越えて存在する機器を再検索する必要がありませんので、管理の一貫としてご利用くだ

さい。
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第 3 章 メインウィンドウの機能 
 

この章では、「PrintAdmin」のメインウィンドウの機能について説明します。 

 

3.1. メニュー概要 

 

ここでは、メインウィンドウのメニューの概要について説明します。 

 

1.「ファイル」メニューを使用する  

2.「表示」メニューを使用する。 

3.「設定」メニューを使用する。 

4.「ヘルプ」メニューを使用する。 

 

3.1.1. 「ファイル」メニューを使用する 

 

ここでは、メインウインドウにあるメニューの「ファイル」で実現する機能について説明します。 

 

 

 

新規グループの作成 

グループリストウィンドウに新しいユーザグループを作成します。作成したグループに機器を 

登録することで、ネットワーク機器の管理をより効率的に行うことができます。 

 

開く 

現在の「情報ファイル」から、以前に保存されていた「情報ファイル」に変更します。 

 

【参考】デフォルトの情報ファイル名は、「StartUpFile.kdf」です。「PrintAdmin」は終了時に現在

の情報を自動的にこのファイルに上書き保存しますので、現在の機器情報を他の PC で利用

する場合や保存しておきたい機器情報がある場合には、「ファイル」→「名前をつけて保存」

を実行して専用のファイルとして管理されることをお奨めします。 
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名前をつけて保存 

「情報ファイル」に名前を付けて保存します。取得したユーザが作成したグループ情報や 

そのグループに登録されている機器情報を 3種類の保存形式で保存することが可能です。 

 

1. アプリケーション形式(*.kdf) 

「PrintAdmin」の情報ファイル形式であり、この形式で保存されたデータは別のクライア

ント PC にコピーすることで同一のグループ環境を実現します。 

2. CSV 形式(*.csv) 

取得したネットワーク機器のデータを、“,”で区切られたファイル形式に保存します。 

CSV 形式で保存したファイルは、Microsoft Excel で開くとセルごとにデータが収められ

た形で表示することが可能です。 

【注意】Microsoft Excel で開いた場合に、一部のデータがセルの形式により正しく表示されない場合が

あります。これは、Microsoft Excelがファイルを開く場合に自動的にセルの形式を決定してい

るために発生していることが原因ですので、この場合はテキストエディタをご使用ください。 

3. Text 形式(*.txt) 

取得したネットワーク機器のデータが、タブで区切られている形式のファイルです。 

メモ帳などのテキストエディタで開くことが可能です。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 3」 

 

最新のファイル 

「PrintAdmin」が以前起動時に使用した「情報ファイル」を最大で 4つまで表示します。 

「ファイル」→「開く」を実行して、以前に保存した情報ファイルを指定することで、指定された

情報ファイルで「PrintAdmin」が動作します。この場合には、指定したファイル名が表示されま

す。 

 

【注意】インストール直後は、情報ファイルが存在しないためグレーアウト表示になります。 

【注意】情報ファイルの削除が行われた場合は｢StartUpFile.kdf が見つかりません。｣とエラー

メッセージが表示されます。また、内容の変更などが行われた場合は、アプリケーショ

ンエラーが発生する場合があります。このような場合に弊社は一切の責任を負うことは

できませんので、情報ファイルの共有などの際にはご注意願います。 

 



第 3 章 メインウィンドウの機能 

 

 

19 

アプリケーションの終了 

「PrintAdmin」を終了します。管理者モードで起動している場合とユーザモードで起動している

場合で終了方法が異なります。 

管理者モードの場合は、終了時にユーザモードで次回「PrintAdmin」を起動するかどうかを選

択することが可能です。管理者モードで終了する場合は、下記のメッセージが表示されます。 

「いいえ」を選択すると次回「PrintAdmin」起動時にユーザモードとなります。 

 

 

 

ユーザモードで終了する場合は、下記のメッセージが表示されます。 

 

 

 

「 PrintAdmin」が終了する時に、自動的に現在の情報がデフォルトの情報ファイル

「StartUpFile.kdf」に書き込まれます。 
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3.1.1.1. 情報ファイルを使用したネットワーク管理 

 

ここでは、情報ファイルの機能と情報ファイルを使用したネットワーク管理について説明します。 

「PrintAdmin」は、ユーザが作成したグループ情報やそのグループに登録されている機器情報を 

管理するために次回起動時にも、記憶しておくように作成しています。 

これらの情報をファイルにしたのが情報ファイル“StartUpFile.kdf”です。 

この、情報ファイルは「PrintAdmin」の起動時に読み出され、「PrintAdmin」の終了時に上書き保

存されます。 

次回起動時には、下記のような画面で表示されます。 

 

 

 

  情報ファイルを使用したネットワーク管理 

複数のクライアント PC で「PrintAdmin」を使用する場合、1 台のクライアント PC でグループの

作成を行い、その情報ファイルを保存して、別のクライアント PC でその情報ファイルを使用した

場合には、グループ登録など全ての情報が移植されます。 

このように情報ファイルを有効活用することによって、どのクライアント PC からも同様の環境で

ネットワーク機器の管理を行うことができるようになります。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 3」 

【注意】情報ファイル「StartUpFile.kdf」は、「PrintAdmin」終了時に自動で上書き保存されま

すので特定の機器情報にてネットワーク管理される場合は、トラブルを防ぐために必ず

別名のファイルで保存したものを専用に作成して管理いただきますようお願いします。 
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3.1.2. 「表示」メニューを使用する 

 

ここでは、メインウインドウにあるメニューの「表示」で実現する機能について説明します。 

 

 

 

ステータス 

選択されているネットワーク機器の詳細情報を表示します。 

詳細は、「3.1.2.1 ネットワーク機器のステータス表示について」をご参照ください。 

 

【注意】デバイスリストウィンドウでデバイスを選択するとメニューが有効になります。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 1」 

 

プリンタステータス 

PRINTER-MIB に応答する機器を選択した場合には、そのプリンタの状態を表示します。 

詳細は、「3.1.2.2 プリンタのステータス表示について」をご参照ください。 

 

【注意】デバイスリストウィンドウでデバイスを選択するとメニューが有効になります。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 2」 

 

最新情報に更新 

メインウインドウ上の情報を最新の情報に置き換えます。 

最新情報に更新が実行された場合には、下記のメッセージが表示されます。 

 

 
 

【注意】最新情報に更新中は、「PrintAdmin」への操作は一切実行できません。 

【注意】表示の更新が行われた場合に、正常に稼働しているデバイスにも関わらず X印表示される場

合がありえます。これは、ネットワークの負荷が大きいためにデバイスからの応答に時間が

かかる場合が原因として考えられます。この場合には、再度「表示」→「最新情報に更新」

を実行してみてください。 
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自動更新の設定 

自動更新を有効にする/しない及び更新間隔(1-60min)の設定が行えます。 

詳細は、「3.1.2.3 自動更新の設定について」をご参照ください。 

 

検索 

ネットワーク上の機器を検索して、デバイスリストに追加することができます。 

また、検索したネットワーク機器を製品グループに追加することもできます。 

詳細は、「3.1.2.4 検索の使用方法について」をご参照ください。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 1」 

 

ステータスバー 

ステータスバーの表示/非表示を設定します。  

 

ツールバー 

ツールバーの表示/非表示を設定します。 

 

【注意】デバイスリストウィンドウでデバイスを選択する場合としない場合では、表示されるツ

ールバーが異なります。 
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3.1.2.1. ネットワーク機器のステータス表示について 

 

ステータス表示を行いたい SVS-06 シリーズを選択して、「表示」→「ステータス」もしくは右クリッ

クのメニューでステータス表示を実行すると、SVS-06シリーズの情報を表示します。 

 

 
 

 

タイトルバーの表示 

「デバイスリストウインドウ」で選択されたデバイスのシステム名が表示されます。 

 

ステータスリスト 

「ステータスリスト」には、「デバイスリストウインドウ」で選択されたデバイスの情報が各項

目ごとに表示されています。 

 

リストの開閉 

リストに表示されている全てのフォルダを一括で、開いたり閉じたりすることができます。 

 

データの保存 

取得されたデータをファイルに保存することができます。 

保存形式は、text 形式と CSV 形式を選択できます。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 3」 

 

ステータスを閉じる 

表示されているステータスを閉じます。 

 

ヘルプの起動 

ステータスに関するヘルプが起動します。 

 

ステータスリスト 

タイトルバー表示 
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3.1.2.2. プリンタのステータス表示について 

 

ステータス表示を行いたいプリンタをデバイスリストで選択して、「表示」→「プリンタステータ

ス」もしくは右クリックのメニューでプリンタステータスを実行すると、HostResourceMIB 及び

Printer-MIB を使用してプリンタの情報を取得し表示します。また、プリンタのステータス表示の

更新を行いたい場合には、更新ボタンをクリックすることで情報を更新して表示します。 

 

プリンタの機種によりステータスが取得できないこともあります。 
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3.1.2.3. 自動更新の設定について 

 

「デバイスリストウインドウ」の表示の更新を自動で行う場合の更新間隔を設定します。  

 

 
 

 

自動更新を有効にする 

「デバイスリストウインドウ」を自動的に更新します。デフォルトは無効に設定されてます。 

 

 更新間隔(sec) 

自動更新を行う間隔を設定します。 

設定範囲は、1-60 min です。 

 

自動更新が実行された場合には、下記のメッセージが表示されます。 

 

 
 

【注意】自動更新中は、「PrintAdmin」への操作は一切実行できません。 

【注意】自動更新は、「デバイスリストウインドウ」に表示されているすべてのターゲットと通信 

を行います。 

このため、「デバイスリストウインドウ」に表示されるターゲットが多い場合は、ネットワー

ク上に多数のパケットが送受信されるので、自動更新の間隔を短くしないようにしてください。 

特に、「PrintAdmin」はルータを越えた機器とも通信できますのでルータを越えた機器とユ

ニキャストによる通信が多数ある場合もご注意ください。 

また、現在稼働していない機器が多数ある場合には通信タイムアウト時間が機器の数に 

比例して増加するため自動更新に時間がかかる原因となります。長期間稼働していない 

機器に関しましては、デバイスリストから削除することをお奨めします。 

【注意】自動更新が行われた場合に、正常に稼働しているデバイスにも関わらず X印表示される場合

がありえます。これは、ネットワークの負荷が大きいためにデバイスからの応答に時間がか

かる場合が原因として考えられます。この場合には、「表示」→「最新情報に更新」を実行

してみてください。 
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3.1.2.4. 検索の使用方法について 

