
取扱説明書

PRIFNWSML1

4010491

EK2-01

PRIFNW1S

PRIFNW2S/2SAC
マルチプロトコル

Ethernetインターフェイスカード



はじめに

このたびは10BASE-T/2対応マルチプロトコルI/FカードPRIFNW1S、100BASE-

TX/10BASE-T対応マルチプロトコルI/FカードPRIFNW2S/2SACをお買い求めい

ただき、誠にありがとうございます。

本I/FカードはNetWare、EtherTalk、Windows95/98、WindowsNT/2000、OS/2

に対応したイーサネットカードです。当社プリンタのオプションインターフェ

イススロットに装着して使用します。

ご使用の前に本書をよくお読みになり、製品の性能を十分に発揮できますよう

正しい取り扱いをお願いいたします。

ご愛用登録カードは必ずご返送ください。ユーザー登録がされていない

場合は、製品のサポートを受けられないことがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

お買い求めいただきました弊社製品を安全かつ有効にお使いいただくために、

製品をご使用の際は、本書ならびに本製品を装着するプリンタの取扱説明書を

必ずお読みくださいますようお願いいたします。

PRIFNW2SACをご利用のお客様へ

本製品を安全にお使いいただくため、お使いになるまえに、添付の「本製品を

安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

ご注意
(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤

り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

(4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了

承ください。

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われ

たり、またはエプソンおよびエプソン指定のもの以外の第三者により修理・変更

されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますので

ご了承ください。

(6) エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着

してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

©2000 セイコーエプソン株式会社

西沢 直美
 



ESC/PageおよびESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

ノベル、Novell、NetWare、NDS は、米国Novell, Inc. およびノベル株式会社の登録商標です。

NDSは、Novell Directory Servicesの略称です。

Novell Directory Services、Client 32、IPX、IntranetWare、IntranetWare

Client、IPX/SPX、NetWare 3、NetWare 4、NetWare 5、NLSP、NLM、SPX、Novell

Distributed Print ServicesおよびNDPSは、米国Novell, Inc.の商標です。

Appleの名称、Macintosh、AppleTalk、EtherTalk、漢字Talk、MacOSは

AppleComputer、Inc. の登録商標または商標です。

MS-DOS、Microsoft、WindowsおよびWindows NTは米国マイクロソフト社の米国及びそ

の他の国における登録商標です。

OS/2は IBMの商標です。

This product Includes software developed by the University of California,

Berkeley, and Its contributors.

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意
本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理･保守サービス及び

技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあり

ます。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社と

いたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害自主規制について
PRIFNW1Sについて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情

報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがありま

す。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

PRIFNW2S/2SAC について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス 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。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超える

ことが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。
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マークについて

このマークの部分には注意事項が記載されています。必ずお読みになる

ようお願いいたします。

このマークの部分には、補足的な説明が記載されています。

表記について

・ 本文中にある「I/Fカード」は、PRIFNW1S、PRIFNW2S/2SACを指しています。

・ Microsoft®Windows® 95 operating system 日本語版

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版   　の表記について

Microsoft®  Windows® 2000 operating system 日本語版

Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、

Windows98、Windows2000、WindowsNTと表記しています。また、

Windows95、Windows98、Windows2000、WindowsNTを総称する場合は

「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows95/98/NT/2000」

のようにWindowsの表記を省略することがあります。
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1ご使用の前に

この章では、I/Fカードおよび同梱のソフトウェアの概要や、I/Fカードを使

用するための作業の概要について説明します。

I/Fカードの装着やソフトウェアのインストールを行う前に、本章をよくお読

みください。

付属品の確認 2ページ

I/Fカードについて 3ページ

ソフトウェアについて 4ページ

動作環境 6ページ

装着できるプリンタ 7ページ

作業の進め方 8ページ
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付属品の確認

以下のものが揃っているかご確認ください。

全機種共通

・ I/Fカード

（ユーティリティソフト：EpsonNet WebAssist組込済） 1枚

・ PRIFNW1S、PRIFNW2S/2SACソフトウェアCD-ROM 1枚

内容：

□EpsonNet WinAssist □ EpsonNet MacAssist

□ EpsonNet WebManager □ EpsonNet Direct Print
□ EpsonNet Internet Print

□ EPSONプリンタウィンドウ!2

□ EPSON Print!2

・ PRIFNW1S、PRIFNW2S/2SAC 取扱説明書（本書） 1冊

・ EpsonNet WebManagerインストールガイド 1冊

・ EPSONプリンタウィンドウ!2 取扱説明書 1冊

・ EPSON Print!2取扱説明書 1冊

・ お客様ご愛用登録カード 1枚

・ FAX問い合わせ票 2枚

・ アンケートシート 2枚

・ 保証書 1枚

PRIFNW1Sのみ

・ 10BASE-2用 Y型コネクタ 1個

PRIFNW2SACのみ

・ ACアダプタ（ACアダプタ本体、ACケーブル） 1個

・ PRIFNW2SAC には、同梱のACアダプタ（Model:EU-30）以外は使用し

ないでください。

・ Ethernetケーブルは付属していません。PRIFNW1Sの場合、カテゴ

リー5のケーブルまたは10BASE-2ケーブルを使用してください。

PRIFNW2S/2SACの場合、カテゴリー5のシールドケーブルを使用して

ください。
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I/Fカードについて

本I/Fカードの機能は次のとおりです。

・ PRIFNW1Sは 10BASE-2用コネクタと10BASE-T用コネクタを装備していま

す。コネクタは自動選択されます。手動での選択はできません。

・ PRIFNW2S/2SACは、10BASE-T/100BASE-TXを自動認識します。

・ 各種ネットワークOS･プロトコルに対応しています。

・ IPP（Internet Printing Protocol）に対応しています。

・ プリンタMIBに対応したプリンタへ接続すると、SNMP、プリンタMIBを

使用することができます。

・ 下記のプリンタへI/Fカードを装着すると、I/Fカードが、プリンタの代

わりにプリンタMIBの応答を行います。この代理応答機能により、ネッ

トワーク上ではこれらのプリンタをSNMP、プリンタMIB対応プリンタと

して扱うことができます。

LP-1700/1700S/1800/8200/8300/8300S/8400/8600/9200/9200S/9200SX/

9300/9600/8000C

PM-5000C/9000C/7000C

MJ-3000C/3000CU/5100C/6000C/8000C/930C

VP-1850/2200/4200/5200

EM-900C
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ソフトウェアについて

本製品に同梱されているCD-ROMからは、次のソフトウェアがインストールで

きます。各ソフトウェアの機能は次のとおりです。ソフトウェアの機能をご覧

になり、用途にあったソフトウェアをお使いください。

EpsonNet WinAssist

Windowsから I/Fカードを設定するときに使います。

I/FカードのTCP/IP、NetWare、NetBEUI、AppleTalk情報を設定できます。

EpsonNet MacAssist

Macintoshから I/Fカードを設定するときに使います。

I/FカードのTCP/IP、AppleTalk情報を設定できます。

EpsonNet WebAssist

WebブラウザからI/Fカードを設定するときに使います。EpsonNet WinAssist

や EpsonNet MacAssistで、I/FカードのIPアドレスを設定してから使いま

す。

I/FカードのNetWare、TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI、IPP、SNMPのコミュニ

ティとトラップを設定できます。また、I/Fカードを装着したプリンタの現在

の状態が確認できます。

EpsonNet WebManager

Webブラウザから、ネットワーク上のデバイスを管理するときに使います。

EpsonNet Direct Print

Windowsから I/Fカードの装着されたネットワークプリンタに、TCP/IP直接印

刷をするときに使います。

EpsonNet Internet Print

Windows（Windows2000を除く）から、IPPを使って、インターネットに接続

されているプリンタに直接印刷をするときに使います。EpsonNet Internet

Printでは、直接印刷をするための設定をします。
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EPSONプリンタウィンドウ!2

プリンタの状態を監視するときに使います。

EPSON Print!2

Macintoshから EPSON VPシリーズプリンタに印刷をするためのプリンタドラ

イバです。

Macintosh用プリンタドライバが、EPSON VPシリーズプリンタに同梱されて

いない場合にのみ使用してください。

プリンタ側にMacintosh用プリンタドライバが同梱されている場合、そのプリ

ンタドライバを使用してください。

本書では、上記のほかに「Printer Status Page」というソフトウェアに

ついて説明しています。（本書「13 Windows2000 インターネット印刷」）

Printer Status Pageは、Windows2000のネットワークに接続された

EPSON製プリンタの状態をWebブラウザから確認するソフトウェアで、

EPSON製プリンタのWindows2000対応プリンタドライバに含まれるソフト

ウェアです。

本製品には同梱されていませんが、本書では、Printer Status Pageの

使い方を説明しています。
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動作環境

I/Fカードの動作環境は次のとおりです。

・ NetWare5Jの NDPSにある[自動ドライバインストール]には対応して

いません。

・ WindowsNT は、WindowsNT（Intel版）にのみ対応しています。

・ IPPでの印刷については、Windows2000は「13 Windows2000インター

ネット印刷」を、他のWindowsは「12 EpsonNet Internet Print」

を参照してください。

・ MacOS9のマルチユーザ環境には対応していません。

OS バージョン 対応プロトコル

Windows95/98 --

・ TCP/IP（ユーティリティソフト

EpsonNet Direct Print 使用）

・ NetBEUI

・ IPP

WindowsNT
・ 3.51

・ 4.0

Windows2000 --

・ TCP/IP（LPR）（ユーティリティ

ソフト EpsonNet Direct Print 使

用可）

・ NetBEUI

・ IPP(WindowsNT3.51 を除く)

Macintosh

・ 漢字Talk7.1/7.5.x

・ MacOS

7.6.x/8.x/9.x

・ AppleTalk

・ 3.xJ ・ バインダリモード

・ 4.1xJ

・ IntranetWare-J

・ NDS モード

・ バインダリエミュレーション

モード
NetWare

・ 5J

・ NDS モード

・ キューベースプリントシステ

ム

・ NDPS

OS/2 Warp
(OS/2Warp

Connect、OS/2 Warp

Server）

・ V3

・ V4

・ TCP/IP（Warp 付属の lprportd）

・ NetBEUI
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装着できるプリンタ

次のプリンタのオプションインターフェイススロットに装着できます。（2000

年 2月現在）

PRIFNW1S

・ LP-1700/1700S/1800/1900/8200/8300/8300S/8300F/8400/8400F/8400FX/

8600/8600F/8600FX/9200/9200S/9200SX/9300/9600/9600S/8000C/8200C

・ MJ-3000C/3000CU/5100C/6000C/8000C/930C

・ PM-5000C/7000C/9000C

･ EM-900C

・ VP-1850/2200/4200/5200/6000/6200

PRIFNW2S

・ LP-1800/1900/8200/8300/8300S/8300F/8400/8400F/8400FX/8600/8600F/

8600FX/9200/9200S/9200SX/9300/9600/9600S/8000C/8200C

・ MJ-3000C/3000CU/6000C/8000C

・ PM-5000C/7000C/9000C

･ EM-900C

・ VP-6200

PRIFNW2SAC

・ LP-1700/1700S

・ MJ-930C/5100C

・ VP-1850/2200/4200/5200/6000
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TCP/IPを使って印刷する場合や、EpsonNet WebAssistを使う場合

3 I/Fカードの設定に使うOSへ TCP/

IPを組み込んで、I/FカードのIP

アドレスを設定する

「4 TCP/IPの設定」

4 次の中から印刷に使用するOSを選び、I/Fカードを設定する

2 設定ユーティリティをインストー

ルする
「3 設定ユーティリティの

インストール」

作業の進め方

次の手順で、I/Fカードの装着からプリンタ設定までを行います。詳しくは、

参照ページをご覧ください。

作業の内容 参照ページ

1 I/Fカードをプリンタに取り付ける 「2ハードウェアの準備」

NetWare バインダリプリントサーバ印刷「8 NetWare印刷」

NDSプリントサーバ印刷

リモートプリンタ印刷

NDPS印刷

Macintosh AppleTalk印刷 「7 AppleTalk 印刷」

Windows95/98 EPSON TCP/IP印刷 「5 Windows95/98印刷」

NetBEUI印刷

IPP印刷 「12 EpsonNet Internet

Print」

OS/2 TCP/IP(lprportd)印刷「9 OS/2印刷」

NetBEUI印刷

WindowsNT/2000 TCP/IP(LPR)印刷 「6 WindowsNT/2000印刷」

NetBEUI印刷

IPP印刷 「12 EpsonNet Internet

Print」

インターネット印刷 「13　Windows2000　　　

(Windows2000のみ)　　インターネット印刷」
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2ハードウェアの準備