 

ネットワーク上の MIB-Ⅱに対応した機器を検索して、デバイスリストに追加もしくは製品グル

ープに追加することができます。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 1」 

 

IP アドレスによる検索 

検索する機器に設定されている IP アドレスで機器を検索します。IP でアドレス指定した 

ターゲットの SVS-06 シリーズが検索されると、デバイスリストに追加されます。 

 

 

 

「検索した製品をグループに追加する」にチェックが入っている場合は、「新規グループ追

加」画面もしくはユーザグループが作成されている場合は「グループの選択」画面が表示さ

れ、グループリストウィンドウに任意の製品グループとして追加ができます。 

 

 

 

【注意】ルータを越えたデバイスを検索した場合は、任意のグループに追加してください。

検索したデバイスを任意のグループではなくデフォルトグループに追加すること

もできますが、デフォルトグループに追加した場合は、「自動更新」もしくは「表

示」→「最新情報に更新」を実行してもユニキャストを使用した通信が行われない

ため、ルータを越えたデバイスの情報が更新されません。 
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【注意】ユーザモードの場合、通信できないIPアドレスに設定されているSVS-06 シリーズ

は、検索できないのでリストに追加することはできません。 

MAC アドレスによる検索(同一ルータ内検索) 

検索する機器の MAC アドレスで機器を検索します。MAC アドレスで指定したターゲットの

SVS-06 シリーズが検索されると、デバイスリストに追加されます。 

「検索した製品をグループに追加する」にチェックが入っている場合は、「新規グループ追

加」画面もしくはユーザグループが作成されている場合は「グループの選択」画面が表示さ

れ、グループリストウィンドウに任意の製品グループとして追加ができます。 

 

 

 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 1」 

【注意】MACアドレスによる検索の場合TCP/IP環境では、ルータ内のみ検索が可能です。ルータを越え

たSVS-06シリーズは、ブロードキャスト通信を使用していますので検索できません。 

 

 

IPX による検索 

検索する機器のMACアドレスと、その機器のあるネットワーク番号を指定して、検索します。 

「検索した製品グループに追加する」にチェックが入っている場合は、「新規グループ追加」

画面もしくはユーザグループが作成されている場合は「グループの選択」画面が表示され、

グループリストウィンドウに任意の製品グループとして追加ができます。 

ユーザグループに追加した機器は、次回起動時から自動的に検索して追加した製品グループ

にリスト表示されます。 

【参考】ネットワーク番号を指定しない場合は、同一セグメント内の検索となります。 

セグメント:ルータなどを越えない LAN 環境 
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3.1.3. 「設定」メニューを使用する 

 

ここでは、メインウインドウにあるメニューの「設定」で実現する機能について説明します。 

 

設定メニューは、管理者モード /ユーザモードで実行できるメニューが異なります。 

ユーザモードでは、設定を実行できないように機能を制限しています。 

 

       
＜管理者モードの場合＞     ＜ユーザモードの場合＞ 

 

【注意】「PrintAdmin」をインストール時に管理者モードでインストールした場合は、管理者モー

ド/ユーザモードをインストール時のパスワードを使用して切り替えることができます

が機能が制限(設定は行えません)されますのでご注意ください。ユーザモードに切り 

替えた場合に、管理者モードに変更し直す場合はインストール時に設定したパスワード 

を入力する必要があります。管理者パスワードを忘れた場合は、アプティ お客様相談セ

ンターまでご連絡いただくか、「PrintAdmin」を再インストールしてください。 

 

 
 

【注意】「PrintAdmin」をインストール時にユーザモードでインストールした場合は、管理者モー

ドに切り替えるには、下記画面にて専用パスワード「pass」の入力が必要となります。 

ユーザモードから管理者モードへの切り替えは設定変更の権限を与えることになります 

ので、管理者の方が行っていただきますようお願いいたします。 
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また、「APTi 製品」のグループで表示される SVS-06シリーズのみ設定が行えます。 

 

 
 

プロパティ(管理者モード時のみ) 

SVS-06シリーズの製品ごとの設定用ページが表示されます。 

詳細は、「3.1.3.1 SVS-06シリーズの設定について」をご参照ください。 

 

【SVS-0610e、SVS-0620e の場合】 

「PrintAdmin」で設定を行うためには、以下の設定のいずれかが必要です。 

＜TCP/IP で通信する場合＞ 

1．予め SVS-0610e、SVS-0620e にクライアント PC と同一セグメントの IP アドレスを

設定されていること。 

2．ルータを越えた先に SVS-0610e、SVS-0620e が存在する場合には、サブネットマス

クとゲートウェイアドレスを予め正しく設定されて IP アドレス検索によってデバ

イスリストに追加してあること。 

＜IPX/SPX で通信する場合＞ 

予め SVS-0610e、SVS-0620e が NetWare を有効(もしくは、SVS-0610e の場合は待機モー

ド)に設定されていること。(「PrintAdmin」で優先プロトコルが TCP/IP の場合には、

「PrintAdmin」からも設定が行えます)。 

 

IP アドレスの設定(管理者モード時のみ) 

同一セグメント内の SVS-06シリーズに対して、IP アドレスの設定を変更することができます。

詳細は、「3.1.3.2 IP アドレスの設定について」をご参照ください。 

 

 

エラー履歴のクリア(管理者モード時のみ) 

SVS-06シリーズのエラー履歴をクリアできます。 

詳細は、「3.1.3.3 エラー履歴のクリアについて」をご参照ください。 

 

工場出荷時に戻す(管理者モード時のみ) 

SVS-0610e、SVS-0620e の設定を工場出荷時設定に戻します。 

詳細は、「3.1.3.4 工場出荷時に戻すについて」をご参照ください。 

 

リセット(管理者モード時のみ) 

SVS-06シリーズに対して、リセットを行うことができます。 

詳細は、「3.1.3.5 リセットについて」をご参照ください。 

 

アップグレード(管理者モード時のみ) 

SVS-06シリーズにファームウェアのダウンロードを行うことができます。 

詳細は、「3.1.3.6 アップグレードについて」をご参照ください。 

 

【参考】SVS-0610e、SVS-0620e 用の最新ファームウェアは、アプティのホームページ上にてダ
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ウンロードすることができます。お問い合わせ先に関しましては、「サポートについ

て」をご参照ください。 

優先プロトコルの選択 

SVS-06 シリーズが TCP/IP、IPX/SPX 共に通信可能な場合どちらのプロトコルを優先して使用す

るかを選択できます。 

詳細は、「3.1.3.7 優先プロトコルの選択について」をご参照ください。 

 

【注意】「PrintAdmin」がインストールされている PC の NIC 設定で TCP/IP、IPX/SPX が予めイ

ンストールされている必要があります。 

 

コミュニティ名の設定(管理者モードのみ) 

「PrintAdmin」で SNMP 通信するために必要な ComunityName を設定します。 

詳細は、「3.1.3.8 コミュニティ名の設定について」をご参照ください。 

 

【注意】SVS-06 シリーズに設定されている SNMP COMMUNITY NAME と異なる設定を行うと SVS-06

シリーズと通信(情報の取得/設定)が行えなくなります。 

 

 ユーザモード 

「PrintAdmin」をユーザモードで使用します。 

ユーザモードの場合は、一部の機能が使用不能になります。 

 

 管理者モード 

「PrintAdmin」を管理者モードで使用します。 

管理者モードで使用するためには、パスワードを入力する必要があります。 

 

 管理者パスワード変更(管理者モード時のみ) 

「PrintAdmin」の管理者パスワードを設定できます。 
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3.1.3.1. SVS-06 シリーズの設定について 

 

設定変更を行いたい SVS-06 シリーズをデバイスリスト上で選択し、「設定」→「プロパティ」を

実行するか、右クリックで「プロパティの設定」を実行することにより SVS-06 シリーズに関する

設定を行うことができます。 

設定変更を行える項目及びプロパティシートは、機種及び優先プロトコルにより異なります。 

 

【注意】「PrintAdmin」を管理者モードで起動している必要があります。 

 

設定変更を行えるプロパティシート 

 

＜優先プロトコルが TCP/IP の場合＞ 

 一般 

情報 

SNMP TCP/IP NetWare LAN 

Manager 

Apple 

Talk 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ 

設定 

SVS-0610e ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

SVS-0620e ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

＜優先プロトコルが IPX/SPX の場合＞ 

 一般 

情報 

SNMP TCP/IP NetWare LAN 

Manager 

Apple 

Talk 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ 

設定 

SVS-0610e ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

SVS-0620e ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

プロパティシートの動作 

まず、プロパティシートで設定できる項目を説明する前に、各ボタンをクリックしたときの 

動作を説明します。 

 

1. 「設定ボタン」をクリックしたときの動作について 

2. 「キャンセルボタン」をクリックしたときの動作について 

3. 「更新ボタン」をクリックしたときの動作について 

 

1.「設定ボタン」をクリックしたときの動作について 

(1)「設定ボタン」は、「設定」→「プロパティ」を実行されてから開かれたシート(クリックして

表示されたシート)に関して、設定が変更されていなくても「設定ボタン」をクリックするこ

とで SVS-06 シリーズにパラメータを設定します。 

   「設定ボタン」をクリックすると、SVS-06 シリーズにパラメータを設定してから下記の画面

を表示します。 

 
 

(2)ここで、「SNMP」シート以外のシートのパラメータを変更した場合は、「はい」をクリックして

SVS-06 シリーズをリセットすることによって、設定されたパラメータが有効になります。「は
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い」をクリックすると、SVS-06 シリーズをリセットします。 

 

 
 

(3)SVS-06 シリーズが正常に起動すると、設定したパラメータが有効となりますので下記の画面

が表示され、メインウィンドウにもどります。 

 

 
 

(4) (1)で、「いいえ」をクリックした場合は、下記メッセージが表示されますので設定変更した

シートが「SNMP」シートの場合を除いて、メインウィンドウのデバイスリストから設定変更

を行った SVS-06 シリーズを選択して、設定のリセットを実行してください。 

 

 
 

【注意】SVS-06 シリーズの「SNMP」シートを除く設定パラメータを変更してリセットを実行しない

と SVS-06 シリーズ内部の設定パラメータは変更されていますが、実際に動作しているパラ

メータが異なることになり、トラブルを引き起こす原因となることがありますので、必ずリ

セットを実行してください。 

 

2.「キャンセルボタン」をクリックしたときの動作について 

(1)「キャンセルボタン」は、「設定」→「プロパティ」を実行されてから開かれたシート(クリッ

クして表示されたシート)に関して、パラメータが変更されて「更新」ボタンがクリックされ

ない限りは、現在 SVS-06 シリーズに設定されているパラメータを確認したい場合にプロパテ

ィシートをクローズするための機能を果たしています。 

 

(2)「SNMP」シートを除く他のシートでパラメータが変更されて「更新」ボタンをクリックした場

合に、「キャンセル」をクリックすると下記のメッセージを表示します。 
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この画面が表示された場合の動作に関しましては、「1.「設定ボタン」をクリックしたときの動 

作についての(2)」以降をご参照ください。 

 

3.「更新ボタン」をクリックしたときの動作について 

 

「更新ボタン」は、「設定」→「プロパティ」を実行されてから開かれたシート(クリック 

して表示されたシート)のそれぞれのシートで、パラメータが変更した場合に「更新ボタン」 

が有効になります。 

「設定ボタン」が開かれたシート全てを設定するのに対して、更新ボタンはパラメータを変更 

したシートのみのパラメータを、SVS-06 シリーズの内部パラメータに書き込みます。 

パラメータを変更し、「更新ボタン」をクリックすると下記のメッセージが表示されます。 

 

 
 

この画面で OK をクリックした後に、「キャンセルボタン」をクリックした場合の動作は、「2.「キャ

ンセルボタン」をクリックしたときの動作について」の(2)以降をご参照ください。 

「設定ボタン」をクリックした場合の動作は、「1.「設定ボタン」をクリックしたときの動作につい

て」をご参照ください。 

 

3.1.3.1.4. SVS-0610e の設定 

 

SVS-0610e の設定 

SVS-0610e で設定を行えるプロパティシートについて説明します。 

 

1. 「一般情報」シートで設定する。 

2. 「SNMP」シートで設定する。 

3. 「TCP/IP」シートで設定する。 

4. 「NetWare」シートで設定する。 

5. 「LAN Manager」シートで設定する。 

6. 「ハードウェア設定」シートで設定する。 

 

【注意】「PrintAdmin」で設定を行うためには、以下の設定のいずれかが必要です。 
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＜TCP/IP で通信する場合＞ 

1．予め SVS-0610e にクライアント PCと同一セグメントの IPアドレスを設定されてい

ること 

2．ルータを越えた先に SVS-0610e が存在する場合には、サブネットマスクとゲートウ

ェイアドレスを予め正しく設定されて IP アドレス検索によってデバイスリストに

追加してあること。 

 

＜IPX/SPX で通信する場合＞ 

予め SVS-0610e が NetWare を有効 又は、待機モードに設定されていること。

(「PrintAdmin」で優先プロトコルが TCP/IP の場合には、「PrintAdmin」からも設定が

行えます) 

【注意】「更新ボタン」を実行した場合には、SVS-0610e の内部パラメータは変更されますが、

動作パラメータとは異なりますので、プロパティシート上で「設定ボタン」をクリック

する/メインウィンドウで「設定」→「リセット」のどちらかを必ず実行してください。 

【注意】SVS-0610e の「SNMP」シートを除く設定パラメータを変更してリセットを実行しないと

SVS-0610e 内部の設定パラメータは変更されていますが、実際に動作しているパラメー

タが異なることになり、トラブルを引き起こす原因となることがありますので、必ずリ

セットを実行してください。 
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1. 「一般情報」シートで設定する 

 

このシートでは、SVS-0610e の一般情報の設定を行うことができます。SVS-0610e を管理者の方が

管理するために必要な情報を設定するためのシートです。 

 

 
 

必要な情報を入力して、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」をクリックする

と、SVS-0610e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が表示されます

ので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

システム名 

このユーティリティで認識されるシステム名です。( MIB-ⅡsysName ) 

 

設置場所 

SVS-0610e の設置場所をメモとして残すことができます。( MIB-Ⅱ sysLocation ) 

 

管理者情報 

SVS-0610e の管理者情報をメモとして残すことができます。( MIB-Ⅱ sysContact ) 

 

 

 



第 3 章 メインウィンドウの機能 

 

 

36 

2. 「SNMP」シートで設定する 

このシートでは、SVS-0610e の SNMP 設定を行うことができます。「PrintAdmin」で SVS-0610e と

SNMP 通信するために必要な CommunityName を設定します。CommunityName には 2種類あり、一つ

は SVS-0610e に設定を行うための WriteCommunityName で、もう一つは SVS-0610e の情報を取得

するための Read Only CommunityName となっています。 

 

【注意】コミュニティ名を変更し、「設定」「更新」ボタンをクリックした場合には、その時点で設定

が有効になります。(リセットの必要がありません) 

「PrintAdmin」は、SNMP によって管理されているため、SVS-0610e のコミュニティ名を変更し

た場合は、「PrintAdmin」のコミュニティ名の設定を変更した値に合わせる必要があります。 

 

 
 

アドミニストレータ(半角英数字 63 文字以内) 

SVS-0610e の SNMP コミュニティ名( Write CommunityName)を設定できます。 

 

コミュニティ名 1(半角英数字 63 文字以内) 

SVS-0610e の SNMP コミュニティ名( Read Only CommunityName)を設定できます。 

 

コミュニティ名 2(半角英数字 63 文字以内) 

SVS-0610e の SNMP コミュニティ名( Read Only CommunityName)を設定できます。 

 

初期設定に戻す 

SVS-0610e の SNMP コミュニティ名を工場出荷状態に戻します。 

 

【注意】コミュニティ名のみを変更した場合(他のシートで変更を実施していない場合)は「更新」ボ

タンをクリックすることにより、その直後に有効になります。 
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この場合は、「SNMP」以外のシートを変更していないので、基本的には「設定」ボタンでは

なく「キャンセル」ボタンをクリックすることを推奨します。 

「キャンセル」ボタンをクリックすると下記のメッセージが表示されます。 

 

 
 

「PrintAdmin」は、SNMP による通信で管理しているため SVS-0610e に設定されているコミュ

ニティ名と合わせてください。 

 

他のシートで設定パラメータを変更した場合は、プロパティシート上で「設定ボタン」をクリ

ックする/メインウィンドウで「設定」→「リセット」のどちらかを必ず実行してください。 
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3. 「TCP/IP」シートで設定する 

 

このページでは、SVS-0610e の TCP/IP 設定の変更を行うことができます。 

 

【参考】RARP/BOOTP/DHCP サーバを使用する場合の詳細に関しましては、SVS-0610e 付属の CD-ROM

「NS プリンタ・サーバー SERIES PROGRAM MANUAL」の「第 3 章 TCP/IP」をご参照く

ださい。 

 

 
 

必要な情報を入力及びチェックして、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」を

クリックすると、SVS-0610e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が

表示されますので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

ARP,PING による IP アドレスの設定を有効にする 

同一セグメント内において、“ARP”&“Ping”による IP アドレスの設定ができるようになり

ます。 

  

DHCP サーバを使用する 

DHCP サーバが存在する環境では、SVS-0610e の TCP/IP 設定を DHCP サーバから取得すること

ができるようになります。 

 

BOOTP サーバを使用する 

BOOTP サーバが存在する環境では、SVS-0610e の TCP/IP 設定を BOOTP サーバから取得するこ

とができるようになります。 

 

RARP サーバを使用する 

RARP サーバが存在する環境では、SVS-0610e の TCP/IP 設定を RARP サーバから取得すること

ができるようになります。 

 

IP アドレス 

SVS-0610e を TCP/IP 環境で使用するためには、必ず設定する必要があります。 
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ただし、IP アドレスを DHCP/BOOTP/RARP サーバのいずれかから取得する設定にした場合には、

設定する必要はありません。 

サブネットマスク 

SVS-0610e のサブネットマスクを設定できます。ルータを越えて TCP/IP 通信する場合には必

ず設定してください。 

 

ゲートウェイアドレス 

SVS-0610e のゲートウェイアドレスを設定できます。ルータを越えて TCP/IP 通信する場合に

は必ず設定してください。 

 

初期設定に戻す 

SVS-0610e の TCP/IP 設定を工場出荷状態に戻します。 
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4. 「NetWare」シートで設定する 

 

このページでは、SVS-0610e の NetWare 設定の変更を行うことができます。 

 

【注意】NetWare でご使用にならない場合は、必ず「NetWare を使用する」のチェックを外して

ください。その他の設定になっていると、SVS-0610e は NetWare の仕様上、定期的に

NetWare のパケットを送信します。その時に、ダイアルアップルータなどで公衆回線で

外部に接続されているようなご環境では、常に回線がつながった状態になる場合があり

ます。 

 

 
 

必要な情報を入力して、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」をクリック

すると、SVS-0610e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が表示

されますので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

NetWare を使用する 

NetWare を使用する設定にします。 

 

【注意】優先プロトコルが TCP/IP の場合のみ設定可能です。 

 

優先フレームタイプ 

SVS-0610e が起動時にファイルサーバを自動検索する際の優先順位を設定します。 

<フレームタイプの検索順序> 

→ IEEE 802.2 → IEEE 802.3 → ETHERNET II → SNAP → IEEE 802.2 →・・ 

 

NetWare モード 

リストからNetWareでの動作モード(バインダリプリントサーバモード/リモートプリンタモ

ード/NDS プリントサーバモード/待機モード)を指定します。選択した NetWare の動作モード

により表示項目が異なります。 
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＜バインダリプリントサーバモード＞ 

 
 