この章ではI/Fカードの各部の名称と、I/Fカードのプリンタへの取り付け方

法を説明します。

I/Fカードの取り付けは、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルや

I/Fケーブルを外してから行ってください。

各部の名称と機能 10ページ

ハードウェアの準備 13ページ

ステータスシート 15ページ
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各部の名称と機能

PRIFNW1S

PRIFNW2S

PRIFNW2SAC

②ステータスシートボタン①通信状態表示ランプ

③10BASE-2コネクタ ④10BASE-Tコネクタ

赤

緑

①通信状態表示ランプ

⑤10BASE-T/100BASE-TXコネクタ

黄

赤

緑

②ステータスシートボタン

①通信状態表示ランプ

⑤10BASE-T/100BASE-TXコネクタ ⑥DCジャック

黄

赤

緑

②ステータスシートボタン
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①通信状態表示ランプ

I/Fカードの状態を表示します。

PRIFNW2S/2SACにある黄色のランプは、コネクタの接続状況を表示するものです。

100BASE-TX/10BASE-Tの切り替えは、I/Fカードが自動的に行います。

②ステータスシートボタン

このボタンを3秒以上押すと、プリンタがステータスシートを2ページ印刷し

ます。ステータスシートにはI/Fカードの現在の設定状況が印刷されます。

また、ステータスシートボタンを押しながらプリンタの電源を入れる（ステー

タスシートボタンは5秒以上押し続ける）と、I/Fカードが初期化されて工場

出荷時の設定に戻ります。I/Fカードを取り付けたときは必ずI/Fカードの初

期化を行ってください。

次の場合、ステータスシートは印刷できません。

・ プリンタが印刷不可状態のとき

・ プリンタが印刷中のとき

ボタンを押してもステータスシートが印刷されない場合は、プリンタが

印刷可能状態になっているかを確認してください。印刷可能状態にもか

かわらず印刷されない場合は、一度プリンタの電源を切ってください。

通信状態表示ランプが消えてから再び電源を入れ、ステータスシートボ

タンを押してください。

黄 状態

点灯 100BASE-TX で接続されている場合

消灯 10BASE-T で接続されている場合

赤 緑 状態

点滅 点滅 プリンタの初期化中（同時に点滅）

消灯 点灯 正常動作中

消灯
点滅

（ゆっくり）
印刷中

消灯
点滅

（速い）
データ送受信中

点灯 消灯 エラー
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③10BASE-2コネクタ(PRIFNW1S)

付属のY型コネクタに10BASE-2ケーブルを接続します。

④10BASE-Tコネクタ(PRIFNW1S)

10BASE-Tケーブル（ツイストペア）を接続します。

⑤10BASE-T/100BASE-TXコネクタ(PRIFNW2S/2SAC)

STPのカテゴリー5ケーブルを接続します。

STPカテゴリー5ケーブルは、10BASE-T、100BASE-TXのどちらにも使えます。

⑥DCジャック(PRIFNW2SAC)

付属のACアダプタを接続します。
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ハードウェアの準備

I/Fカードの、プリンタへの装着方法を説明します。

1 プリンタへの取り付け

I/Fカードの取り付けの手順は次のとおりです。I/Fカードの取り付け方法

はプリンタによって異なりますので、詳細はプリンタの取扱説明書をご覧く

ださい。

本I/Fカードの取り付け、取り外しをするときは、プリンタの電源を切

り、プラグをACコンセントから抜いてください。ACアダプタがコンセン

トに接続されたままの操作は、故障の原因になります。

①プリンタの電源を切り、プラグをACコンセントから抜きます。

②プリンタのオプションインターフェイスカバーを外します。

③I/Fカードをプリンタのオプションインターフェイススロットに装着し、

ネジで固定します。

④PRIFNW2SACの場合は、ACアダプタのプラグをI/FカードのDCジャックに

差し込んでから、コンセントに接続します。

I/Fカード

2 I/Fカードの初期化

ステータスシートボタンを押しながらプリンタの電源をオンにします。ス

テータスシートボタンは5秒以上押し続けてください。
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3 ネットワークケーブルの接続

ネットワークケーブルを接続します。

・ 本I/FカードのIPアドレスは、初期値にプライベートアドレス

[192.168.192.168]が設定されています。お使いのネットワーク環境

に、これと重複するIPアドレスがないことを確認してください。重

複するIPアドレスがある場合は、ネットワーク管理者に確認の上、

重複している機器の電源をオフにして、I/FカードのIPアドレスを

変更してください。設定の方法は、「4 TCP/IPの設定」をご覧ください。

・ 本製品は、クロスケーブルによるコンピュータとの直接接続には対

応していません。10BASE-Tや 100BASE-TXの場合、必ずHUBを介して

接続してください。

4 プリンタの設定

プリンタの取扱説明書を参照して、インターフェイスの設定が自動選択に設

定されていることを確認します。自動選択以外に設定されている場合は、自

動選択に設定してください。（PM-5000Cは、インターフェイス自動選択のみ

のため、設定の変更は不要です。）

5 ステータスシートの印刷

ステータスシートボタンを3秒以上押し続けます。

ステータスシートが印刷できたらプリンタへの取り付けは完了です。

・ プリンタの電源を切って再び電源を入れる場合や、I/Fカードをプリ

ンタから取り外す場合は、必ず通信状態表示ランプが消えてから処

理を行ってください。通信状態表示ランプが消える前に処理を行う

と、I/Fカードが正しく機能しないことがあります。また、I/Fカー

ドの故障の原因となります。

・ I/Fカードのスイッチは、絶対に設定を変更しないでください。正し

く動作しなくなる場合があります。

I/Fカードを取り付けた後、通信動作（イニシャライズ）を開始するまで

に30秒以上かかることがあります。
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ステータスシート

本製品のステータスシートボタンを押すと、I/Fカードの設定が記載されたス

テータスシートが2ページ印刷されます。

ステータスシートには、I/Fカードの現在の設定や、MACアドレスなどの重要

な情報が載っています。次ページの印刷例をご覧ください。
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ステータスシートの印刷例
+———————————————————————————————————————+
|   EPSON  Type B Ethernet I/F Card Status Print(1/2)        |
+———————————————————————————————————————+
<General Information>
Card Type EPSON  10Base-T/100Base-TX Interface Card
Serial Number 000048xxxxxx
MAC Address 00:00:48:xx:xx:xx
Hardware Ver.
Software Ver.
<NetWare> Enable
Network Address XXXXXXXX
Mode Standby
Primary Frame Type Auto
Print Server Name xx-xxxx-xxxxxx
Polling Interval 5
Primary File Server Name (NONE)
NDS Tree (NONE)
NDS Context (NONE)
Primary Print Server Name (NONE)
Printer Port Number 0
<TCP/IP>
IP Address 192.168.192.168
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 255.255.255.255
RARP OFF
BOOTP OFF
DHCP OFF
PING ON
<AppleTalk> Enable
Printer Name xx-xxxx-xxxxxx
Zone Name *
Network Number Set Auto
Network Number 65534
Node ID 128
Entity Type #1
.
Entity Type #15
<NetBEUI> Enable
NetBIOS Name EPxxxxxx
Workgroup Name WORKGROUP
Device Name EPSON
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+—————————-——————————————————————————————+
|   EPSON  Type B Ethernet I/F Card Status Print(2/2)         |
+—————————-——————————————————————————————+
<IPP>
IPP URL http://xxx.xxx.xxx.xxx:631/EPSON_IPP_Printer
Printer Name EPSON_IPP_Printer
Location
<SNMP>
Read Community public
IP Trap 1 Disable
IP Trap Address 1 0.0.0.0
IP Trap Community 1
IP Trap 2 Disable
IP Trap Address 2 0.0.0.0
IP Trap Community 2
IPX Trap 1 Disable
IPX Trap Address 1 00000000:000000000000
IPX Trap Community 1
IPX Trap 2 Disable
IPX Trap Address 2 00000000:000000000000
IPX Trap Community 2
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3 設定ユーティリティのインストール

I/Fカードをプリンタに取り付けたら、次に設定ユーティリティEpsonNet

WinAssist/EpsonNet MacAssistをインストールします。

ユーティリティの機能については、第4章以降をご覧ください。

なお、このユーティリティはOS/2では使用できません。

動作環境 20ページ

EpsonNet WinAssistのインストール 22ページ

EpsonNet MacAssistのインストール 24ページ



20

動作環境

I/Fカードの設定をするユーティリティEpsonNet WinAssist/MacAssist/

WebAssistの動作環境は次のとおりです。

EpsonNet WebAssistは、インストールの必要はありません。I/FカードにIP

アドレスを設定することで使用できます。

インストールの条件

EpsonNet WinAssist/EpsonNet MacAssistをインストールするコンピュータ

の、ハードディスクの空き容量が4MB以上であることを確認してください。

動作環境

EpsonNet WinAssist

対応機種 対応OS 特長

・ 右の OS が動作する

環境

・ IBM PC/AT 互換機、

PC9801 シリーズ

・ Windows95/98

・ WindowsNT4.0/3.51

Server&Workstation

・ Windows2000

I/F カードの TCP/IP、

NetWare 、 NetBEUI 、

AppleTalk 情報を設定

します。

EpsonNet MacAssist

対応機種 対応OS 特長

・ 右の OS が動作する

環境

・ Apple 社 Macintosh

シリーズ

・ 漢字 Talk 7.1/7.5.x

・ MacOS 7.6.x/8.x/9.x

I/F カードの TCP/IP、

AppleTalk 情報を設定

します。

EpsonNet WebAssist

対応機種 対応ブラウザ 特長

・ 右のブラウザが

動作する環境

・ Microsoft Internet

Explorer4.0以上

・ Netscape Navigator 3.02

以上

・ Netscape

Communicator4.0以上

I/F カードの NetWare、

TCP/IP、AppleTalk、

NetBEUI、IPP、SNMP 情

報を設定します。
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・ NetWareサーバがない環境や、NetWareサーバにログインしていない

環境では、EpsonNet WinAssistによるNetWareの設定はできません。

・ EpsonNet WebAssistを使用するには、お使いのコンピュータにあら

かじめTCP/IPが組み込まれている必要があります。TCP/IPの確認は

「TCP/IPの組み込み」（26ページ）を参照してください。

・ I/FカードをNetWareで使用しない場合は、EpsonNet WebAssistの

NetWare設定画面にある[NetWare]欄で[Disable]を選択する必要があ

ります。NetWareを使用しない場合に[Enable]を設定しておくと、ダ

イヤルアップルータを使用したときに、余分な回線使用料のかかる

おそれがあります。

初期値は[Enable]です。設定方法は、「EpsonNet WebAssist」（144

ページ）を参照してください。

・ EpsonNet WebAssistで、インターネットエクスプローラVersion4.0

より前のバージョンを使う場合は、動作に次の制限があります。

○ EpsonNet WebAssistの[オプション]メニューにある[ホームペー

ジの更新]が使えません。

○ NT3.51用では、画面のページ送りが正常にできないことがあります。

・ 本製品より前にリリースされているPRIFNW1/2/2ACに付属のユー

ティリティ（EPSON Net!2）から、本製品を探索、設定することはで

きません。

設定ユーティリティ PRIFNW1S/2S/2SAC PRIFNW1/2/2AC

EpsonNet WinAssist

EpsonNet MacAssist

EpsonNet WebAssist

○ ○

EPSON Net!2 for Windows

EPSON Net!2 for Macintosh

EPSON Net!2 for Intranet

× ○
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EpsonNet WinAssistのインストール

・ EpsonNet WinAssistのインストール後に、OSでプロトコルやサービ

スを追加または削除すると、EpsonNet WinAssistが正常に動作しな

くなることがあります。その場合は、EpsonNet WinAssistを削除し

てから、インストールし直してください。

・ TCP/IP印刷を行う場合や、EpsonNet WebAssistを使う場合は、「4

TCP/IPの設定」を参照してTCP/IPの組み込みと設定を行ってから、

EpsonNet WinAssistをインストールしてください。

・ EpsonNet WinAssistの削除方法は、「EpsonNet WinAssist の削除」

（137ページ）を参照してください。

･ 本製品を設定するためには、必ず本製品に同梱のEpsonNet

WinAssistをインストールしてください。

1 インストール画面の起動

同梱のソフトウェアCD-ROMをドライ

ブにセットします。

2 インストール

①CD-ROMをセットすると、自動的に

[EPSONインストールプログラム]が

起動します。[EpsonNet WinAssist

のインストール]を選択して、画面

右の 次へ をクリックします。

②この後は、画面の指示に従ってイ

ンストールします。

FD版のEpsonNet WinAssistセットアップディスクからインストールする

場合は、FDをドライブにセットし、Windows[スタート]メニューの[ファ

イル名を指定して実行]画面を開き、次の実行コマンドを入力して OK を

クリックします。このとき、EpsonNet WinAssistのインストール画面が

表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

例） A:¥SETUP（AドライブにFDをセットした場合）
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・ WindowsNT3.51をご利用の場合は、[プログラムマネージャー]を開き

[アイコン]メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックして

以下のコマンドを半角で入力し、 OK ボタンをクリックします。

例） D:¥SETUP（DドライブにCD-ROMをセットした場合）

・ Windows95/98/NT4.0/2000をご利用の場合で[EPSONインストールプ

ログラム]が自動的に起動しないときには、マイコンピュータ内の

CD-ROMアイコンをダブルクリックします。

・ WindowsNT3.51で FD版の EpsonNet WinAssistセットアップディスク

からインストールする場合は、FDをドライブにセットし、プログラ

ムマネージャーの[アイコン]メニューから[ファイル名を指定して実

行]を選択し、コマンドラインに次の実行コマンドを入力して OK を

クリックします。

このとき、EpsonNet WinAssistのインストール画面が表示されます。

画面の指示に従ってインストールしてください。

例） A:¥SETUP（AドライブにFDをセットした場合）

これでインストールは終了です。次のケースに該当する方は、続いて

EpsonNet WinAssistを使って、I/FカードにIPアドレスを設定します。「4

TCP/IPの設定」をご覧ください。

・ Windowsで EpsonNet Direct Printを使ってTCP/IP印刷をする

・ WindowsNT/2000で TCP/IP（LPR Port）印刷をする

・ NetWare5Jで NDPSのリモート（IP上で LPR）印刷をする

・ OS/2 Warpで TCP/IP（lprportd）印刷をする

・ EpsonNet WebAssist（I/Fカードに組み込まれているユーティリティ）

を使用する

・ EpsonNet Internet Printで、インターネット直接印刷をする

･ Windows2000で、Printer Status Pageを使用する
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EpsonNet MacAssistのインストール