ファイルサーバ名 

バインダリプリントサーバモードにて、SVS-0610e が初期化時にログインするファイルサ

ーバ名を指定します。SVS-0610e をバインダリプリントサーバモードで使用する場合は、

必ず設定してください。 

 

【注意】ファイルサーバ名を設定していない場合は、ネットワーク上のファイルサーバにプリ

ントサーバ名で設定した名前のプリントサーバが存在していても、SVS-0610eはログ

インしません。また、ファイルサーバが複数存在した場合に、ここで指定されたファ

イルサーバ以外のファイルサーバにプリントサーバ名で設定した名前のプリントサ

ーバが存在していてもログインしません。 

 

プリントサーバ名 

バインダリプリントサーバモードでのファイルサーバへの登録名を指定します。バインダ

リプリントサーバモードではこの名前を使用してファイルサーバにログインします。 

 

パスワード 

SVS-0610e がバインダリプリントサーバモードでファイルサーバにログインする場合のパ

スワードを設定します。 

 

【注意】リモートプリンタモードの設定には使用しません。 

 

プリンタポート/プリンタ名(パラレル 1) 

SVS-0610e のプリンタ名(ファイルサーバに登録するプリンタ名)を指定します。 

 

【注意】バインダリプリントサーバの設定後、NWADMIN/PCONSOLE でファイルサーバにプリ

ントサーバ/プリンタポート(＋プリンタキューの割り当て)を登録してください。 
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＜リモートプリンタモード＞ 

 
 

NetWare プリントサーバ名 

NetWare モードをリモートプリンタモードに設定に設定した場合のみ有効となります。リ

モートプリンタモードにおいて、リモートプリンタがアタッチする NetWare プリントサー

バ名を指定します。すでに登録されている NetWare プリントサーバ名も指定できます。リ

モートプリンタモードで使用する場合は、必ず NetWare プリントサーバ名を設定してくだ

さい。 

 

【注意】リモートプリンタモードで使用する場合には、別途 NetWare ファイルサーバで

NetWareに付属のPCONSOLE/NWADMINにてリモートプリンタの設定及び設定を行い

登録したプリントサーバプログラムを起動する必要があります。 

 

プリンタポート/プリンタ名(パラレル 1) 

SVS-0610e のプリンタ名(ファイルサーバに登録するプリンタ名)を指定します。 

 

社別識別子 

ファイルサーバが 3.xJ の場合に、DOS クライアントから印刷する場合の社別識別子です。

DOS クライアントからの印刷を行わない場合は設定不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 章 メインウィンドウの機能 

 

 

43 

＜NDS プリントサーバモード＞ 

 
 

ツリー名 

NDS プリントサーバモードでログインするツリー名を指定します。 

 

コンテキスト名 

NDS プリントサーバモードでログインするコンテキスト名を指定します。 

 

プリントサーバ名 

NDS プリントサーバモードでのツリーへの登録名を指定します。NDS プリントサーバモード

ではこの名前を使用してツリーにログインします。 

 

パスワード 

SVS-0610e が NDS プリントサーバモードでツリーにログインする場合のパスワードを設定

します。 

 

【注意】リモートプリンタモードの設定には使用しません。 

 

プリンタポート/プリンタ名(パラレル 1) 

SVS-0610e のプリンタ名(ツリーに登録するプリンタ名)を指定します。 
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＜待機モード＞ 

 
 

待機モードの場合は、SVS-0610e は定期的に NetWare ファイルサーバの存在の有無を確認す

るためのパケットを送出しますが、NetWare ファイルサーバにアタッチ及びログインを行い

ませんので、IPX 通信を使用して、「PrintAdmin」等の設定ユーティリティから SVS-0610e

に対して設定を行いたい場合に使用してください。工場出荷時設定は、待機モードに設定さ

れています。 

 

 

【注意】NetWare でご使用にならない場合は、必ず「NetWare を使用する」のチェックを外してく

ださい。その他の設定になっていると、SVS-0610e は NetWare の仕様上、定期的に NetWare

のパケットを送信します。その時に、ダイアルアップルータなどで公衆回線で外部に接

続されているようなご環境では、常に回線がつながった状態になる場合があります。 
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5. 「LAN Manager」シートで設定する 

 

このページでは、SVS-0610e の LAN Manager 設定の変更を行うことができます。 

 

【参考】SVS-0610eをLAN Managerで使用する場合の詳細に関しましては、SVS-0610e付属のCD-ROM

「NS プリンタ・サーバー SERIES PROGRAM MANUAL」の「第 5章 LANManager」をご参照

ください。 

【注意】LAN Manager の仕様上、印刷中に別のｸﾗｲｱﾝﾄより印刷要求があった場合には、後から印

刷した JOB はエラーとなり印刷できません。前の印刷が終了した後、再度印刷を行う必

要があります。 

【注意】ホスト名、ドメイン/ワークグループ名、タイムサーバ名は、下記の半角記号は入力禁

止文字です。 

“"”(ダブルクォーテーション)、“=”(イコール)、“|”(パイプ)、“¥”(円マーク)、“+”
(プラス)、“;”(セミコロン)、“*”(アスタリスク)、“:”(コロン)、“]”(大カッコ右)、“[”
(大カッコ左)、“,”(カンマ)、“<”(不等号大なり)、“>”(不等号小なり)、“?”(クエスチ

ョンマーク) 
【注意】LAN Manager でご使用にならない場合は、「LAN Manager を使用する」のチェックを外し

てください。 

 

 
 

必要な情報を入力及びチェックして、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」を

クリックすると、SVS-0610e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が

表示されますので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

LAN Manager を使用する 

LAN Manager を使用する設定にします。 

 

ホスト名(半角英数字 15 文字以内) 

ネットワーク上での SVS-0610e の名称を指定してください。他の機器と同じ名前を使用する

ことはできません。必ず固有の名前を指定してください。 
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ドメイン/ワークグループ名(半角英数字 15 文字以内) 

使用するドメイン名またはワークグループ名を指定してください。 

 

ベースプロトコル 

LAN Manager で使用する下位プロトコル(NetBEUI 又は TCP/IP)を選択します。 

 

タイムサーバ名(半角英数字 15 文字以内) 

SVS-0610e に設定したドメインのドメインコントローラを指定してください(TCP/IP 使用時

のみ)。タイムサーバ名を設定しなくても印刷には影響しませんが、プリントジョブ情報の

時間が正しく表示されません。 

WindowsNT 3.51/4.0 Server を使用していない場合やドメインの設定をしない場合は、この

タイムサーバ名は無効です。 

 

【注意】下位プロトコルで TCP/IP を選択した場合のみ設定可能です。 

 

WINS を使用する(下位プロトコル TCP/IP 選択時のみ有効) 

WINS を使用する場合に、チェックしてください。 

WINS をサポートしている環境では、WINS を有効にすることで SVS-0610e が起動時に WINS デ

ータベースにホスト名とその IP アドレスが自動的に登録され、ネットワーク内での名前の重

複をさけることを可能にします。 

 

【注意】ネットワーク上に WINS サーバが存在しない場合は、有効にする必要はありません。 

ルータを越えた印刷を行う場合には、ゲートウェイアドレスとサブネットマスクを 

正しく設定する必要があります。 

 

WINS サーバアドレス(WINS を使用する選択時のみ有効) 

WINS を使用する場合には、WINS サーバの IP アドレスを設定する必要があります。 

 

【注意】DHCP を使用して WINS サーバの IP アドレスを取得する場合は設定する必要はありま

せん。(この場合には、DHCP を有効にする必要があります) 

ただし、DHCPが有効であるにも関わらず、WINSサーバのIPアドレスを取得できない場

合があります。この場合は、WINSサーバのIPアドレスを直接設定する必要があります。 

 

初期設定に戻す 

SVS-0610e の LAN Manager 設定を工場出荷状態に戻します。 
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6. 「ハードウェア設定」シートで設定する 

 

このページでは、SVS-0610e のハードウェア設定の変更を行うことができます。 

 

 
 

必要な情報を入力して、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」をクリックする

と、SVS-0610e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が表示されます

ので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

JetAdmin を使用する 

Hewlett-Packard Company製のネットワークプリンタ設定管理ユーティリティWeb JetAdminにて、

SVS-0610e に接続された HP LaserJet プリンタへの設定及びステータス監視を行う機能を有

効/無効にする設定が行えます。その他のプリンタへ接続した場合は、SVS-0610e の情報(一

部のみ)を参照できます。 

また、「PrintAdmin」にて HP LaserJet プリンタのステータス監視が行えます。 

 

【注意】プリンタのステータス監視は、HP LaserJet4000/5000 Series のみ行えます。

(SVS-0610e の JETADMIN が Enable、SUPPORT PARALLEL MODE が Auto 又は ECP の場合

でプリンタの設定でパラレルアドバンスキノウ＝オンの場合のみ可能) 

【注意】Web JetAdmin の使用方法は、Web JetAdmin のマニュアルをご覧ください。また、使

用できる機能の詳細につきましては、制限事項がありますのでアプティ お客様相談

センターまでお問い合わせください。 
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パラレル動作モード 

SVS-0610e の電源 ON 時に、接続されているプリンタとのネゴシエーションの設定変更ができ

ます。 

 

【注意】ECP/Nibble をサポートしているプリンタとネゴシエーションを行うためにはプリン

タの電源が先に ON になっている必要があります。 

【注意】SVS-0610e を ECP もしくは Nibble モードに固定した場合は、プリンタが ECP もしく

は Nibble をサポートしていて、プリンタの設定と SVS-0610e の設定が一致している

必要があります。この条件を満足しない場合は、ネゴシエーションエラーとなり印刷

が行えません。 

 

起動ディレイ(0-240sec) 

SVS-0610e 起動時の遅延時間の確認と変更を行います。 

 

【注意】通常は変更する必要はありません。 

【参考】スイッチング HUB をご使用の場合は、スイッチング HUB によって電源投入後にすぐ

に通信が開始されない場合がありますので、そのような場合に設定ください。 

 

パラレル転送速度 

SVS-0610e のパラレルポートの転送速度を設定します。パラレルポートへのデータの転送速

度を 2段階に設定できます。ただし、接続されているプリンタのパラレルポートの設定で「コ

ウソク」などが選択できないプリンタの場合に、SVS-0610e の設定を高速に設定すると正常

に印刷できないことがあります。 

 