本製品を設定するためには、必ず本製品に同梱のEpsonNet MacAssistをイン

ストールしてください。

1 インストール画面の起動

同梱のソフトウェアCD-ROM、またはFD版のEpsonNet MacAssistセット

アップディスクをドライブにセットします。

2 インストール

①CD-ROMの場合、ディスクのウィンドウが開きますので、[EpsonNet

MacAssist]フォルダをダブルクリックして開きます。

ディスクのウィンドウが開かない場合は、ディスクのアイコンをダブルク

リックして開いてください。

②EpsonNet MacAssistのアイコンをドラッグし、

ハードディスクにコピーします。

これでインストールは終了です。EpsonNet WebAssist（I/Fカードに組み込ま

れているユーティリティ）を使用するする場合は、続いてEpsonNet

MacAssistを使って、I/FカードにIPアドレスを設定します。「4 TCP/IPの設

定」をご覧ください。
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4 TCP/IPの設定

I/Fカードを装着したプリンタでTCP/IP印刷やIPP印刷をする場合や、I/F

カードの設定にEpsonNet WebAssistを使う場合は、この章をご覧になりI/F

カードにIPアドレスを設定してください。IPアドレスの設定はEpsonNet

WinAssist/EpsonNet MacAssistまたはARP/PINGコマンドで行います。

TCP/IPの組み込み 26ページ

IPアドレスの設定・変更 32ページ

次のケースに該当する方は、本章にある設定を行ってください。

・ Windowsで EpsonNet Direct Printを使って TCP/IP印刷をする

・ WindowsNT/2000で TCP/IP（LPR Port）印刷をする

・ NetWare5Jで NDPSのリモート（IP上で LPR）印刷をする

・ OS/2 Warpで TCP/IP（lprportd）印刷をする

・ EpsonNet WebAssist（I/Fカードに組み込まれているユーティリティ）

を使用する

・ EpsonNet Internet Printで、インターネット直接印刷をする

･ Windows2000で、Printer Status Pageを使用する
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TCP/IPの組み込み

I/FカードにIPアドレスを設定するためには、まずお使いのコンピュータに

TCP/IPを組み込みます。

Windows95/98

1 TCP/IPの確認

[マイコンピュータ]の[コントロール

パネル]にある[ネットワーク]アイコ

ンをダブルクリックし、[ネットワー

クの設定]画面の[現在のネットワー

ク構成]に[TCP/IP]があることを確認

します。

2 TCP/IPの追加

①[TCP/IP]が組み込まれていない場

合は、手順1の画面で 追加 ボタ

ンをクリックして[プロトコル]を

選択し、追加 ボタンをクリックし

ます。

②[ネットワークプロトコルの選択]

画面が表示されます。製造元：

Microsoft、ネットワークプロトコ

ル：TCP/IPをクリックして追加し

ます。

③追加したTCP/IPをダブルクリック

して[TCP/IPのプロパティ]を起動

し、IPアドレスなどの必要事項を設定します。設定するIPアドレスにつ

いては「困ったときは」（205ページ）を参照してください。

IPアドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値

を確認してください。
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Windows2000

1 TCP/IPの確認

[マイコンピュータ]の[コントロールパネル]にある[ネットワークとダイヤ

ルアップ接続]アイコンをダブルクリックし、[ローカルエリア接続]をダブル

クリックします。

[ローカルエリア接続状態]画面の プロパティ をクリックして、[インター

ネットプロトコル（TCP/IP）]が組み込まれていることを確認します。

2 TCP/IPの追加

①[インターネットプロトコル（TCP/IP）]が組み込まれていない場合は、手

順1の画面で インストール ボタンをクリックして、[ネットワークコン

ポーネントの種類の選択]画面から[プロトコル]を選択し、[インターネッ

トプロトコル（TCP/IP）]を追加します。画面の指示に従ってください。

②インストールが終了したら、

[ローカルエリア接続のプロパ

ティ]画面で、[インターネット

プロトコル（TCP/IP）]をダブル

クリックして、IPアドレスなど

の必要事項を設定します。設定

するIPアドレスについては

「困ったときは」（205ページ）

を参照してください。

IPアドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値

を確認してください。
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WindowsNT4.0

1 TCP/IPの確認

[マイコンピュータ]の[コントロール

パネル]にある[ネットワーク]アイコ

ンをダブルクリックし、[プロトコル]

画面で[TCP/IPプロトコル]が組み込

まれていることを確認します。

2 TCP/IPの追加

①[TCP/IPプロトコル]が組み込まれていない場合は、手順1の画面で 追加

ボタンをクリックして、[TCP/IPプロトコル]を追加します。画面の指示に

従ってください。

また、TCP/IP印刷を行えるようにする場合は、手順1の画面で[サービ

ス]をクリックして、表示される画面で 追加 ボタンをクリックして

[Microsoft TCP/IP印刷]を追加します。画面の指示に従ってください。

②インストールが終了してからネッ

トワーク画面で 閉じる ボタンを

クリックすると、[Microsoft TCP/

IPのプロパティ]画面が開いてIP

アドレスを設定できます。

設定するIPアドレスについては

「困ったときは」（205ページ）を

参照してください。

IPアドレスなどを設定、変更する

ときは、必ずネットワーク管理者

が値を確認してください。

③インストールが完了したらIPアドレスなどの必要な項目が正しく入力さ

れていることを確認します。
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WindowsNT3.51

1 TCP/IPの確認

[メイン]グループの[コントロールパ

ネル]にある[ネットワーク]アイコン

をダブルクリックし、[TCP/IPプロト

コル]が組み込まれていることを確認

します。

2 TCP/IPの追加

①TCP/IPが組み込まれていない場合

は、手順1の画面で

 ソフトウェアの追加 ボタンをク

リックして、[TCP/IPプロトコルお

よび関連コンポーネント]を選択し

ます。

②[Windows NT TCP/IP組み込みオプ

ション]画面が表示されるので、[接

続ユーティリティ]と[TCP/IPネッ

トワーク印刷サポート]をチェック

します。この後は画面の指示に

従ってください。

③インストールが終了して、[ネットワークの設定]画面で OK ボタンをク

リックすると、[TCP/IPの構成]画面が開きIPアドレスなどの必要事項を

設定できます。設定するIPアドレスについては「困ったときは」（205

ページ）を参照してください。

IPアドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値

を確認してください。

④インストールが完了したらIPアドレスなどの必要な項目が正しく入力さ

れていることを確認します。
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Macintosh（Open Transport使用）

EpsonNet WebAssistを使用する場合、Macintoshにも IPアドレスを設定する

必要があります。

1 AppleTalkの経由先確認

コントロールパネルで[AppleTalk]アイコンをダブルクリックし、経由先が

[Ethernet]に設定されていることを確認します。

2 アドレスの設定

①コントロールパネルの[TCP/IP]をダブルクリックします。このとき次の

画面が表示されたら、 はい ボタンをクリックしてください。

②IPアドレスなどの必要事項を設定します。

設定するIPアドレスについては、「困ったときは」（205ページ）を参照

してください。

IPアドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値

を確認してください。
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Macintosh（旧ネットワークソフト使用）

1 Ethernetの確認

コントロールパネルの[ネットワーク]を起動して、[EtherTalk]を選択しま

す。

2 IPアドレスの確認

コントロールパネルで[MacTCP]アイコンをダブ

ルクリックし、IPアドレスが設定されているこ

とを確認します。

3 アドレスの設定

IPアドレスが設定されていない場合は、 詳しく... ボタンをクリックして

次の画面で必要事項を設定してから、手順2の画面でIPアドレスを設定し

てください。設定するIPアドレスについては、「困ったときは」（205ペー

ジ）を参照してください。

IPアドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値

を確認してください。
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IPアドレスの設定・変更

コンピュータにTCP/IPを組み込んだら、次にI/FカードにIPアドレスを設定

します。

・ 本I/FカードのIPアドレスは、初期値に[192.168.192.168]という

プライベートアドレスが設定されています。

使用環境によっては、IPアドレスがこの値と重複する場合がありま

す。その場合は、重複している機器の電源をオフにした状態で、I/F

カードのIPアドレスを変更してください。

I/FカードのIPアドレスを変更するときは、必ずネットワーク管理

者に確認してください。

・ OS/2では EpsonNet WinAssistが使えません。OS/2で IPアドレスを

設定する場合は、ARP/PINGコマンド（36ページ）を使用してください。

EpsonNet WinAssist/MacAssistから

ここでは、Windows95の画面を例に説明します。

1 プロトコルの確認

Windows95/98/NT/2000をお使いの場合は、TCP/IPが組み込まれていること

を確認します。

Macintoshをお使いの場合は、AppleTalk が組み込まれていることを確認し

ます。

2 プリンタの起動

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにします。

3 EpsonNet WinAssist/MacAssistの起動

①Windows95/98/NT4.0/2000は、[スタート]メニューのプログラム

[EpsonNet WinAssist]をクリックして起動します。

WindowsNT3.51は、[EpsonNet WinAssist（共通）]グループの[EpsonNet

WinAssist]アイコンをダブルクリックして起動します。

Macintoshは、[EpsonNet MacAssist]のアイコンをダブルクリックして起

動します。
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②リスト画面で、設定するプリンタを選択して 設定開始 ボタンをクリック

します。

・ 設定するI/Fカードは、MACアドレスで区別します。MACアドレスは、

ステータスシートおよびI/Fカード上のシールで確認できます。

・ ローカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの

[探索オプション]（127、128ページ）で設定すると、表示されます。

4 TCP/IPの設定

[TCP/IP]タブをクリックして、各項目を設定します。
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設定項目 設定内容

IP アドレスの

取得方法

IPアドレスの取得方法を、自動/DHCP/BOOTP/

RARP/手動から選択します。[自動]を選択する

と、DHCP/BOOTP/RARP すべてが有効になります。

BOOTP/RARP/手動を選択したら、下の[IP アドレ

ス]でアドレスを設定します。

・ DHCP/BOOTP/RARP を使用するにはそれぞれの

プロトコル用サーバが必要です。対応サーバ

のない環境では使用できません。また、設定

に関してはサーバの取扱説明書をご覧くださ

い。

・ DHCP で IP アドレスを取得する場合、プリン

タの電源を入れるたびにプリンタポートの設

定を変更する必要があります。TCP/IP 印刷を

する場合は、[手動]を選択して IPアドレスを

設定することをお薦めします。

PING による設定 この項目は、[IP アドレスの取得方法]が[手動]

の場合に有効になります。ARP/PING コマンドは

IP アドレスを設定するコマンドです。この項目

を有効にすると、ARP/PING コマンドでの IP ア

ドレスの設定が可能になります。

EpsonNet WinAssist から IP アドレスを設定す

る場合は、ARP/PING コマンドから IP アドレス

が変更されないよう、本項目のチェックを外し

てください。

EpsonNet WebManager を使う場合は、本項目の

チェックを外してください。

EpsonNet MacAssist には、この機能はありません。

IPアドレス I/F カードの IPアドレスを入力します。

ほかのネットワーク機器や、コンピュータです

でに使用されている IP アドレスと重複しないよ

うにしてください。

設定するアドレスは、「困ったときは」（205 ペ

ージ）を参照してください。

初期値は[192.168.192.168]です。

サブネットマスク サブネットマスクを入力します。

初期値は[255.255.255.0]です。

デフォルト

ゲートウェイ

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウ

ェイになるサーバやルータがある場合は、サー

バやルータの IPアドレスを入力します。

初期値は[255.255.255.255]です。ルータがない

場合は、初期値のままにしてください。
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5 設定の保存

OK ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。

パスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、 変更 ボタンをク

リックしてください。詳しくは「パスワードについて」（135、142ページ）

を参照してください。工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されて

いません。

「設定は正常に更新されました。」と表示されたら更新は完了です。

このメッセージが表示されるまではI/Fカードに情報を送っていますので、

プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしないでくだ

さい。

これで、I/FカードへのIPアドレスの設定は終了です。この後は、次の章を

参照して、お使いの環境にあった設定をしてください。

・ Windows95/98印刷 「5 Windows95/98印刷」

・ WindowsNT/2000印刷 「6 WindowsNT/2000印刷」

・ AppleTalk印刷 「7 AppleTalk 印刷」

・ NetWare印刷 「8 NetWare 印刷」

・ OS/2印刷 「9 OS/2印刷」

・ インターネット直接印刷 「12 EpsonNet Internet Print」

「13Windows2000インターネット印刷」
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ARP/PINGコマンドから

OS/2をお使いの場合はEpsonNet WinAssistが使用できませんので、ARP/PING

コマンドでI/FカードにIPアドレスを設定します。

このコマンドは、Windows95/98/NT/2000に TCP/IPが正常に組み込まれ、設定

されている場合にも使用できます。

この方法は、I/Fカードと同じセグメント内のホストでのみ使用できます。

EpsonNet WinAssist/WebAssistをお使いの場合は、次の操作の前に、

EpsonNet WinAssist/WebAssistの TCP/IP設定画面で、[PINGによる設定]

（33ページまたは151ページ）にチェックが付いている（または[ON]に

なっている）ことを確認してください。チェックがない場合はARP/PING

コマンドからのIPアドレス設定ができません。

ここでは、I/FカードのIPアドレスを192.168.100.201（プライベートアドレ

ス）に設定する場合の設定例を説明します。

1 ゲートウェイアドレスの設定

「TCP/IPの組み込み」（26ページ）の説明を参照して、ARP/PINGコマンドか

らの設定に使うコンピュータに、ゲートウェイアドレスを設定します。

・ゲートウェイになるサーバやルータがある場合、サーバやルータのアドレ

スを入力します。

・ゲートウェイがない場合は自分自身のコンピュータのIPアドレスをゲー

トウェイアドレスに入力します。

2 プリンタとMS-DOSプロンプトの起動

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにし、コンピュータで[MS-DOS

プロンプト]を起動します。

3 最寄りのコンピュータへのPINGコマンド実行

最寄りの動作中コンピュータ、またはルータやゲートウェイがあればそれら

に対してPINGコマンドを実行します。

書式） ping_最寄りのコンピュータなどのIPアドレス（_は半角スペース）

例) IPアドレス192.168.100.101のコンピュータがある場合

C:¥>ping_192.168.100.101

PINGコマンドが成功すると、「Reply from 192.168.100.101: bytes=32

time<10ms TTL=255」というメッセージが表示されます(timeなどの値は変

動します)。
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4 arpコマンド実行

arpコマンドを実行して、I/Fカードに設定したいIPアドレスを、I/Fカー

ドのMACアドレスと関連付けます。

・ IPアドレスは、ほかのネットワーク機器やコンピュータですでに使

用されているIPアドレスと重複しないようにしてください。

・ MACアドレスは、I/FカードのステータスシートおよびI/Fカード上

のシールで確認できます。

書式） arp_-s_I/Fカードに設定したいIPアドレス_I/FカードのMACアドレス

（_は半角スペース）

例) C:¥>arp_-s_192.168.100.201_00-00-48-93-00-00

5 I/Fカードへのpingコマンド実行

pingコマンドを実行して、I/FカードのIPアドレスを設定します。

書式） ping_手順4でI/Fカードに設定したIPアドレス（_は半角スペース）

例） C:¥>ping_192.168.100.201

pingコマンドが成功すると、「Reply from 192.168.100.201: bytes=32

time<10ms TTL=255」というメッセージが表示されます（timeなどの値は変

動します）。

ここで表示されたIPアドレスが192.168.100.201であることを確認します。

pingコマンドでは、サブネットマスクとデフォルトゲートウェイは変更

できません。これらを変更する場合は、EpsonNet WinAssist/MacAssist/

WebAssistを使用してください。

6 ステータスシートの印刷

I/Fカードのステータスシートに、I/Fカードに設定したIPアドレスが印刷

されます。ここでIPアドレスが正しく設定できたことを確認します。
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これで、I/FカードへのIPアドレスの設定は終了です。この後は、次の章を

参照して、お使いの環境にあった設定をしてください。

・ Windows95/98印刷 「5 Windows95/98印刷」

・ WindowsNT/2000印刷 「6 WindowsNT/2000印刷」

・ AppleTalk印刷 「7 AppleTalk印刷」

・ NetWare印刷 「8 NetWare印刷」

・ OS/2印刷 「9 OS/2印刷」

・ インターネット直接印刷 「12 EpsonNet Internet Print」

「13Windows2000インターネット印刷」
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5 Windows95/98印刷

この章では、I/Fカードを装着したプリンタを、Windows95/98で使用する際

の設定方法を説明します。

TCP/IP印刷 40ページ

NetBEUI印刷 41ページ

対応するシステムは次のとおりです。

・ EpsonNet Direct Printを使ってのTCP/IP（LPR）印刷

・ Microsoft Windows Network(NetBEUI)

プリンタ共有による印刷に対応します。

・ IPP印刷（「12 EpsonNet Internet Print」参照）
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TCP/IP印刷

Windows95/98は TCP/IPでの LPR印刷システムを持たないため、標準でのTCP/

IP印刷はできませんが、本製品付属のユーティリティ、EpsonNet Direct

Printを使ってエプソン製プリンタへのTCP/IP（LPR）直接印刷ができます。

｢11 EpsonNet Direct Print」を参照してください。
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NetBEUI印刷

クライアントとプロトコルの組み込み

お使いのコンピュータに、NetBEUI での印刷に必要なプロトコルをインストー

ルします。

1 Microsoftネットワーククライアントの組み込み

①[マイコンピュータ]の[コント

ロールパネル]にある[ネット

ワーク]アイコンをダブルク

リックして起動し、[ネットワー

クの設定]画面で 追加 ボタン

をクリックします。

[現在のネットワーク構成]に

[Microsoftネットワーククライ

アント]がある方は追加不要です。

②[クライアント]を選択し、

[Microsoftネットワーククライ

アント]を追加します。

2 NetBEUIプロトコルの組み込み

①[マイコンピュータ]の[コント

ロールパネル]にある[ネット

ワーク]アイコンをダブルク

リックして起動し、[ネットワー

クの設定]画面で 追加 ボタン

をクリックします。[現在のネッ

トワーク構成]に[NetBEUI]があ

る方は追加不要です。

②[プロトコル]を選択し、

[NetBEUI]を追加します。



42

NetBEUIの設定

I/FカードのNetBEUI設定の初期値は次のとおりです。初期値のままで使用で

きますが、設定値を変更する場合は、EpsonNet WinAssist またはEpsonNet

WebAssistをお使いください。「10 設定ユーティリティの各機能」を参照して

ください。

・ NetBIOS名 :EPxxxxxx

　（xxxxxxは I/FカードのMACアドレスの下6桁）

・ ワークグループ名 :Workgroup

・ デバイス名 :EPSON
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プリンタの設定（クライアント）

プリンタをクライアントで使用するために、I/Fカードを装着したプリンタの

設定をします。

1 [プリンタの追加]起動

①[マイコンピュータ]の[プリン

タ]ウインドウから［プリンタ

の追加］アイコンをダブルク

リックします。

②右の画面で[ネットワークプリ

ンタ]を選択します。

2 プリンタの選択

① 参照 ボタンをクリックしま

す。

②表示されるリストから設定するプ

リンタを選択して、 OK ボタンをク

リックします。

③参照できない場合は①の画面に

戻って、[ネットワークパスまたは

キューの名前]欄に次のように入力

します。

  ¥¥(I/FカードのNetBIOS名)¥(I/F

カードのデバイス名)

右の画面が表示された場合は、必

ず[新しいドライバに置き換える]

を選択してください。

この後は画面の指示に従って設定し

てください。
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6 WindowsNT/2000印刷

この章では、I/Fカードを装着したプリンタを、WindowsNT/2000で使用する

際の設定方法を説明します。

TCP/IP印刷 46ページ

NetBEUI印刷 53ページ

対応するシステムは次のとおりです。

・ WindowsNT3.51、NT4.0、Windows2000

・ LPR Port (TCP/IP)

・ EpsonNet Direct Printを使ってのTCP/IP印刷（LPR印刷）

（「11 EpsonNet Direct Print」参照）

・ Microsoft Windows Network（NetBEUI）

プリンタ共有による印刷に対応します。

・ IPP印刷（WindowsNT4.0は「12 EpsonNet Internet Print」を

Windows2000は「13 Windows2000インターネット印刷」を参照）
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WindowsNT/2000標準の、TCP/IPの LPR Port印刷ができます。下記のポート

で接続してください。

Windows2000では、インターネット印刷もできます。下記の手順に従って設定

してください。

本製品付属のユーティリティ、EpsonNet Direct Printを使っての、EPSON製

プリンタへのTCP/IP（LPR）直接印刷もできます。「11 EpsonNet Direct

Print」を参照してください。

Standard TCP/IP Portでの接続（Windows2000）

1 プリンタの起動

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにします。

2 プリンタをStandard TCP/IP Portで接続

①[マイコンピュータ]の[コ

ントロールパネル]にある

[プリンタ]ウィンドウで

[プリンタの追加]をダブル

クリックします。右の画面

で[ローカルプリンタ]を選

択し、 次へ ボタンをク

リックします。インター

ネット印刷のプリンタを設

定する場合は、[ネットワー

クプリンタ]を選択し、手

順3へ進みます。

②[新しいポートの作成]を選

択し、プルダウンで

[Standard TCP/IP Port]を

選択して、 次へ ボタンを

クリックします。

チェックを外す
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③[標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード]が表示されたら、 次へ ボ

タンをクリックします。

④ポートの追加画面で、[プリン

タ名またはIPアドレス]欄に

I/FカードのIPアドレスを入

力し、次へ ボタンをクリック

します。

あとはメッセージに従ってプ

リンタドライバをインストー

ルしてください。

⑤何らかの理由でプリンタが正し

く検出されなかった場合は、右

の画面が表示されます。この画

面が表示されたら、[標準]を選

択し、[EPSON Network Printer]

を選択します。あとはメッセー

ジに従ってプリンタドライバを

インストールしてください。

3 インターネット印刷用プリン

タの設定

手順2の後、右の画面が表示さ

れたら、次の書式で入力しま

す。

書式） http://I/FカードのIP

アドレス:631/

EPSON_IPP_Printer

あとはメッセージに従ってプリンタドライバをインストールしてください。

インターネット印刷の詳細は、Windows2000のマニュアルをご覧くださ

い。
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LPR Portでの接続(WindowsNT4.0)

1 プリンタの起動

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにします。

2 ネットワークサービスの確認

[マイコンピュータ]の[コント

ロールパネル]にある[ネットワー

ク]をダブルクリックして、[サー

ビス]画面に[Microsoft TCP/IP印

刷]があることを確認します。

[Microsoft TCP/IP印刷]がない場

合は、 追加 ボタンをクリックし

て追加します。画面の指示に従っ

てください。

3 プリンタをLPR Portで接続

①[マイコンピュータ]の[プリン

タ]ウィンドウで[プリンタの追

加]をダブルクリックします。

右の画面で[このコンピュータ]

を選択し、 次へ ボタンをク

リックします。

② ポートの追加 ボタンをクリッ

クします。
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③[プリンタポート]画面が表示されるので、[LPR Port]を選択し、

 新しいポート をクリックします。

[Lexmark TCP/IP Network Port]は使用できません。

④[LPR互換プリンタの追加]画面が表示されます。I/FカードのIPアドレス

とプリンタ名を入力し、 OK ボタンをクリックします。あとはメッセージ

に従ってプリンタドライバをインストールしてください。
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LPR Portでの接続(WindowsNT3.51)

1 プリンタの起動

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにします。

2 プリンタドライバのインストール

プリンタ本体マニュアルを参照して、プリンタドライバをインストールし

ます。

3 ネットワークソフトウェアの確認

①[メイン]グループの[コントロー

ルパネル]にある[ネットワーク]

をダブルクリックして、

[Microsoft TCP/IP印刷]が組み

込まれている事を確認します。

②[Microsoft TCP/IP印刷]がない

場合は、 ソフトウェアの追加 ボ

タンをクリックして[TCP/IPプロ

トコルおよび関連コンポーネン

ト]を選択します。

③[Windows NT TCP/IP組み込みオ

プション]画面が表示されるので、

[接続ユーティリティ]と[TCP/IP

ネットワーク印刷サポート]を

チェックします。

この後は画面の指示に従ってくだ

さい。
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4 プリンタをLPR Portで接続

①プリンタを作成します。

[メイン]グループの[プリントマネージャ]の[プリンタ]メニューから、[プリ

ンタの作成]を選択します。

[プリンタ名]を入力し、[ドライバ]を選択します。プリンタ名はNT上のプリ

ンタ名を入力します。

このプリンタを他のコンピュータと共有する場合は[ネットワークで共有]

チェックボックスにチェックマークを入れ、共有名と設置場所を入力しま

す。設置場所は入力しなくてもかまいません。

②プリンタをLPR Portで接続します。

①の画面の[印刷先]リストボックスから、[その他]を選択します。

③[印刷先]画面が表示されますので[LPR Port]を選択し、 OK ボタンをク

リックします。

④[LPR互換プリンタの追加]画面が表示されますので、I/FカードのIPアド

レスとプリンタ名を入力し、 OK ボタンをクリックします。
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⑤[プリンタの作成]画面で[印刷先]欄が[IPアドレス：プリンタ名]という

表示になれば設定は完了です。

[共有名]に設定したプリンタ名は、クライアントがプリンタを利用する

ときに必要です。共有名をクライアントに知らせてください。

5 スプールディレクトリのアクセス権を変更する

WindowsNT3.51 Serverで共有プリンタを作成した場合、スプールディレク

トリのアクセス権を変更する必要があります（ファイルシステムNTFSを選

択したとき）。

①ファイルマネージャを起動し、カーソルを

¥WINNT35¥SYSTEM32¥SPOOL¥PRINTERSに合わせます。

②メニューから[セキュリティアクセス権]を選択します。

③グループ[Everyone]のアクセス権を[追加と読み取り(RWX)(RX)]に変更

し、 OK ボタンをクリックします。
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NetBEUI印刷

NetBEUIプロトコルの組み込み

Windows2000

1 Microsoftネットワーク用ク

ライアントの確認

[マイコンピュータ]の[コント

ロールパネル]にある[ネットワー

クとダイヤルアップ接続]アイコ

ンをダブルクリックし、[ローカル

エリア接続のプロパティ]画面で

[Microsoftネットワーク用クラ

イアント]があることを確認しま

す。

2 NetBEUIプロトコルの組み込み

[マイコンピュータ]の[コント

ロールパネル]にある[ネットワー

クとダイヤルアップ接続]アイコ

ンをダブルクリックし、[ローカル

エリア接続のプロパティ]画面で

インストール ボタンをクリック

して[NetBEUIプロトコル]を追加

します。[NetBEUIプロトコル]があ

る場合は追加不要です。
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WindowsNT4.0

1 ワークステーションサービス

の組み込み

[マイコンピュータ]の[コント

ロールパネル]にある[ネットワー

ク]アイコンをダブルクリックし、

[サービス]画面で 追加 ボタンを

クリックして[ワークステーショ

ン]を追加します。

[ワークステーション]がある場合

は追加不要です。

2 NetBEUIプロトコルの組み込み

[マイコンピュータ]の[コント

ロールパネル]にある[ネットワー

ク]アイコンをダブルクリックし、

[プロトコル]画面で 追加 ボタン

をクリックして[NetBEUIプロトコ

ル]を追加します。

[NetBEUIプロトコル]がある場合

は追加不要です。
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WindowsNT3.51

1 ワークステーションの組み込み

①[メイン]グループの[コントロールパネル]にある[ネットワーク]を起動

して、[ネットワークの設定]画面の[組み込まれているネットワークソフト

ウェア]に[ワークステーション]があることを確認します。

②[ワークステーション]がない場合は、 ソフトウェアの追加 ボタンをク

リックして追加します。

2 NetBEUIプロトコルの組み込み

①[メイン]グループの[コントロールパネル]にある[ネットワーク]を起動

して、[ネットワークの設定]画面の[組み込まれているネットワークソフト

ウェア]に[NetBEUIプロトコル]があることを確認します。

②[NetBEUIプロトコル]がない場合は、 ソフトウェアの追加 ボタンをク

リックして追加します。
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NetBEUIの設定

I/FカードのNetBEUI設定の初期値は次のとおりです。初期値のままで使用で

きますが、設定値を変更する場合は、EpsonNet WinAssist またはEpsonNet

WebAssistをお使いください。「10 設定ユーティリティの各機能」を参照して

ください。

・ NetBIOS名 :EPxxxxxx

　（xxxxxxは I/FカードのMACアドレスの下6桁）

・ ワークグループ名 :Workgroup

・ デバイス名 :EPSON
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プリンタの設定（クライアント）