【注意】パラレル転送速度の設定は、パラレル動作モードが、ECP の場合は無効です。 

 

初期設定に戻す 

SVS-0610e のハードウェア設定を工場出荷状態に戻します。 
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3.1.3.1.6. SVS-0620e の設定 

 

SVS-0620e の設定 

次に、SVS-0620e で設定を行えるプロパティシートについて説明します。 

 

1. 「一般情報」シートで設定する。 

2. 「SNMP」シートで設定する。 

3. 「TCP/IP」シートで設定する。 

4. 「NetWare」シートで設定する。 

5. 「LAN Manager」シートで設定する。 

6. 「ハードウェア設定」シートで設定する。 

 

【注意】「PrintAdmin」で設定を行うためには、以下の設定のいずれかが必要です。 

＜TCP/IP で通信する場合＞ 

1．予め SVS-0620e にクライアント PCと同一セグメントの IPアドレスを設定されてい

ること。 

2．ルータを越えた先に SVS-0620e が存在する場合には、サブネットマスクとゲートウ

ェイアドレスを予め正しく設定されて IP アドレス検索によってデバイスリストに

追加してあること。 

 

＜IPX/SPX で通信する場合＞ 

予め SVS-0620e が NetWare を有効 又は、待機モードに設定されている必要があります。

(「PrintAdmin」で優先プロトコルが TCP/IP の場合には、「PrintAdmin」からも設定が

行えます) 

【注意】「更新ボタン」を実行した場合には、SVS-0620e の内部パラメータは変更されますが、

動作パラメータとは異なりますので、プロパティシート上で「設定ボタン」をクリック

する/メインウィンドウで「設定」→「リセット」のどちらかを必ず実行してください。 

【注意】SVS-0620e の「SNMP」シートを除く設定パラメータを変更してリセットを実行しないと

SVS-0620e 内部の設定パラメータは変更されていますが、実際に動作しているパラメー

タが異なることになり、トラブルを引き起こす原因となることがありますので、必ずリ

セットを実行してください。 
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1. 「一般情報」シートで設定する 

 

このシートでは、SVS-0620e の一般情報の設定を行うことができます。SVS-0620e を管理者の方が

管理するために必要な情報を設定するためのシートです。 

 

 
 

必要な情報を入力して、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」をクリックする

と、SVS-0620e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が表示されます

ので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

システム名 

このユーティリティで認識されるシステム名です。( MIB-ⅡsysName ) 

 

設置場所 

SVS-0620e の設置場所をメモとして残すことができます。( MIB-Ⅱ sysLocation ) 

 

管理者情報 

SVS-0620e の管理者情報をメモとして残すことができます。( MIB-Ⅱ sysContact ) 
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2. 「SNMP」シートで設定する 

このシートでは、SVS-0620e の SNMP 設定を行うことができます。「PrintAdmin」で SVS-0620e と

SNMP 通信するために必要な CommunityName を設定します。CommunityName には 2種類あり、一つ

は SVS-0620e に設定を行うための WriteCommunityName で、もう一つは SVS-0620e の情報を取得

するための Read Only CommunityName となっています。 

 

【注意】コミュニティ名を変更し、「設定」「更新」ボタンをクリックした場合には、その時点で設定

が有効になります。(リセットの必要がありません) 

「PrintAdmin」は、SNMP によって管理されているため、SVS-0620e のコミュニティ名を変更し

た場合は、「PrintAdmin」のコミュニティ名の設定を変更した値に合わせる必要があります。 

 

 
 

アドミニストレータ(半角英数字 63 文字以内) 

SVS-0620e の SNMP コミュニティ名( Write CommunityName)を設定できます。 

 

コミュニティ名 1(半角英数字 63 文字以内) 

SVS-0620e の SNMP コミュニティ名( Read Only CommunityName)を設定できます。 

 

コミュニティ名 2(半角英数字 63 文字以内) 

SVS-0620e の SNMP コミュニティ名( Read Only CommunityName)を設定できます。 

 

初期設定に戻す 

SVS-0620e の SNMP コミュニティ名を工場出荷状態に戻します。 

 

【注意】コミュニティ名のみを変更した場合(他のシートで変更を実施していない場合)は「更新」ボ

タンをクリックすることにより、その直後に有効になります。 
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この場合は、「SNMP」以外のシートを変更していないので、基本的には「設定」ボタンでは

なく「キャンセル」ボタンをクリックすることを推奨します。 

「キャンセル」ボタンをクリックすると下記のメッセージが表示されます。 

 

 
 

「PrintAdmin」は、SNMP による通信で管理しているため SVS-0620e に設定されているコミュ

ニティ名と合わせてください。 

 

他のシートで設定パラメータを変更した場合は、プロパティシート上で「設定ボタン」をクリ

ックする/メインウィンドウで「設定」→「リセット」のどちらかを必ず実行してください。 
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3. 「TCP/IP」シートで設定する 

 

このページでは、SVS-0620e の TCP/IP 設定の変更を行うことができます。 

 

【参考】RARP/BOOTP/DHCP サーバを使用する場合の詳細に関しましては、SVS-0620e 付属の CD-ROM

「NS プリンタ・サーバー SERIES PROGRAM MANUAL」の「第 3 章 TCP/IP」をご参照くだ

さい。 

 

 
 

必要な情報を入力及びチェックして、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」を

クリックすると、SVS-0620e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が

表示されますので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

ARP,PING による IP アドレスの設定を有効にする 

同一セグメント内において、“ARP”&“Ping”による IP アドレスの設定ができるようになり

ます。 

  

DHCP サーバを使用する 

DHCP サーバが存在する環境では、SVS-0620e の TCP/IP 設定を DHCP サーバから取得すること

ができるようになります。 

 

BOOTP サーバを使用する 

BOOTP サーバが存在する環境では、SVS-0620e の TCP/IP 設定を BOOTP サーバから取得するこ

とができるようになります。 

 

RARP サーバを使用する 

RARP サーバが存在する環境では、SVS-0620e の TCP/IP 設定を RARP サーバから取得すること

ができるようになります。 

 

IP アドレス 

SVS-0620e を TCP/IP 環境で使用するためには、必ず設定する必要があります。 
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ただし、IP アドレスを DHCP/BOOTP/RARP サーバのいずれかから取得する設定にした場合には、

設定する必要はありません。 

サブネットマスク 

SVS-0620e のサブネットマスクを設定できます。ルータを越えて TCP/IP 通信する場合には必

ず設定してください。 

 

ゲートウェイアドレス 

SVS-0620e のゲートウェイアドレスを設定できます。ルータを越えて TCP/IP 通信する場合に

は必ず設定してください。 

 

初期設定に戻す 

SVS-0620e の TCP/IP 設定を工場出荷状態に戻します。 
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4. 「NetWare」シートで設定する 

 

このページでは、SVS-0620e の NetWare 設定の変更を行うことができます。 

 

【注意】NetWare でご使用にならない場合は、必ず「NetWare を使用する」のチェックを外して

ください。その他の設定になっていると、SVS-0620e は NetWare の仕様上、定期的に

NetWare のパケットを送信します。その時に、ダイアルアップルータなどで公衆回線で

外部に接続されているようなご環境では、常に回線がつながった状態になる場合があり

ます。 

 

 
 

必要な情報を入力して、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」をクリック

すると、SVS-0620e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が表示

されますので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

NetWare を使用する 

NetWare を使用する設定にします。 

 

【注意】優先プロトコルが TCP/IP の場合のみ設定可能です。 

 

優先フレームタイプ 

SVS-0620e が起動時にファイルサーバを自動検索する際の優先順位を設定します。 

<フレームタイプの検索順序> 

→ IEEE 802.2 → IEEE 802.3 → ETHERNET II → SNAP → IEEE 802.2 →・・ 

 

NetWare モード 

リストからNetWareでの動作モード(バインダリプリントサーバモード/リモートプリンタモ

ード/NDS プリントサーバモード/待機モード)を指定します。選択した NetWare の動作モード

により表示項目が異なります。 
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＜バインダリプリントサーバモード＞ 

 
 

ファイルサーバ名 

バインダリプリントサーバモードにて、SVS-0620e が初期化時にログインするファイルサ

ーバ名を指定します。SVS-0620e をバインダリプリントサーバモードで使用する場合は、

必ず設定してください。 

 

【注意】ファイルサーバ名を設定していない場合は、ネットワーク上のファイルサーバにプリ

ントサーバ名で設定した名前のプリントサーバが存在していても、SVS-0620eはログ

インしません。また、ファイルサーバが複数存在した場合に、ここで指定されたファ

イルサーバ以外のファイルサーバにプリントサーバ名で設定した名前のプリントサ

ーバが存在していてもログインしません。 

 

プリントサーバ名 

バインダリプリントサーバモードでのファイルサーバへの登録名を指定します。バインダ

リプリントサーバモードではこの名前を使用してファイルサーバにログインします。 

 

パスワード 

SVS-0620e がバインダリプリントサーバモードでファイルサーバにログインする場合のパ

スワードを設定します。 

 

【注意】リモートプリンタモードの設定には使用しません。 

 

プリンタポート/プリンタ名(パラレル 1～２、シリアル) 

SVS-0620e それぞれのポートにのプリンタ名(ファイルサーバに登録するプリンタ名)を設定

します。 

 

【注意】バインダリプリントサーバの設定後、NWADMIN/PCONSOLE でファイルサーバにプリ

ントサーバ/プリンタポート(＋プリンタキューの割り当て)を登録してください。 
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＜リモートプリンタモード＞ 

 
 

NetWare プリントサーバ名 

NetWare モードをリモートプリンタモードに設定に設定した場合のみ有効となります。リ

モートプリンタモードにおいて、リモートプリンタがアタッチする NetWare プリントサー

バ名を指定します。すでに登録されている NetWare プリントサーバ名も指定できます。リ

モートプリンタモードで使用する場合は、必ず NetWare プリントサーバ名を設定してくだ

さい。 

 