プリンタをクライアントで使用するために、I/Fカードを装着したプリンタの

設定をします。

Windows 2000

①[マイコンピュータ]の[コントロールパネル]にある[プリンタ]ウィンド

ウから、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。

②[ネットワークプリンタ]を選択します。

③[プリンタの検索]画面で 次へ

をクリックし、[共有プリンタ]

から設定するプリンタをクリッ

クします。参照できない場合

は、[プリンタ]欄にパスを入力

します。

¥¥(I/FカードのNetBIOS名)¥

(I/Fカードのデバイス名)

④この後は画面の指示に従って設

定してください。

WindowsNT4.0

①[マイコンピュータ]の[プリンタ]ウィンドウから、［プリンタの追加］ア

イコンをダブルクリックします。

②[ネットワークプリンタサー

バー]を選択します。

③[共有プリンタ]から、設定する

プリンタをクリックします。

参照できない場合は、[プリン

タ]欄にパスを入力します。

¥¥(I/FカードのNetBIOS名)¥

(I/Fカードのデバイス名)

④この後は画面の指示に従って設

定してください。
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WindowsNT3.51

①[メイン]グループの[プリントマネージャ]にある[プリンタ]メニューか

ら[プリンタの接続]をダブルク

リックします。

②[共有プリンタ]から設定するプ

リンタを選択して OK ボタンを

クリックし、接続します。

参照できない場合は[プリンタ]

欄にパスを入力します。

¥¥(I/FカードのNetBIOS名)¥

(I/Fカードのデバイス名)

③この後は画面の指示に従って設

定してください。
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NET USEコマンド

WindowsNT/2000をサーバとしてNetBEUIを使って接続する場合は、　

WindowsNT/2000の仕様上、NET USEコマンドを使うことをお薦めします。設

定方法は次のとおりです。

1 サービスの確認

[コントロールパネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]または[ネッ

トワーク]で プロパティ ボタンをクリックして、次のサービスが組み込ま

れていることを確認します。組み込まれていない場合は、

インストール または（ソフトウェアの）追加 ボタンをクリックして追加し

てください。

・ Windows2000

[ローカルエリア接続のプロパティ]で、[Microsoftネットワーク用クライ

アント]が組み込まれていることを確認します。

・ WindowsNT4.0

[サービス]画面で[ワークステーション]または[サーバー]が組み込まれて

いることを確認します。

・ WindowsNT3.51

[組み込まれているネットワークソフトウェア]で[ワークステーション]ま

たは[サーバー]が組み込まれていることを確認します。

2 コマンド実行

コマンドプロンプトを起動して、次のコマンドを実行します。

書式） NET_USE_プリンタポート:_¥¥I/FカードのNetBIOS名 ¥I/Fカードの

デバイス名（_は半角スペース）

例） LPT1に設定する場合

C:¥>NET_USE_LPT1:_¥¥EP93xxxx¥EPSON
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3 プリンタポートの選択（クライアント）

設定したプリンタを使用する場合は、プリンタポートを手順2で設定した

ポートにする必要があります。

・ Windows95/98

使用するプリンタの[プロパティ]を開き、[詳細]画面で手順2で設定した

ポートを選択します。

・ Windows2000

使用するプリンタの[プロパティ]を開き、[ポート]画面で手順2で設定し

たポートを選択します。

・ WindowsNT4.0

使用するプリンタの[プロパティ]を開き、[ポート]画面で手順2で設定し

たポートを選択します。

・ WindowsNT3.51

[プリントマネージャー]で使用するプリンタを選択し、[プリンタ]メ

ニューの[プリンタ情報]を起動します。[印刷先]リストボックスから、手

順2で設定したポートを選択します。
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7 AppleTalk印刷

この章では、I/Fカードを装着したプリンタを、Macintoshで使用する際の設

定方法を説明します。MacintoshからはEtherTalk を利用して、Macintoshの

ネットワークでの印刷環境を設定できます。また、WindowsからもTCP/IP、

IPXを利用してMacintoshのネットワーク印刷環境を設定できます。

使用上の注意 62ページ

AppleTalkの設定 63ページ

対応するシステムは次のとおりです。

・ Macintosh OS

漢字 Talk7.1/7.5.x

MacOS 7.6.x/8.x/9.x（MacOS9のマルチユーザ環境には対応していませ

ん。）

・ EtherTalk PhaseⅡ

・ EPSONプリンタドライバ
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使用上の注意

EPSON Print!2について

本製品には、Macintoshから当社VPシリーズプリンタに印刷をするためのプ

リンタドライバEPSON Print!2が添付されています。EPSON Print!2は、

Macintosh用プリンタドライバが付属されていないVPシリーズプリンタをお

使いになる場合にのみ、使用してください。プリンタにMacintosh用プリンタ

ドライバが付属している場合は、付属しているプリンタドライバをお使いくだ

さい。

EPSON Print!2のインストール方法や使用方法については、別冊の

「EPSON Print!2取扱説明書」を参照してください。

EPSONネーマーについて

本I/FカードではEPSONネーマーを使用しないでください。

プリンタ名の変更は、EpsonNet WinAssist/MacAssist/WebAssistで行ってく

ださい。
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AppleTalkの設定

AppleTalkの設定は初期値のまま使用できますが、変更もできます。設定には

3通りの方法があります。Macintosh から設定する場合はEpsonNet MacAssist

から、Windowsから設定する場合はEpsonNet WinAssistから設定してくださ

い。

I/FカードのIPアドレスが設定してある場合は、EpsonNet WebAssistから設

定することもできます。「10 設定ユーティリティの各機能」を参照してくだ

さい。
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8 NetWare印刷

この章では、I/Fカードを装着したプリンタを、NetWareで使用する際の設定

方法を説明します。

使用上の注意 66ページ

バインダリプリントサーバ印刷

　　　　　（NetWare3.xJ/4.1xJ） 69ページ

NDSプリントサーバ印刷

　　　　　（NetWare4.1xJ/5J） 74ページ

リモートプリンタ印刷

　　　　（NetWare3.xJ/4.1xJ/5J）81ページ

NDPSゲートウェイ印刷（NetWare5J） 97ページ

ダイヤルアップネットワーク使用時の注意 112ページ

対応するシステムは次のとおりです。

サーバ環境

・ NetWare3.1J/3.11J/3.12J/3.2J

・ NetWare4.1J/4.11J(NDS/バインダリエミュレーション)

・ IntranetWare-J(NDS/バインダリエミュレーション)

・ NetWare5J（NDS/キューベースプリントシステム/NDPS）

クライアント環境

・ NetWareがサポートしているクライアント環境

・ I/Fカードを装着したプリンタのプリンタドライバが使えること
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使用上の注意

モードについて

I/Fカードにはプリントサーバモードとリモートプリンタモード、待機モード

があり、使用するモードは任意に設定できます。通常はプリントサーバモード

をお薦めします。NetWareファイルサーバのユーザ数に余裕がなければリモー

トプリンタモードでお使いください。

プリントサーバモード(NDS/Bindery Print Server)

特徴

・ 8台までのファイルサーバを同時接続可能

・ 直接印刷を制御するので印字速度が速い

・ NetWareのユーザアカウントを使用する

・ プリントキューは最大32ジョブまで登録可能

リモートプリンタモード(Remote Printer)

特徴

・ NetWareのユーザアカウントを使用しない

・ リモートプリンタを制御するプリントサーバが必要

・ プリンタの接続は、NetWare3.xJで最大16台、NetWare4.1xJ、

IntranetWare-J、NetWare5Jでは最大255台まで可能

リモートプリンタモードでは、プリンタの電源を入れたときに一時的に

ユーザアカウントを使用します。ユーザアカウントに余裕がない場合は、

クライアントがファイルサーバにログインする前にプリンタの電源をオ

ンにしてください。

待機モード（Standby）

工場出荷時はこのモードです。本モードではNetWareの機能は動作しません。
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使用上の注意

テキストファイルの印刷での注意

NetWareの NPRINTコマンドやDOSのリダイレクションを利用してテキスト

ファイルを印刷する場合、クライアントの環境によっては文字化けやキャラク

タずれの起きる可能性があります。

PCONSOLEでの制限

プリントサーバモードで使用する場合、PCONSOLEのプリントサーバ状況表示

制御のサービスは使用できません。

IPXルーティングプロトコル“NLSP”での注意点

NetWare4.1xJ以降はIPXルーティングプロトコル“NLSP”を設定できますが、本I/

Fカードは“NLSP”に対応していません。RIP/SAPにより通信を制御しています。

ルーティングプロトコルの選択肢には ①NLSPと RIP/SAP② RIP/SAP専用があ

りますが、“NLSPと RIP/SAP”が指定されている状態で、任意にRIP、SAPのバ

インドをはずした場合、I/FカードはファイルサーバやNDSとの通信ができな

くなりますので、ご注意ください（参照：ユーティリティ INETCFGの、“プロ

トコル”および“バインド”タスク内）。

バインダリとNDSに関する注意点

・ バインダリコンテキスト・パスは、サーバ・コンソールからSET

BINDERY CONTEXTコマンドで確認できます。

・ バインダリコンテキスト・パスが設定されていない場合や、NDS非対応

のクライアントから、別のコンテキストの印刷環境も使用したい場合に

は、そのコンテキストをバインダリコンテキストに指定する必要があり

ます。AUTOEXEC.NCFファイル内に、SET BINDERY CONTEXTコマンドで設

定します。

・ 以下のNovellクライアントサービスをご使用の場合、EpsonNet

WinAssistからのバインダリプリントサーバモードの設定はできません。

バインダリモードでの設定を行う場合にはNovell IntranetWare Client

をお使いいただくか、EpsonNet WebAssistで設定を行ってください。

Novell Client for Windows95/98 Version 3.00

Novell Client for WindowsNT Version 4.50

詳しくはNetWare4.1xJ/5Jのマニュアルをご覧ください。
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NDSコンテキストの表示・印刷

NDSコンテキストについて、ステータスシートとEpsonNet WebAssistでは、

ASCII文字のみを正しく表示できます。NDSコンテキストを２バイト文字で設定

した場合、次のように表示・印刷されます(動作には支障ありません)。

ステータスシート："2Byte code are included!"

EpsonNet WebAssist："....Caution...See Help"

正しく表示させるには、EpsonNet WinAssistで文字を変更するか、EpsonNet

WebAssistから ASCII文字で入力してください。

I/Fカード情報取得時間について

I/Fカードを装着したプリンタの電源を投入してから、NetWareサーバに認識

されるまで最大２分の時間がかかります。その間、ステータスシートには正し

い情報が反映しませんので、ご注意ください。

フレームタイプについて

IPXをバインドするフレームタイプは、同一ネットワーク内にあるすべての

NetWareサーバ、IPXルータで統一する必要があります。

複数のフレームタイプを同一ネットワークでお使いの場合、すべてのNetWare

サーバ、IPXルータにそれらをバインドしてください。

NetWare5Jを使用する場合

NetWare5Jサーバに、IPXプロトコルをインストール（バインド）しておいて

ください。

動作モードが異なる場合の注意点

I/Fカードに設定されているモードと異なるモードでログインし、EpsonNet

WinAssistで NetWareの設定を行おうとすると、メッセージが表示されます。

現在の設定を変更したくない場合は、 キャンセル をクリックして、I/Fカー

ドに設定されているモードでログインし直してください。
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バインダリプリントサーバ印刷（NetWare3.xJ/4.1xJ）

NetWare3.xJ/4.1xJ/IntranetWare-Jのプリントサーバモード（バインダリエ

ミュレーション）でI/Fカードをお使いになる場合の設定方法を説明します。

I/Fカードを装着したプリンタの設定は、EpsonNet WinAssistから行います。

設定を行うコンピュータに、Client32またはIntranetWare Client をイ

ンストールしておいてください。次のクライアントは使用しないでくだ

さい。

Novell Client for Windows95/98 Version3.00

Novell Client for WindowsNT Version4.50

1 NetWareサーバへのログイン

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにして、設定するNetWareサー

バに、クライアントからSUPERVISORと同等の権限をもつユーザ（バインダリ接

続）でログインします。

NetWare4.1xJ/IntranetWare-Jの場合は、バインダリログインのオプションを選

択してログインしてください。

2 EpsonNet WinAssistの起動

①[スタート]メニューのプログラム[EpsonNet WinAssist]をクリックして

起動します。

②リスト画面のIPXグループに表示されるプリンタから、設定するプリンタ

を選択して 設定開始 ボタンをクリックします。
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・ 設定するI/Fカードは、MACアドレスで区別します。MACアドレスは、