【注意】リモートプリンタモードで使用する場合には、別途 NetWare ファイルサーバで

NetWareに付属のPCONSOLE/NWADMINにてリモートプリンタの設定及び設定を行い

登録したプリントサーバプログラムを起動する必要があります。 

 

プリンタポート/プリンタ名(パラレル１～２、シリアル) 

SVS-0620e それぞれのポートにのプリンタ名(ファイルサーバに登録するプリンタ名)を設定

します。 

 

社別識別子 

ファイルサーバが 3.xJ の場合に、DOS クライアントから印刷する場合の社別識別子です。

DOS クライアントからの印刷を行わない場合は設定不要です。 
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＜NDS プリントサーバモード＞ 

 
 

ツリー名 

NDS プリントサーバモードでログインするツリー名を指定します。 

 

コンテキスト名 

NDS プリントサーバモードでログインするコンテキスト名を指定します。 

 

プリントサーバ名 

NDS プリントサーバモードでのツリーへの登録名を指定します。NDS プリントサーバモード

ではこの名前を使用してツリーにログインします。 

 

パスワード 

SVS-0620e が NDS プリントサーバモードでツリーにログインする場合のパスワードを設定

します。 

 

【注意】リモートプリンタモードの設定には使用しません。 

 

プリンタポート/プリンタ名(パラレル 1～２、シリアル) 

SVS-0620e それぞれのポートにのプリンタ名(ファイルサーバに登録するプリンタ名)を設定

します。 
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＜待機モード＞ 

 
 

待機モードの場合は、SVS-0620e は定期的に NetWare ファイルサーバの存在の有無を確認す

るためのパケットを送出しますが、NetWare ファイルサーバにアタッチ及びログインを行い

ませんので、IPX 通信を使用して、「PrintAdmin」等の設定ユーティリティから SVS-0620e

に対して設定を行いたい場合に使用してください。工場出荷時設定は、待機モードに設定さ

れています。 

 

 

【注意】NetWare でご使用にならない場合は、必ず「NetWare を使用する」のチェックを外してくだ

さい。その他の設定になっていると、SVS-0610e は NetWare の仕様上、定期的に NetWare の

パケットを送信します。その時に、ダイアルアップルータなどで公衆回線で外部に接続され

ているようなご環境では、常に回線がつながった状態になる場合があります。 
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5. 「LAN Manager」シートで設定する 

 

このページでは、SVS-0620e の LAN Manager 設定の変更を行うことができます。 

 

【参考】SVS-0620eをLAN Managerで使用する場合の詳細に関しましては、SVS-0620e付属のCD-ROM

「NS プリンタ・サーバー SERIES PROGRAM MANUAL」の「第 5章 LANManager」をご参照

ください。 

【注意】LAN Manager の仕様上、印刷中に別のｸﾗｲｱﾝﾄより印刷要求があった場合には、後から印

刷した JOB はエラーとなり印刷できません。前の印刷が終了した後、再度印刷を行う必

要があります。 

【注意】ホスト名、ドメイン/ワークグループ名、タイムサーバ名は、下記の半角記号は入力禁

止文字です。 

“"”(ダブルクォーテーション)、“=”(イコール)、“|”(パイプ)、“¥”(円マーク)、“+”
(プラス)、“;”(セミコロン)、“*”(アスタリスク)、“:”(コロン)、“]”(大カッコ右)、“[”
(大カッコ左)、“,”(カンマ)、“<”(不等号大なり)、“>”(不等号小なり)、“?”(クエスチ

ョンマーク) 
【注意】LAN Manager でご使用にならない場合は、「LAN Manager を使用する」のチェックを外し

てください。 

 

 
 

必要な情報を入力及びチェックして、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」を

クリックすると、SVS-0620e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が

表示されますので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

LAN Manager を使用する 

LAN Manager を使用する設定にします。 

 

ホスト名(半角英数字 15 文字以内) 

ネットワーク上での SVS-0620e の名称を指定してください。他の機器と同じ名前を使用する

ことはできません。必ず固有の名前を指定してください。 
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ドメイン/ワークグループ名(半角英数字 15 文字以内) 

使用するドメイン名またはワークグループ名を指定してください。 

 

ベースプロトコル 

LAN Manager で使用する下位プロトコル(TCP/IP 又は NetBEUI)を選択します。 

 

タイムサーバ名(半角英数字 15 文字以内) 

SVS-0620e に設定したドメインのドメインコントローラを指定してください(TCP/IP 使用時

のみ)。タイムサーバ名を設定しなくても印刷には影響しませんが、プリントジョブ情報の

時間が正しく表示されません。 

WindowsNT 3.51/4.0 Server を使用していない場合やドメインの設定をしない場合は、この

タイムサーバ名は無効です。 

 

【注意】下位プロトコルで TCP/IP を選択した場合のみ設定可能です。 

 

WINS を使用する(下位プロトコル TCP/IP 選択時のみ有効) 

WINS を使用する場合に、チェックしてください。 

WINS をサポートしている環境では、WINS を有効にすることで SVS-0620e が起動時に WINS デ

ータベースにホスト名とその IP アドレスが自動的に登録され、ネットワーク内での名前の重

複をさけることを可能にします。 

 

【注意】ネットワーク上に WINS サーバが存在しない場合は、有効にする必要はありません。 

 ルータを越えた印刷を行う場合には、ゲートウェイアドレスとサブネットマスクを

正しく設定する必要があります。 

 

WINS サーバアドレス(WINS を使用する選択時のみ有効) 

WINS を使用する場合には、WINS サーバの IP アドレスを設定する必要があります。 

 

【注意】DHCP を使用して WINS サーバの IP アドレスを取得する場合は設定する必要はありま

せん。(この場合には、DHCP を有効にする必要があります) 

ただし、DHCPが有効であるにも関わらず、WINSサーバのIPアドレスを取得できない場

合があります。この場合は、WINSサーバのIPアドレスを直接設定する必要があります。 

 

初期設定に戻す 

SVS-0620e の LAN Manager 設定を工場出荷状態に戻します。 
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6. 「ハードウェア設定」シートで設定する 

 

このページでは、SVS-0620e のハードウェア設定の変更を行うことができます。 

 

 
 

必要な情報を入力して、「設定ボタン」をクリックしてください。「設定ボタン」をクリックする

と、SVS-0620e にパラメータを設定してから「プリントサーバのリセット」画面が表示されます

ので、「はい」をクリックして設定したパラメータを有効にしてください。 

 

JetAdmin を使用する（パラレル１） 

Hewlett-Packard Company製のネットワークプリンタ設定管理ユーティリティWeb JetAdminにて、

SVS-0620e に接続された HP LaserJet プリンタへの設定及びステータス監視を行う機能を有

効/無効にする設定が行えます。その他のプリンタへ接続した場合は、SVS-0620e の情報(一

部のみ)を参照できます。 

また、「PrintAdmin」にて HP LaserJet プリンタのステータス監視が行えます。 

 

【注意】プリンタのステータス監視は、HP LaserJet4000/5000/8000 Series のみ行えます。

(SVS-0620e の JETADMIN が Enable、SUPPORT PARALLEL MODE が Auto 又は ECP の場合

でプリンタの設定でパラレルアドバンスキノウ＝オンの場合のみ可能)  

WebJetAdmin 機能が有効となるのはパラレルポート１に接続されたプリンタのみです。 

【注意】Web JetAdmin の使用方法は、Web JetAdmin のマニュアルをご覧ください。また、使

用できる機能の詳細につきましては、制限事項がありますのでアプティ お客様相談

センターまでお問い合わせください。 
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パラレル動作モード 

SVS-0620e の電源 ON 時に、接続されているプリンタとのネゴシエーションの設定変更ができ

ます。 

 

【注意】ECP/Nibble をサポートしているプリンタとネゴシエーションを行うためにはプリン

タの電源が先に ON になっている必要があります。 

【注意】SVS-0620e を ECP もしくは Nibble モードに固定した場合は、プリンタが ECP もしく

は Nibble をサポートしていて、プリンタの設定と SVS-0620e の設定が一致している

必要があります。この条件を満足しない場合は、ネゴシエーションエラーとなり印刷

が行えません。 

 

起動ディレイ(0-240sec) 

SVS-0620e 起動時の遅延時間の確認と変更を行います。 

 

【注意】通常は変更する必要はありません。 

【参考】スイッチング HUB をご使用の場合は、スイッチング HUB によって電源投入後にすぐ

に通信が開始されない場合がありますので、そのような場合に設定ください。 

 

パラレル転送速度 

SVS-0620e のパラレルポートの転送速度を設定します。パラレルポートへのデータの転送速

度を 2段階に設定できます。ただし、接続されているプリンタのパラレルポートの設定で「コ

ウソク」などが選択できないプリンタの場合に、SVS-0620e の設定を高速に設定すると正常

に印刷できないことがあります。 

 

【注意】パラレル転送速度の設定は、パラレル動作モードが、ECP の場合は無効です。 

 

シリアル設定 

SVS-0620e のシリアルポート通信パラメータの設定します。シリアル通信するためには、接

続されたプリンタのシリアルポート通信パラメータの設定とSVS-0620eの設定を同じにする

必要があります。 

 

【注意】シリアルポートで接続したプリンタに印刷を行うためには、SVS-0620e のシリアルポ

ートの設定とプリンタのシリアルポートの設定が同じである必要があります。プリン

タのシリアルポートの設定については、ご使用になるプリンタのマニュアルをご参照

ください。 

 

初期設定に戻す 

SVS-0620e のハードウェア設定を工場出荷状態に戻します。 
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3.1.3.2. IP アドレスの設定について 

 

同一セグメント内の SVS-06 シリーズに対して、IP アドレスの設定を変更することができます。 

 

IP アドレスの設定変更を行いたい SVS-06 シリーズをデバイスリスト上で選択し、「設定」→「IP

アドレスの設定」を実行するか、右クリックで「IP アドレスの設定」を実行することにより SVS-06

シリーズに関する IP アドレスの設定を行うことができます。 

 

【注意】IP アドレスを設定するには、「PrintAdmin」を管理者モードで起動している必要がありま

す。 

 

 
 

SVS-06 シリーズに設定したい IP アドレスを入力して OK ボタンを押して下さい。設定が終了す

ると下記のメッセージが表示されます。 

 