ステータスシートおよびI/Fカード上のシールで確認できます。

・ I/FカードのIPアドレスが工場出荷時の設定(192.168.192.168)の場

合、モデル名が表示されないことがあります。

・ IPXグループにプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオ

ンになっているか、コンピュータと同一セグメントにI/Fカードがあ

るかを確認してください。

・ ローカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの

[探索オプション]（128ページ）で設定すると、表示されます。

3 NetWare設定画面の表示

[NetWare]タブをクリックして、I/FカードのNetWare情報を設定します。

現在ログインしているNetWareの環境とI/Fカードに設定してある

NetWare環境が一致しないときは、メッセージが表示されます。メッセー

ジをよくお読みになり、次の操作に移ってください。

4 基本設定とプリントサーバ設定

画面の右半分は、[基本設定]の[モード]で選択した値により異なります。

[モード]で[プリントサーバ/バインダリ]を選択すると下図の表示になりま

す。
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設定項目 設定内容

基本設定

モード
動作モードを選択します。[プリントサーバ/バ

インダリ]を選択してください。

フレームタイプ 使用するフレームタイプを選択します。

NDS

ツリー名 設定は不要です。

コンテキスト 設定は不要です。

プリントサーバ

プライマリファイ

ルサーバ名

プリントサーバがログインするファイルサーバ

を選択します。

プリントサーバ名

プリントサーバを選択します。新規に作成する

場合は、名前を半角英数 47 文字以内で入力しま

す。

プリントサーバ

パスワード

通常は設定不要です。

I/F カードがプリントサーバへログインするた

めのパスワードを、半角英数 20 文字以内で入力

します。

詳しくは、NetWare のマニュアルをご覧くださ

い。

プリントサーバパ

スワードの再入力
パスワードを再入力します。

ポーリング間隔

通常は設定不要です。

ポーリング間隔を 5～90秒の間で設定します。

詳しくは、NetWare のマニュアルをご覧くださ

い。

 プリントキュー設定

キューの設定をします。次ページを参照してく

ださい。

PCONSOLE や NWADMIN、旧ユーティリティ（EPSON

Net!2 for Windows/Intranet）ですでにキュー

を割り当ててある場合は、ここで再度、キュー

の割り当てをしてください。



72

5 プリントキュー設定

I/Fカードへ割り当てるキューの選択や作成ができます。設定を行い、OK

をクリックします。

キュー一覧

設定項目 設定内容

キュー名
I/F カードへ割り当てるプリントキュー名を表

示します。

割り当てるキューの選択や、キューの作成がで

きます。クリックすると、ログインしているフ

ァイルサーバ以下をすべて表示します。

キュー の

選択

プリントキューを選択して OK をク

リックします。

キュー の

新規作成

キューを作成するファイルサーバ

をクリックしてマウスの右ボタン

をクリックし、[キューの作成]を

選択します。

[キュー名]は半角英数 47 文字以内

で入力します。

参照

キュー の

削除

プリントキューをクリックしてマ

ウスの右ボタンをクリックし、[キ

ューの削除]を選択します。

キュー一覧
プリントサーバへ割り当てられているキューの

一覧を表示します。

追加

割り当てるキューを追加します。参照で割り当

てるキューを選択し、このボタンをクリックし

ます。

削除
キューの割り当てを解除します。キュー一覧で

キューを選択し、このボタンをクリックします。
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6 設定の保存

OK ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。

パスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、 変更 ボタンをク

リックしてください。詳しくは「パスワードについて」（135ページ）を参

照してください。工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていま

せん。

「設定は正常に更新されました。」と表示されたら、更新は完了です。この

メッセージが表示されるまでは、I/Fカードに情報を送っていますので、プリ

ンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしないでください。

EpsonNet WinAssistで設定を保存すると、プリンタオブジェクトは

[PR0]の名前で自動的に作成されます。（0:ゼロ）

プリンタ名を変更する場合は、NetWareのユーティリティPCONSOLEまた

はNWADMIN から行ってください。
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NDSプリントサーバ印刷（NetWare4.1xJ/5J）

NetWare4.1xJ/5J/IntranetWare-Jのプリントサーバモード（NDS）環境でI/F

カードをお使いになる場合の設定方法を説明します。

I/Fカードを装着したプリンタの設定は、EpsonNet WinAssistから行います。

設定を行うコンピュータに、Client 32、IntranetWare Client、Novell

Clientのいずれかをインストールしておいてください。

1 NetWareサーバへのログイン

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにして、設定するツリーに、ク

ライアントから目的のコンテキストに対してADMIN権限のあるユーザでログ

インします。

2 EpsonNet WinAssistの起動

①[スタート]メニューのプログラム[EpsonNet WinAssist]をクリックして

起動します。

②リスト画面のIPXグループに表示されるプリンタから、設定するプリンタ

を選択して 設定開始 ボタンをクリックします。
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・ 設定するI/Fカードは、MACアドレスで区別します。MACアドレスは、

ステータスシートおよびI/Fカード上のシールで確認できます。

・ I/FカードのIPアドレスが工場出荷時の設定(192.168.192.168)の場

合、モデル名が表示されないことがあります。

・ IPXグループにプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオ

ンになっているか、コンピュータと同一セグメントにI/Fカードがあ

るかを確認してください。

・ ローカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの

[探索オプション]（128ページ）で設定すると、表示されます。

3 NetWare設定画面の表示

[NetWare]タブをクリックして、I/FカードのNetWare情報を設定します。

現在ログインしているNetWareの環境とI/Fカードに設定してある

NetWare環境が一致しないときは、メッセージが表示されます。メッセー

ジをよくお読みになり、次の操作に移ってください。
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4 基本設定とプリントサーバ設定

画面の右半分は、[基本設定]の[モード]で選択した値により異なります。

[モード]で[プリントサーバ/NDS]を選択すると下図の表示になります。

設定項目 設定内容

基本設定

モード
動作モードを選択します。[プリントサーバ/NDS]

を選択してください。

フレームタイプ 使用するフレームタイプを選択します。

NDS

・  参照 でプリントサーバのコンテキストを選択します。画面右でプ

リントサーバの設定をする前に、必ずこの欄を設定してください。

・ EpsonNet WinAssist を使用するコンピュータに Novell クライアン

トサービスがインストールされていないと、ここでの設定はできま

せん。

・ [ツリー名]と[コンテキスト]に設定できる文字数や文字種の制限に

ついての詳細は、NetWare のマニュアルを参照してください。

ツリー名
参照ボタンをクリックして、NDS ツリーを選択

します。

コンテキスト
参照ボタンをクリックして、NDS コンテキスト

を選択します。
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設定項目 設定内容

プリントサーバ

プライマリファイ

ルサーバ名
この欄の設定は不要です。

プリントサーバ名

NDS 欄で指定したコンテキストに所属するプリ

ントサーバがリスト表示されますので、プリン

トサーバを選択します。新規に作成する場合は、

半角英数 47文字以内で名前を入力します。

プリントサーバ

パスワード

通常は設定不要です。

I/F カードがプリントサーバへログインするた

めのパスワードを、半角英数 20 文字以内で入力

します。

詳しくは、NetWare のマニュアルをご覧くださ

い。

プリントサーバパ

スワードの再入力
パスワードを再入力します。

ポーリング間隔

通常は設定不要です。

ポーリング間隔を 5～90秒の間で設定します。

詳しくは、NetWare のマニュアルをご覧くださ

い。

 プリントキュー設定

キューの設定をします。次ページを参照してく

ださい。

PCONSOLE や NWADMIN、旧ユーティリティ（EPSON

Net!2 for Windows/Intranet）ですでにキュー

を割り当ててある場合は、ここで再度、キュー

の割り当てをしてください。
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5 プリントキュー設定

I/Fカードへ割り当てるキューの選択や作成ができます。設定を行い、OK

ボタンをクリックします。

ここでは、[コンテキスト]欄で設定したコンテキストより上のコンテキス

トに対しても、キューを設定できます。その場合は、キューを設定した

コンテキストに対して管理者の権限を持っている必要があります。

キュー一覧
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設定項目 設定内容

キュー名
I/F カードへ割り当てるキューを、[プリントキ

ュー.部門名.組織名]の書式で表示します。

割り当てるキューの選択や、キューの作成がで

きます。クリックすると、NDS 欄で設定したツ

リー以下を表示します。

キュー の

選択

プリントキューを選択して OK を

クリックします。

キュー の

新規作成

キューを作成するコンテキストを

クリックしてマウスの右ボタンを

クリックし、[キューの作成]を選

択します。

[キュー名]は半角英数 47 文字以内

で入力します。[キュー作成サーバ]

はキューを作成するサーバを選択

します。

キューは、ファイルサーバの SYS

ボリューム下に作成されます。キ

ューを SYS ボリューム以外のボリ

ュームに作成したいときは、

PCONSOLE または NWADMIN から作成

してください。

参照

キュー の

削除

プリントキューをクリックしてマ

ウスの右ボタンをクリックし、[キ

ューの削除]を選択します。

キュー一覧
プリントサーバへ割り当てられているキューの

一覧を表示します。

追加

割り当てるキューを追加します。参照で割り当

てるキューを選択し、このボタンをクリックし

ます。

削除
キューの割り当てを解除します。キュー一覧で

キューを選択し、このボタンをクリックします。
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6 設定の保存

OK ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。

パスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、 変更 ボタンをク

リックしてください。詳しくは「パスワードについて」（135ページ）を参

照してください。工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていま

せん。

「設定は正常に更新されました。」と表示されたら、更新は完了です。この

メッセージが表示されるまではI/Fカードに情報を送っていますので、プリ

ンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしないでくださ

い。

EpsonNet WinAssistで設定を保存すると、プリンタオブジェクトは次の

書式で自動的に作成されます。

プリントサーバ名_P0（0:ゼロ）

プリンタ名を変更する場合は、NetWare のユーティリティPCONSOLEまた

はNWADMINから行ってください。
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リモートプリンタ印刷（NetWare3.xJ/4.1xJ/5J）

NetWare3.xJ/4.1xJ/5J/IntranetWare-JのリモートプリンタモードでI/Fカー

ドをお使いになる場合の設定方法を説明します。

まず、PCONSOLEまたはNWADMINを使ってプリンタ環境を設定します。お使い

のNetWare によって、使用するユーティリティと手順が異なります。次のペー

ジをご覧ください。

・ NetWare3.xJ

「プリンタ環境の設定（PCONSOLEから）」（次ページ）

・ NetWare4.1xJ/IntranetWare-J（バインダリエミュレーション）

「プリンタ環境の設定（バインダリ）」（84ページ）

・ NetWare4.1xJ/IntranetWare-J/NetWare5J（NDS）

「プリンタ環境の設定（NWADMINから）」（89ページ）

その後、EpsonNet WinAssistで I/Fカードの設定をします。

設定を行うコンピュータに、Client32またはIntranetWare Clientをイ

ンストールしておいてください。
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利用可能な項目

ファイルサーバの変更

プリントキュー情報

プリントサーバ情報

プリントサーバ情報

パスワードの変更

フルネーム

プリントサーバ構成

プリントサーバ ID
プリントサーバオペレータ

プリントサーバユーザ

プリンタ環境の設定（PCONSOLEから）

NetWare3.xJをお使いの方は、次の設定を行ってください。

1 NetWareサーバへのログイン

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにして、設定するNetWareサー

バに、クライアントからSUPERVISORと同等の権限を持つユーザでログイン

します。

2 プリントキューの登録

①PCONSOLEを起動し、[利用可能な項目]か

ら[プリントキュー情報]を選択します。

② Insert キーを押して、[新プリント

キュー名]欄にプリントキュー名を入力

します。

設定したプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使

いますので、キュー名をクライアントに知らせてください。

3 キューユーザの登録

[プリントキュー]リストから作成したプリントキューを選択すると[プリン

トキュー情報]メニューが表示されますので、[キューユーザ]を選択して、

[EVERYONE]が登録されていることを確認します。EVERYONEがない場合は、

Insert キーを押して、キューユーザリストから[EVERYONE]を選択します。

4 プリントサーバの登録

①[利用可能な項目]から[プリントサーバ

情報]を選択します。

② Insert キーを押して、[新プリント

サーバ名]欄にプリントサーバ名を入力

します。このプリントサーバ名は後で使

用するのでメモしておいてください。

5 プリンタの構成

①[プリントサーバ]リストから作成した

プリントサーバを選択すると、[プリント

サーバ情報]画面が表示されますので、

[プリントサーバ構成]を選択します。

利用可能な項目

ファイルサーバの変更

プリントキュー情報

プリントサーバ情報
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②[プリントサーバ構成メニュー]画面が表示されますので、[プリンタの構

成]を選択します。

③[構成完了プリンタ]の最上段[インス

トールされていません（プリンタ番号＝

0）]を選択します。

④次のように設定します。

任意のプリンタ名を入力

リモートパラレル,LPT1を選択

任意に入力

必要に応じた用紙の変更可

⑤ Esc キーを押して、変更内容を保存します。

6 プリンタとキューの関連付け

①[プリントサーバ構成メニュー]から[プ

リンタでサービスされているキュー]を

選択します。

②[定義済みのプリンタ]リストから、手

順5で作成したプリンタを選択します。

③ Insert キーを押して、[使用可能キュー]リストから、手順2で作成した

キューを選択してください。

④[優先順位]を1から10までの数値で指定します。1が最優先です。

7 PCONSOLEの終了

Esc キーを押して、PCONSOLE を終了します。このあとは、「I/Fカードの設

定」（93ページ）へ進んでください。

構成完了プリンタ

インストールされていません  |0
インストールされていません  |1
インストールされていません  |2

プリンタ 0 の構成

名前:Printer-0
タイプ:リモートパラレル,LPT1
社別識別子:ESCP
IRQ:7
バッファサイズ（K バイト）:3
開始用紙:0
キューサービスモード