 
 

【注意】ブロードキャストにて IP アドレスを設定しますので、SVS06 シリーズとクライアント

PC は同一セグメントに存在する必要があります。 

 

 

同一セグメント以外の IP アドレスを設定した場合は、通信ができないため下記のメッセージが

表示されます。 

 
 

【注意】SVS-06 シリーズに、予めゲートウェイアドレスとサブネットマスクを正確に設定されてい

る場合は、同一セグメントのIPアドレスを設定する必要はありません。 
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「PrintAdmin」を起動している PC に TCP/IP がインストールされていない場合は下記のメッセ

ージが表示されますので、PC の NIC 設定をご確認ください。 

 

 
 

【注意】TCP/IP 環境であっても、SVS-06 シリーズがデバイスリストウィンドウで IP アドレス表

示が空欄(認識されていない)場合は、このエラーメッセージがでます。この場合には、

「表示」→「最新情報に更新」を実行して、IP アドレスが表示されたことを確認してか

ら再度実行してください。 
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3.1.3.3. エラー履歴のクリアについて 

 

エラー履歴のクリアを行いたい SVS-06 シリーズをデバイスリスト上で選択し、「設定」→「エラ

ー履歴のクリア」を実行することにより SVS-06 シリーズに関するエラー履歴のクリアを行うこと

ができます。 

 

【注意】エラー履歴のクリアを行うには、「PrintAdmin」を管理者モードで起動している必要があります。 

 

 
 

エラー履歴をクリアしたい場合には、clear ボタンを押して下さい。エラー履歴がクリアされる

と 40 番地～45 番地までが全て「FF」になります。 

 

 

【参考】SVS-06 シリーズにエラー(FF 以外の値)履歴がある場合の対応に関しましては、SVS-06

シリーズ付属の CD-ROM「NS プリンタ・サーバー SERIES PROGRAM MANUAL」の「付録 A 

故障診断」をご参照ください。(SVS-0610e、SVS-0620e の中からお使いの製品のものを

選択してください) 
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3.1.3.4. 工場出荷時に戻すについて 

 

工場出荷時設定に戻したい SVS-06 シリーズをデバイスリスト上で選択し、「設定」→「工場出荷時

に戻す」を実行することによりSVS-0610e、SVS-0620e を工場出荷時設定に戻すことができます。 

 

【注意】工場出荷時に戻すを実行するには、「PrintAdmin」を管理者モードで起動している必要があります。 

 

コマンドを実行すると下記メッセージが表示されますので、出荷時設定に戻す場合は「はい」 

をクリックしてください。「はい」を実行すると、工場出荷時設定に戻してリセットされますの

で、IP アドレス体系が現在のネットワーク環境と異なります。IP アドレスを再設定し、その他

の必要な設定を再度行ってください。 
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3.1.3.5. リセットについて 

 

ソフトウェアリセットを行いたいSVS-06 シリーズをデバイスリスト上で選択し、「設定」→「リセ

ット」を実行することによりSVS-06 シリーズをソフトウェアリセットすることができます。 

 

【注意】リセットを行うには、「PrintAdmin」を管理者モードで起動している必要があります。 

 

コマンドを実行すると下記メッセージが表示されますので、リセットする場合は「OK」 

をクリックしてください。 

 

 
 

【参考】SVS-06 シリーズで動作が不安定な場合にリモートでリセットする場合や、設定を変更

した場合に設定を有効にする際などにご利用ください。 
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3.1.3.6. ダウンロードについて 

 

SVS-06 シリーズ用の最新のファームウェアを入手して、インストールしたディレクトリの下のダ

ウンロード用フォルダ内に保存してください。 

 

【SVS-0610e の場合】 

コピーするフォルダ(デフォルト)“C:¥Program Files¥APTi¥PrintAdmin¥SVS-0610e” 

コピーするファイル:rs.bin 

 

【SVS-0620e の場合】 

コピーするフォルダ(デフォルト)“C:¥Program Files¥APTi¥PrintAdmin¥SVS-0620e” 

コピーするファイル:rs.bin 

 

【参考】SVS-0610e、SVS-0620e 用の最新ファームウェアは、アプティのホームページ上にてダ

ウンロードすることができます。お問い合わせ先に関しましては、「サポートについ

て」をご参照ください。(製品付属の CD-ROM「NS プリンタ・サーバー SERIES PROGRAM 

MANUAL」にも含まれていますが、ホームページの情報が先に更新されますので、その

場合はバージョンのご確認をお願いします。) 

 

 
 

ダウンロードを行いたい SVS-06 シリーズをデバイスリスト上で選択し、「設定」→「ダウンロー

ド」を選択すると、以下のようなターゲット情報が表示されます。ここで、「OK」をクリックする

と、SVS-06 シリーズのアップグレードを行うことができます。 
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１．機種名の選択 

機種名リストからダウンロードを行う機種を選択します。 

 

２．ダウンロードファイルの選択 

「ファイル参照」からダウンロードファイルを指定します。 

 

 
 

３．ターゲットの指定 

TCP/IP によるバージョンアップの場合は、SVS-06 シリーズに設定した IP アドレスを使用し

ます。IPX によるバージョンアップの場合は、SVS-06 シリーズの MAC アドレスを使用します。

(ルータ越えダウンロードの場合は、ネットワーク番号の入力が必要です) 

 

   ＜TCP/IP 環境の場合＞     ＜IPX 環境の場合＞  

   
 

 

【注意】IPX/SPX 用ユーティリティを使用する場合は、ファイルサーバにログインしている必要が

あります。また、SVS-0610e、SVS-0620e は、IPX のルータ越えダウンロードに対応して

います。 

【注意】アップグレードを行うには、「PrintAdmin」を管理者モードで起動している必要がありま

す。 
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４．「ダウンロード」をクリックすると、「現在のバージョン」と「ダウンロードするファイルのバ

ージョン」を表示します。 

   

 
 

バージョンを確認後、「ダウンロードする」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

５．ダウンロード 

  データの転送が始まります。 
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【注意】ダウンロード中は、プリントサーバの電源をOFFにしないでください。 

 

 
 

６．完了 

  ダウンロードが完了すると、以下のメッセージが表示されるので、プリントサーバの電源を

OFF/ON します。 

 

 
 

以上で、プリントサーバのバージョンアップは完了です。 
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3.1.3.7. 優先プロトコルの選択について 

 

「PrintAdmin」が、ネットワーク機器と通信する場合に、そのネットワーク機器が TCP/IP、IPX/SPX

の両方をサポートしている場合にどちらを優先するかを選択することができます。 

「設定」→「優先プロトコルの選択」を実行して、どちらを優先するか選択して、「OK」をクリック

してください。 

 

 
 

【注意】「PrintAdmin」がインストールされている PC の NIC 設定で TCP/IP、IPX/SPX が予めイ

ンストールされている必要があります。 

 

3.1.3.8. コミュニティ名の設定について 

 

「PrintAdmin」で SVS-06 シリーズと SNMP通信するために必要な CommunityName を設定します。 

CommunityName には 2 種類あり、一つは SVS-0610e、SVS-0620e に設定を行うための Write 

CommunityName で、もう一つは SVS-06 シリーズの情報を取得するための Read Only 

CommunityName となっています。 

 

【注意】コミュニティ名の設定を行うには、「PrintAdmin」を管理者モードで起動している必要が

あります。 
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3.1.4. 「ヘルプ」メニューを使用する 

 

ここでは、メインウインドウにあるメニューの「ヘルプ」で実現する機能について説明します。 

 

 

 

ヘルプトピックス 

「PrintAdmin」に関するヘルプが起動します。 

 

【注意】「設定」→「プロパティ」で開かれるプロパティシートに関するヘルプは、プロパティシ

ート上の「ヘルプ」ボタンを押すことで起動されます。ここで、起動するヘルプとは異

なります。 

バージョン情報 

「PrintAdmin」のバージョンが表示されます。 
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サポート情報 

APTi のホームページの URL、テクニカルサポートセンタの連絡先などが表示されます。 

「インターネットインフォメーション」のボタンをクリックすると、「PrintAdmin」を起動してい

るクライアント PC に WWW ブラウザがインストールされている場合は、自動的に APTi のホームペ

ージにリンクして起動します。 

 
 

3.1.5. ツールバーについて 
 

ここでは、ツールバーで実現する機能について説明します。 

ツールバーは、デバイスウィンドウでデバイスを選択していない場合と選択している場合で表示

がことなります。 

 

デバイスウィンドウでデバイス選択されていない場合 

デバイスウィンドウでデバイスが選択されていない場合(反転表示していない)には、下記のよう

にツールバーは表示されます。 

 

 
 

デバイスウィンドウでデバイス選択されている場合 

デバイスウィンドウでデバイスが選択されている場合(反転表示している)には、下記のようにツ

ールバーは表示されます。 

 

 
 

ファイルを開く 

以前に保存していた「情報ファイル」を開きます。メニューの「ファイル」→「開く」と同じ
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動作をします。詳細は、「3.1.1. 「ファイル」メニューを使用する」をご参照ください。 

 

名前を付けて保存 

取得したデータを 3種類の保存形式で保存します。メニューの「ファイル」→「名前を付けて

保存」と同じ動作をします。詳細は、「3.1.1. 「ファイル」メニューを使用する」をご参照く

ださい。 

 

新規グループ作成 

「グループリストウィンドウ」にユーザ定義のグループを追加します。メニューの「ファイル」

→「新規グループ作成」と同じ動作をします。詳細は、「3.1.1. 「ファイル」メニューを使用

する」をご参照ください。 

 

 

最新情報に更新 

「デバイスリストウインドウ」の情報を更新します。メニューの「表示」→「最新情報に更新」

と同じ動作をします。詳細は、「3.1.2. 「表示」メニューを使用する」をご参照ください。 

 

検索 

ネットワーク上の機器をスキャンします。メニューの「表示」→「検索」と同じ動作をします。

詳細は、「3.1.2.4. 検索の使用方法について」をご参照ください。 

 

 ステータス 

「デバイスリストウインドウ」で選択されたネットワーク機器の情報を表示します。メニュー

の「表示」→「ステータス」と同じ動作をします。詳細は、「3.1.2.2. ネットワーク機器のス

テータス表示について」をご参照ください。 

 