ボーレート:
データビット:
ストップビット:
パリティ:
X-On/X-Off 使用有無

プリントサーバ構成メニュー

使用されているファイルサーバ

プリンタ通知リスト

プリンタでサービスされているキュー

プリンタの構成
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プリンタ環境の設定（バインダリ）

NetWare4.1xJ/IntranetWare-J（バインダリエミュレーション）をお使いの方

は、次の設定を行ってください。

・ 必要に応じて、各ユーザにトラスティを割り当ててください。

・ プリントキュー、プリントサーバは必ずPCONSOLEで設定してくださ

い。NWADMINではバインダリキューを作成できません。

1 NetWareサーバへのログイン

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにして、設定するNetWareサー

バに、クライアントからADMINと同等の権限を持つユーザでログインしま

す。この時、必ずバインダリ接続でログインしてください。

設定に使うクライアントがNDSモードでログインしている場合には、

PCONSOLE起動時に F4 キーを押して、バインダリモードにしてから設定

を行ってください。

2 プリントキューの登録

①PCONSOLEを起動し、[利用可能な項目]か

ら[プリントキュー]を選択します。

② Insert キーを押して、[新しいプリン

トキュー名]を入力します。

設定したプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使

いますので、キュー名をクライアントに知らせてください。

3 キューユーザの登録

[プリントキュー]リストから作成したプリントキューを選択すると[プリン

トキュー情報]メニューが表示されますので、[キューユーザ]を選択して、

[EVERYONE]が登録されていることを確認します。EVERYONEがない場合は、

Insert キーを押して、キューユーザリストから[EVERYONE]を選択します。

4 プリントサーバの登録

①[利用可能な項目]から、[プリントサーバ]を選択します。

② Insert キーを押して、[新しいプリントサーバ名]を入力します。

利用可能な項目

プリントキュー

プリンタ

プリントサーバ

クイックセットアップ

コンテキストの変更
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5 PCONSOLEの終了

PCONSOLEを終了して、NetWareサーバからログアウトします。

6 サーバへのログイン

NetWareサーバに、クライアントからADMINと同等の権限を持つユーザでロ

グインします。この時、NDS接続でログインしてください。

7 プリンタの作成

NWADMINを起動し、手順4で作成したプ

リントサーバオブジェクトのあるコンテ

ナをクリックして、メニューの[オブジェ

クト]-[作成]-[プリンタ]を選択します。

プリンタ名を入力して 作成 ボタンをク

リックします。

8 プリントキューの割り当て

①NetWareアドミニストレータ画面で、手

順7で作成したプリンタオブジェクトの

アイコンをダブルクリックします。

② 割り当て ボタンをクリックし、 追加 ボタンをクリックします。
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③プリントキューの一覧が表示されますので、割り当てるキュー（手順2で

作成したキュー）を選択し、 OK ボタンをクリックします。

9 プリンタタイプの設定

①[プリンタ]画面に戻って 環境設定 ボタンをクリックし、[プリンタタイ

プ]で[パラレル]を選択して、右の 通信 ボタンをクリックします。

②ポート[LPT1]、割り込み[ポーリング]、接続タイプ[手動ロード]を選択します。

③設定が終了したら OK ボタンをクリックして[パラレル通信]画面を閉じ、

[プリンタ]画面で OK ボタンをクリックします。
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10 プリンタの割り当て

①NetWareアドミニストレータ画面で、手

順4で作成したプリントサーバオブジェ

クトのアイコンをダブルクリックします。

② 割り当て ボタンをクリックし、 追加 ボタンをクリックします。

③プリンタオブジェクトの一覧が表示されますので、手順7で作成したプリ

ンタを選択し、 OK ボタンをクリックします。

④②の画面に戻って、一覧から割り当て

たプリンタを選び プリンタ番号 ボタ

ンをクリックします。プリンタ番号を

0～15の範囲で設定し、 OK ボタンを

クリックします。
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11 割り当てたオブジェクトの確認

①NetWareアドミニストレータ画面で、手順

4で作成したプリントサーバオブジェクト

のアイコンをダブルクリックします。

② プリントレイアウト ボタンをクリックします。

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付けられていることを

確認してください。このあとは、「I/Fカードの設定」（93ページ）へ進ん

でください。
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プリンタ環境の設定（NWADMINから）

NetWare4.1xJ/IntranetWare-J/NetWare5J（NDS）をお使いの方は、NWADMIN

から設定できます。

1 NetWareサーバへのログイン

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにして、設定するツリーに、ク

ライアントから目的のコンテキストに対してADMINと同等の権限のあるユー

ザでログインします。

2 プリンタの作成

NWADMINを起動します。ディレク

トリコンテキストのアイコンをク

リックし、メニューの[オブジェク

ト]-[作成]-[プリンタ]を選択しま

す。プリンタ名を入力して 作成 ボ

タンをクリックします。

3 プリントサーバの作成

ディレクトリコンテキストのアイコ

ンをクリックし、メニューの[オブ

ジェクト]-[作成]-[プリントサー

バ]を選択します。プリントサーバ

名を入力して 作成 ボタンをクリッ

クします。

4 プリントキューの作成

①ディレクトリコンテキストのア

イコンをクリックし、メニュー

の[オブジェクト]-[作成]-[プ

リントキュー]を選択します。

プリントキュー名を入力して

作成 ボタンをクリックします。

②プリントキューオブジェクトの

アイコンをダブルクリックし、

ユーザを登録します。

設定したプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使

いますので、キュー名をクライアントに知らせてください。

プリントキューを置くボリュームを指定

（ディレクトリコンテキスト内のボリュー

ムを選択）
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5 プリントキューの割り当て

①NetWareアドミニストレータ画面でプ

リンタオブジェクトのアイコンをダブ

ルクリックします。

② 割り当て をクリックし、 追加 ボタンをクリックします。

③プリントキューの一覧が表示されるので、手順4で作成したキューを選択

し、 OK ボタンをクリックします。

④ 環境設定 をクリックして[プリンタタイプ]欄で[その他/不明]を選択

し、 OK ボタンをクリックします。
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6 プリンタの割り当て

①NetWareアドミニストレータ画面でプ

リントサーバオブジェクトのアイコン

をダブルクリックします。

② 割り当て をクリックし、 追加 ボタンをクリックします。

③プリンタオブジェクトの一覧が表示されるので、割り当てるプリンタオブ

ジェクトを選択し OK ボタンをクリックします。

④②の画面に戻って一覧から割り当てた

プリンタを選び、 プリンタ番号 ボタ

ンをクリックします。プリンタ番号を

0～254の範囲で設定し、 OK ボタンを

クリックします。
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7 割り当てたオブジェクトの確認

①NetWareアドミニストレータ画面で、

プリントサーバオブジェクトのアイコ

ンをダブルクリックします。

② プリントレイアウト ボタンをクリックします。

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付けられていることを

確認してください。続いて、次ページへ進んでください。

詳しくはNetWareのマニュアルをご覧ください。
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I/Fカードの設定

I/Fカードを装着したプリンタの設定は、EpsonNet WinAssistから行います。

1 NetWareサーバへのログイン

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにして、設定するNetWareサー

バに、クライアントからSUPERVISORまたはADMINと同等の権限を持つユー

ザでログインします。

2 プリントサーバのロード

プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで次のコマンドを入力

し、プリントサーバモジュールをロードします。

> LOAD_PSERVER_PCONSOLEまたはNWADMINで設定したプリントサーバ名

（_は半角スペース）

3 EpsonNet WinAssistの起動

①[スタート]メニューのプログラム[EpsonNet WinAssist]をクリックして

起動します。

②リスト画面のIPXグループに表示されるプリンタから、設定するプリンタ

を選択して 設定開始 ボタンをクリックします。
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・ 設定するI/Fカードは、MACアドレスで区別します。MACアドレスは、

ステータスシートおよびI/Fカード上のシールで確認できます。

・ IPアドレスが工場出荷時の設定の場合、モデル名が表示されないこ

とがあります。

・ IPXグループにプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオ

ンになっているか、コンピュータと同一セグメントにI/Fカードがあ

るかを確認してください。

・ ローカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの

[探索オプション]（128ページ）で設定すると、表示されます。

4 NetWare設定画面の表示

[NetWare]タブをクリックして、I/FカードのNetWare情報を設定します。

現在ログインしているNetWareの環境とI/Fカードに設定してある

NetWare環境が一致しないときは、メッセージが表示されます。メッセー

ジをよくお読みになり、次の操作に移ってください。
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5 基本設定とリモートプリンタ設定

画面の右半分は、[基本設定]の[モード]で選択した値により異なります。

[モード]で[リモートプリンタ]を選択すると下図の表示になります。

設定項目 設定内容

基本設定

モード 動作モードを選択します。[リモートプリンタ]

を選択してください。

フレームタイプ 使用するフレームタイプを選択します。

NDS

ツリー名 設定は不要です。

コンテキスト 設定は不要です。

リモートプリンタ

プライマリプリン

トサーバ名

PCONSOLE または NWADMIN で作成したプリントサ

ーバ名を入力します。

プリンタポート

番号

PCONSOLE または NWADMIN で設定したリモートプ

リンタのプリンタ番号を設定します。
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6 設定の保存

OK ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。

パスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、 変更 ボタンをク

リックしてください。詳しくは「パスワードについて」（135ページ）を参

照してください。工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていま

せん。

「設定は正常に更新されました。」と表示されたら、更新は完了です。この

メッセージが表示されるまではI/Fカードに情報を送っていますので、プリ

ンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしないでください。
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NDPS ゲートウェイ印刷（NetWare5J）

NetWare5Jには、NDPSが標準装備されています。ここでは、Novell NDPSゲー

トウェイ経由で印刷する方法を説明します。

Novell NDPS ゲートウェイは、IPX上のrprinter、IP上の LPR、または従来か

らあるIPX上のキューベースプリントシステムを使ってNDPSで印刷するため

のソフトウェアです。

・ NDPSを使うと、ネットワーク上のプリンタや印刷サービスの管理が

従来の方法よりも簡単に行えます。

・ 本製品は、NDPSの[自動ドライバインストール]には対応していませ

ん。

・ NDPS経由で印刷する場合、バナー印刷は行えません。

設定の流れ

次のような手順で設定します。NDPSについての詳細は、NetWare5Jに添付さ

れているNDPSの説明書を参照してください。

1. 接続方法の決定と環境設定.................... 98ページ

↓

2. NDPSマネージャの作成 ...................... 99ページ

↓

3. NDPSプリンタエージェントの作成 ............. 100ページ

↓

4. EpsonNet WinAssistからのI/Fカード設定 ..... 108ページ

↓

5. プリンタ設定（クライアント）................. 111ページ
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接続方法の決定と環境設定

1 接続方法の決定

次の3種類の接続方法から、ご利用の環境にあったものを選びます。

・リモート（IPX上でrprinter）

ゲートウェイ経由で、RPRINTER（リモートプリンタ）モードのプリンタに

印刷することができます。NetWareを初めてインストールするときや、現

在の印刷環境が削除されても問題ない場合に使用できます。

リモート（IPX上で rprinter）を使うと、従来のキューベースプリント

システムの設定が失われます。

・リモート（IP上でLPR）

ゲートウェイ経由で、I/FカードのIPアドレスを設定したプリンタに印

刷できます。

・ジョブをキューに転送

ゲートウェイからキューに印刷ジョブを送って印刷します。従来のキュー

ベースプリントシステムと共存したいときに使用できます。

2 必要なプロトコルのインストール（サーバ）

NetWareサーバに、次のプロトコルをインストールします。接続方法によっ

て、インストールするプロトコルが異なります。

インストール方法はNetWare5Jのマニュアルをご覧ください。

・ リモート（IPX上でrprinter）............... IPX

・ リモート（IP上でLPR）...................... TCP/IP

・ ジョブをキューに転送 ...................... IPX

3 クライアントソフトのインストール（クライアント）

クライアントに、NetWare5J添付のクライアントソフトをインストールしま

す。このとき[標準のインストール]を選択すると、NDPSも自動的にインス

トールされます。

4 プリンタドライバのインストール（クライアント）

クライアントに、使用するプリンタのプリンタドライバをインストールしま

す。インストール方法はプリンタの取扱説明書をご覧ください。

・ NetWareサーバ経由でプリンタドライバをインストールしないでください。

・ Novellプリンタマネージャ（NWPMW32.EXE）からは、プリンタの追加

およびプリンタドライバのインストールをしないでください。
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NDPSマネージャの作成

NetWare5JのツールNWADMINから、NDPSマネージャを作成します。以下の操作

はクライアントから行ってください。

1 NWADMINの起動

クライアントから、NetWareアドミニストレータ（NWADMN32.EXE）を起動し

ます。

2 NDPS Managerの設定

①ディレクトリコンテキストのア

イコンを選択し、メニューの

[オブジェクト]-[作成]-[NDPS

Manager]を選択します。

②[NDPSマネージャ名]、[常駐先

サーバ]、[データベースボ

リューム]を設定したら、 作成

ボタンをクリックして設定を保

存します。

3 NDPSマネージャのロード

NetWareサーバで、NDPSマネージャをロードします。サーバコンソールで次

のコマンドを入力し、作成したNDPSマネージャを選択してください。

>LOAD_NDPSM（_は半角スペース）

コマンドを常時使用する場合は、AUTOEXEC.NCFに[LOAD_NDPSM_識別名付

きNDPSマネージャオブジェクト名]（_は半角スペース）を記述してくだ

さい。
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NDPSプリンタエージェントの作成

続いて、NWADMINから NDPSプリンタエージェントを作成します。

ここでの設定と同じことが、サーバコンソールからも行えます。詳しく

はNetWare5Jのマニュアルを参照してください。

1 プリンタタイプの決定

次の2種類のプリンタタイプから、使用するタイプを決定します。タイプの

詳細は、NetWare5Jのマニュアルをご覧ください。

・パブリックアクセスプリンタ（手順2へ）

この設定にするとネットワーク上の誰もがプリンタを使用できます。ただ

しNDSオブジェクトとしては登録されないため、セキュリティやイベント

通知などのサービスが一部利用できません。

・コントロールアクセスプリンタ（手順3へ）

NDSオブジェクトとして登録されるプリンタで、セキュリティやイベント

通知などのサービスが利用できます。アクセス権のあるユーザだけが利用

できます。

2 プリンタエージェントの作成（パブリックアクセスプリンタ）

①作成したNDPSマネージャを選択し、メニューの

[オブジェクト]-[詳細]画面を起動します。

② プリンタエージェントリスト

ボタンをクリックして、 新規

ボタンをクリックします。

新規 ボタンが無効になってい

る場合は、サーバーコンソール

でNDPSMをロードしてくださ

い。
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③[プリンタエージェント（PA）

名]を入力します。

[ゲートウェイタイプ]は

[Novellプリンタゲートウェイ]