 プリンタステータス 

「デバイスリストウインドウ」で選択されたネットワーク機器が、PRINTER-MIB を搭載してい

る場合には、プリンタのステータスを表示します。メニューの「表示」→「プリンタステータ

ス」と同じ動作をします。詳細は、「3.1.2.3. プリンタのステータス表示について」をご参照

ください。 

 

プロパティ 

「デバイスリストウインドウ」で選択されたネットワーク機器が、SVS-06 シリーズの場合に

は、プリントサーバの設定を行うことができます。メニューの「設定」→「プロパティ」と同

じ動作をします。詳細は、「3.1.3.1. SVS-06 シリーズの設定について」をご参照ください。 

 

ヘルプ 

「PrintAdmin」のヘルプが起動します。 
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第 4 章 トラブルシュート 
 

4.1. 概要 
 

「PrintAdmin」をインストールして起動したが正常に動作していないように思われる場合には、

下記の項目を確認してみてください。 

【制限】「1.2. PrintAdmin での制限事項 1～2」 

 

説明の中に出てくる＜TCP/IP＞と＜IPX/SPX＞は、「PrintAdmin」を起動しているクライアント

PC の環境が TCP/IP の場合と IPX/SPX の場合で、確認する項目がことなる場合があるので、

「PrintAdmin」を起動しているクライアント PC の環境のプロトコルに合わせて確認してくださ

い。 

 

1. デバイスリストウィンドウに何も表示されない。→「4.1.1. 問題ケース 1」 

2. デバイスリストウィンドウのデバイスが×になっている。→「4.1.2. 問題ケース 2」 

3. デバイスリストウィンドウのデバイスすべてが×になっている。→「4.1.3. 問題ケース 3」 

4. デバイスリストウインドウに目的のデバイスが表示されない。→「4.1.4. 問題ケース 4」 

5. デバイスリストウィンドウに別のネットワークのデバイスが表示されている。→「4.1.5. 問題ケース5」 

6. デバイスリストウィンドウに別のネットワークのデバイスがX印表示されている。→「4.1.6. 問題ケース6」 

 

4.1.1. 問題ケース 1 

 

デバイスリストウインドウに何も表示されない場合は、下記項目を順にご確認ください。 

 

1. ネットワークアダプタは正しく動作していますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

「PrintAdmin」を起動しているクライアント PC のネットワークコンピュータで、他の PC がブラ

ウズできますか？出来ていないようでしたら「PrintAdmin」を起動しているクライアント PC の

ネットワークアダプタが正常に動作していない恐れがあります。 

 

2. TCP/IP もしくは IPX/SPX がインストールされていますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

「PrintAdmin」は、TCP/IP 環境か IPX 環境でご使用いただけるユーティリティです。 

「PrintAdmin」を起動しているクライアント PC のネットワークコンピュータのプロパティで、

TCP/IP か IPX/SPX がインストールされていることを確認してください。 

 

3. IP アドレスが正しく設定されていますか？＜TCP/IP＞ 

「PrintAdmin」を起動しているクライアント PC のネットワークコンピュータのプロパティから、

TCP/IP プロトコルのプロパティを起動して、設定されている IP アドレスが、ご使用のネットワ

ーク環境のアドレス体系と一致していることを確認してください。 
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4. SNMP コミュニティ名が変更されていませんか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

「PrintAdmin」は、SNMP でネットワーク上の機器を管理しています。 

このため、SNMP コミュニティ名が一致している機器しかデバイスリストに表示されません。 

表示されていないデバイスのコミュニティ名と「PrintAdmin」のコミュニティ名が異なっていな

いかどうかを確認ください。 

 

4.1.2. 問題ケース 2 

デバイスリストウインドウに表示されているネットワーク機器で、 や のようになってい

るネットワーク機器がある場合は、下記項目を順にご確認ください。 

 

1.電源が入っていますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

デバイスの電源と接続されている HUB、アクセスポイントの電源が ON になっていることを確認

してください。 

 

2.ネットワークケーブルが接続されていますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

接続されている HUB のリンクを確認してください。 

 

3.情報が更新されていますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

自動更新の設定で、「自動更新を有効にする」のチェックが外れていませんか？稼働していなか

ったデバイスの情報が残っている可能性がありますので、手動で「表示」→「最新情報に更新」

を実行してみてください。また、デバイスが正常に稼働していても、ネットワークの負荷が大き

いためにデバイスからの返答に時間がかかることによって X印表示されることがあります。この

場合も、同様に最新情報に更新してみてください。 

 

4.IP アドレスが変更されていませんか？＜TCP/IP＞ 

「PrintAdmin」は、終了時に自動的にネットワーク情報を情報ファイル「StartUpFile.kdf」に

保存します。 

このため、次回「PrintAdmin」の起動時にデバイスの IP アドレスが変更されていた場合は、昔

の IP アドレスで検索するので、通信不能状態として表示されます。 

このような場合は、リストからデバイスを削除し、検索で新しい IP アドレスを指定して新たに

リストに加えるようにしてください。 

 

5.SNMP コミュニティ名が変更されていませんか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

「PrintAdmin」は、SNMP でネットワーク上の機器を管理しています。 

このため、SNMP コミュニティ名が一致していないと通信不能状態として表示されます。 

表示されているデバイスのコミュニティ名と「PrintAdmin」のコミュニティ名が異なってい



第 4 章 トラブルシュート 

 

 

79 

ないかどうかを確認ください。 

 

4.1.3. 問題ケース 3 

デバイスリストウインドウに表示されているネットワーク機器がすべて や のようにな

っている場合は、下記項目を順にご確認ください。 

 

1. ネットワークケーブルが接続されていますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

接続されている HUB のリンクを確認してください。 

 

2. ネットワークアダプタは正しく動作していますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

「PrintAdmin」を起動しているクライアント PC のネットワークコンピュータで、他の PC がブラ

ウズできていますか？出来ていないようでしたら「PrintAdmin」を起動しているクライアント

PC のネットワークアダプタが正常に動作していない恐れがあります。 

 

3. クライアント PC の IP アドレスが変更されていませんか？＜TCP/IP＞ 

「PrintAdmin」を起動しているクライアント PC のネットワークコンピュータのプロパティで

TCP/IP プロトコルの IP アドレスが、変更されていないか確認してください。 

 

4. SNMP コミュニティ名が変更されていませんか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

「PrintAdmin」は、SNMP でネットワーク上の機器を管理しています。 

このため、「PrintAdmin」の SNMP コミュニティ名がすべてのデバイスのコミュニティ名と異なっ

ていた場合はこのような現象になります。「PrintAdmin」のコミュニティ名を確認してください。 

 

4.1.4. 問題ケース 4 

デバイスリストウインドウに管理したいデバイスが表示されない場合は、下記項目を順にご確認

ください。 

 

1. 電源が入っていますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

デバイスの電源と接続されている HUB、アクセスポイントの電源が ON になっていることを確認

してください。 

 

2. ネットワークケーブルが接続されていますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

接続されている HUB のリンクを確認してください。 

 

3. SNMP コミュニティ名が変更されていませんか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

このため、「PrintAdmin」の SNMP コミュニティ名と管理したいデバイスのコミュニティ名が異な

っている場合は、通信することができません。管理したいデバイスののコミュニティ名と
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「PrintAdmin」のコミュニティ名が異なっていないかどうかを確認ください。 

 

4. 管理したいデバイスが異なるセグメント上に存在していませんか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

管理したいデバイスが「PrintAdmin」と異なるセグメント上に存在する場合、検索によってネッ

トワークアドレスを認識するまで、デバイスを表示することができません。 

「PrintAdmin」の検索で、デバイスを検索してグループ登録を行ってください。 

検索の結果で管理したいデバイスが見つかった場合は、次回の「PrintAdmin」の起動時からは管

理したいデバイスがデバイスリストに表示されるようになります。 

 

 

4.1.5. 問題ケース 5 

 

デバイスリストウィンドウに別のネットワークのデバイスが表示されている場合は、下記項目を

ご確認ください。 

 

1. ネットワークアダプタの選択は正しくされていますか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

「PrintAdmin」を起動しているクライアント PC にネットワークアダプタが複数インストールさ

れている場合、「PrintAdmin」起動時にどちらのネットワークアダプタを使用するか選択します

が、その時に監視を行いたいネットワークと接続されているネットワークアダプタが一致しています

か？ 

また、IPX/SPX を使用されている環境では、IPX/SPX は複数のネットワークアダプタがインスト

ールされている場合は、どちらか 1方にしかバインドできません。 

IPX/SPX による検索は、バインドされているネットワークアダプタ側のネットワークを常に表示

していますのでご注意ください。 

 

4.1.6. 問題ケース 6 

 

デバイスリストウィンドウに別のネットワークのデバイスが X印表示されている場合は、下記項

目をご確認ください。 

 

1.情報ファイルに以前の履歴が残っていませんか？＜TCP/IP＞＜IPX/SPX＞ 

別のネットワークのデバイスがすべて×印表示されている場合、以前の履歴が情報ファイルに残

っている可能性があります。管理する必要のないデバイスであれば、デバイスリストから削除し

てください。 

 



 

 

付録 A 対応機種の SNMP について 
 

「PrintAdmin」に対応している SVS-06 シリーズは、ネットワーク管理プロトコルの SNMP に対応して

おり、SNMP マネージャソフトウェアにより管理することができます。 

下記に、仕様を記載します。 

 

 

SVS-0610e、SVS-0620e は以下の標準に従います。 

● SNMP バージョン  SNMPv1(RFC1157)準拠(SNMPv2 には対応していません) 

● トランスポートプロトコル UDP/IP、IPX/SPX 

● コミュニティ名  Read-Only コミュニティ名及び Read-Write コミュニティ名を設定可 

● 対応 MIB  MIB-Ⅱ(RFC-1213)の一部 

HP Private MIB 等の一部 

● 対応 PDU  GetRequest、GetNextRequest、SetRequest、GetResponse、Trap（た

だし coldStart のみ） 

 

SNMP での管理方法については、各 SNMP マネージャソフトウェアの操作マニュアルをご覧ください。 
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