を選択し、 OK ボタンをクリッ

クします。続いて手順4へ進み

ます。

3 プリンタエージェントの作成（コントロールアクセスプリンタ）

①ディレクトリコンテキストのアイコンを選

択し、メニューの[オブジェクト]-[作成]-

[NDPS Printer]を選択します。

②[NDPSプリンタ名]を入力し、[プ

リンタエージェントのソース]欄

では[新規プリンタエージェント

を作成する]を選択して 作成 ボ

タンをクリックします。それ以

外の項目については、NetWare5J

のマニュアルを参照してくださ

い。

③[NDPSマネージャ名]では作成し

たNDPSマネージャを選択しま

す。[ゲートウェイタイプ]は

[Novellプリンタゲートウェイ]

を選択し、 OK ボタンをクリッ

クします。続いて手順4へ進み

ます。
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4 プリンタタイプと接続タイプの選択

①[プリンタタイプ]は((なし))を、[ポートハンドラタイプ]はNovellポート

ハンドラを選択して OK をクリックします。

②お使いになる接続タイプとポートタイプを選択し、 次へ をクリックしま

す。

ここで選択する[接続タイプ]によって、次の手順へ進んでください。

・ [リモート（IPX上でrprinter）] ：手順5へ

・ [リモート（IP上でLPR）] ：手順6へ

・ [ジョブをキューに転送] ：手順7へ

[接続タイプ]でリモート(IPX上でrprinter)を選択したら、[ポートタイプ]

でLPT1を選択してください。
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5 （リモート（IPX上でrprinter））ポートハンドラの設定

I/FカードのネットワークアドレスとMACアドレスは、I/Fカードのス

テータスシートに印刷されています。

①次の項目を入力し、 次へ をクリックします。

②[割り込み]は[なし]を選択し、 完了 をクリックします。

設定項目 設定内容

SAP 名 プリンタエージェント名が表示されます。

プリンタ番号 プリンタ番号（0～254）を設定します。

ネットワーク I/F カードのネットワークアドレスを入力しま

す。

ノード I/F カードの MAC アドレスを入力します。
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③次の画面が表示されます。④の画面が表示されるまでお待ちください。

④[プリンタドライバ]は（なし）を選択します。この後は、手順8へ進んで

ください。
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6 （リモート（IP上でLPR））ポートハンドラの設定

①[ホストアドレス]にはI/FカードのIPアドレスを入力します。

[ホスト名]は、ホスト名を登録してある場合に入力します。プリンタ名は

図のように初期値のままで、 完了 ボタンをクリックします。

②次の画面が表示されます。③の画面が表示されるまでお待ちください。

③[プリンタドライバ]は（なし）を選択します。

手順8へ進んでください。
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7 （ジョブをキューに転送）ポートハンドラの設定

この設定は、すでに作成されているキューで、印刷のできる設定が完了して

いることを前提としています。印刷環境の設定については「バインダリプリ

ントサーバ印刷（NetWare3.xJ/4.1xJ）」（69ページ）、「NDSプリントサーバ

印刷（NetWare4.1xJ/5J）」（74ページ）、「リモートプリンタ印刷

（NetWare3.xJ/4.1xJ/5J）」（81ページ）のいずれかを参照してください。

①[キュー名]にはI/Fカードが有効なキューを、[キューユーザ名]には

[キュー名]のキューユーザ権限を持つ名前を選択し、 完了 ボタンをク

リックします。

[キュー名]にはあらかじめ作成しておいたプリントキュー名を指定しま

す。モードはプリントサーバ、リモートプリンタのどちらでも構いません。

②次の画面が表示されます。③の画面が表示されるまでお待ちください。

③[プリンタドライバ]は（なし）を選択します。この後は、手順8へ進んで

ください。
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8 設定の確認

設定したNDPSプリンタエージェントを確認しま

す。

①NWADMINで、作成したNDPSマネージャオブジェ

クトを選択し、メニュー[オブジェクト]-[詳細]

画面を起動します。

② プリンタエージェントリスト ボタンをクリックします。ここで、作成し

たNDPSプリンタエージェントのステータスが[アイドル]になっているこ

とを確認します。

リモート(IPX上で rprinter)をお使いの場合は、次ページからの設定を

行ってから、この画面でステータスが[アイドル]になることを確認して

ください。

[リモート（IPX上で rprinter）]の場合は、続いて次ページからの設定を行っ

てください。

[リモート（IP上で LPR）]、[ジョブをキューに転送]の場合は、続いて「プリン

タ設定（クライアント）」（111ページ）へ進んでください。
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I/Fカードへの設定（[リモート（IPX上でrprinter）]選択時）

リモート（IPX上で rprinter）の場合は、前ページに続いてEpsonNet

WinAssistから I/Fカードを設定します。

・ 次の操作は、[リモート（IPX上で rprinter）]をお使いの場合のみ設

定してください。[リモート（IP上で LPR）]、[ジョブをキューに転送]

をお使いの場合は設定不要です。

・ 設定を行うコンピュータに、Client32、IntranetWare Client、

Novell Clientのいずれかをインストールしておいてください。

1 サーバへのログイン

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにして、設定するNetWareサー

バに、クライアントからADMIN権限のあるユーザでログインします。

2 EpsonNet WinAssistの起動

①[スタート]メニューのプログラム[EpsonNet WinAssist]をクリックして

起動します。

②リスト画面のIPXグループに表示されるプリンタから、設定するプリンタ

を選択して 設定開始 ボタンをクリックします。

・ 設定するI/Fカードは、MACアドレスで区別します。MACアドレスは、

ステータスシートおよびI/Fカード上のシールで確認できます。

・ I/FカードのIPアドレスが工場出荷時の設定(192.168.192.168)の場

合、モデル名が表示されないことがあります。

・ IPXグループにプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオ

ンになっているか、コンピュータと同一セグメントにI/Fカードがあ

るかを確認してください。

・ ローカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの

[探索オプション]（128ページ）で設定すると、表示されます。
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3 NetWare設定画面の表示

[NetWare]タブをクリックして、I/FカードのNetWare情報を設定します。

現在ログインしているNetWareの環境とI/Fカードに設定してある

NetWare環境が一致しないときは、メッセージが表示されます。メッセー

ジをよくお読みになり、次の操作に移ってください。

4 基本設定とリモートプリンタ設定

画面の右半分は、[基本設定]の[モード]で選択した値により異なります。

[モード]で[リモートプリンタ]を選択すると下図の表示になります。

設定項目 設定内容

基本設定

モード 動作モードを選択します。[リモートプリンタ]

を選択してください。

フレームタイプ 使用するフレームタイプを選択します。

NDS

ツリー名 設定は不要です。

コンテキスト 設定は不要です。

リモートプリンタ

プライマリプリン

トサーバ名

103 ページの[SAP名]と同じ名前を、半角英数 47

文字以内で入力します。

プリンタポート

番号

プリンタ番号を、0～254 の数字で設定します。

103 ページの[プリンタ番号]と同じ数字を入力

します。
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5 設定の保存

OK ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。

パスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、 変更 ボタンをク

リックしてください。詳しくは「パスワードについて」（135ページ）を参

照してください。工場の出荷時の状態では、パスワードは何も設定されてい

ません。

「設定は正常に更新されました。」と表示されたら、更新は完了です。この

メッセージが表示されるまではI/Fカードに情報を送っていますので、プリ

ンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしないでください。

この後は、107ページの手順8を行ってから、次ページへ進んでください。



111

NetWare
印
刷

プリンタ設定（クライアント）

クライアントはプリンタのマニュアルを参照してプリンタドライバをインス

トールした後、印刷先にプリンタエージェントを指定します。

Novellプリンタマネージャ（NWPMW32.EXE）からは、プリンタの追加お

よびプリンタドライバのインストールをしないでください。

①プリンタのマニュアルを参照して、EPSONプリンタドライバをインストー

ルします。

②[プリンタの追加]で印刷先を設定します。次のオブジェクトを出力先に設

定してください。

・パブリックアクセスプリンタの

場合

[Ndpsパブリックアクセスプリ

ンター]というネットワークグ

ループの下に作成したNDPSプリ

ンタエージェント

・コントロールアクセスプリンタ

の場合

NDSツリー内に作成したNDPSプ

リンタエージェント

ステータスの表示、通知機能については、NetWare のマニュアルを参照し

てください。
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ダイヤルアップネットワーク使用時の注意

ここでは、ダイヤルアップネットワークを使用する場合の注意点を説明します。

本文にある「プライマリサーバ」とは、プライマリタイムサーバ（ネッ

トワーク上でワークステーションなどに時間を提供するサーバ）を指し

ます。

ダイヤルアップ先にプライマリサーバがある場合

プリントサーバモードでは、必ず専用線接続で使います。

プリントサーバモードではファイルサーバに対してポーリングを行うため、

ルータによる代理応答ができません。このため、ダイヤルアップ接続での使用

はできません。

リモートプリンタモードでは、代理応答機能があるルータを使えば、ダイヤル

アップ先にプライマリサーバを設置できます。しかし、プライマリサーバがダ

ウンした場合などに不必要なダイヤルアップをしてしまう可能性があるため、

ダイヤルアップ専用線接続をおすすめします。

ダイヤルアップ接続をする場合は、次ページからの注意をお読みください。
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ローカルネットワークにファイルサーバがある場合

1.1.1.1.1. 電源投入時

ローカルのファイルサーバ→プライマリサーバの順にアクセスするため、

ダイヤルアップが発生します。

このダイヤルアップは電源投入時の１回のみで、問題はありません。

2.2.2.2.2. I/Fカードが正しく設定されていない場合

ローカルのファイルサーバ→プライマリサーバの順にアクセスするため、

ダイヤルアップが約5分間隔で発生します。

I/Fカードが正しく設定されていないことが原因です。本章にある設定を

正しく行うと、この現象は発生しません。

3.3.3.3.3. 正常動作中（待機）

NetWareのプロトコル規約により、SPX Watchdogパケットが送信されま

す。代理応答機能があるルータを使えば問題ありません。

4.4.4.4.4. 正常動作中（印刷）

印刷データが転送されている間ダイヤルアップが発生します。ダイヤル

アップネットワーク本来のダイヤルアップであるため問題ありません。

5.5.5.5.5. 動作中にプライマリサーバがダウンした場合

定期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生

します。これは自動再接続機能が原因です。一度、I/Fカードを装着した

プリンタの電源をOFFにしてください。

6.6.6.6.6. ローカルネットワークのファイルサーバがダウンした場合

ローカルネットワークにファイルサーバがなくなると、ローカルネット

ワークでNetWareと本 I/FカードのNetWareプロトコルが使えなくなり

ます。この状態ではダイヤルアップは発生しません。ローカルネット

ワークのファイルサーバが復帰すると、本I/Fカードも自動復帰します。

I/F カードを装着

したプリンタ
ファイル

サーバ

ダイヤルアッ

プルータ

ローカルネットワーク

プライマリファイルサーバ

（プライマリプリントサーバ）

ダイヤルアッ

プルータ

リモートネットワーク
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ローカルネットワークにファイルサーバがない場合

ルータの設定によっては、ローカルネットワークにファイルサーバがなくても

NetWareプロトコルが使えます。

この場合の注意は、前ページ「ローカルネットワークにファイルサーバがある

場合」の1から5と同様です。前ページをご覧ください。

I/F カードを装着

したプリンタ

ダイヤルアッ

プルータ

ローカルネットワーク

プライマリファイルサーバ

（プライマリプリントサーバ）

ダイヤルアッ

プルータ

リモートネットワーク
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ローカルネットワークにプライマリサーバがある場合

I/Fカードを設置したネットワークにプライマリサーバを設置しても、構成に

よっては不必要なダイヤルアップが発生します。

次の注意点は、プリントサーバモード、リモートプリンタモードで共通です。

1.1.1.1.1. 電源投入時

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しま

せん。

2.2.2.2.2. 本 I/Fカードが正しく設定されていない場合

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しま

せん。ただし、誤ってリモートネットワークのファイルサーバ/プリン

トサーバをプライマリサーバとして設定してしまった場合は、意図しな

いダイヤルアップが発生するので注意が必要です。この章にある設定を

正しく行えば、この問題は発生しません。

3.3.3.3.3. 正常動作中（待機）

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しま

せん。

4.4.4.4.4. 正常動作中（印刷）

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しま

せん。

5.5.5.5.5. 動作中にプライマリサーバがダウンした場合

定期的にプライマリサーバに接続を試みますが、ダイヤルアップは発生

しません。ただし、ルータがSAPパケット(Find Nearest Server)を通過

させる設定となっていると不必要なダイヤルアップが発生します。一度、

本I/Fカードを装着したプリンタの電源をOFFにするか、ルータでSAPパ

ケット（Find Nearest Server）を通過させないようにしてください。

I/F カードを装着

したプリンタ

プライマリファイルサーバ

（プライマリプリントサーバ）

ダイヤルアッ

プルータ

ダイヤルアッ

プルータ

ローカルネットワーク

ファイルサーバ

（プリントサーバ）

リモートネットワーク
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9 OS/2印刷

この章では、I/Fカードを装着したプリンタをOS/2 Warp3、4(OS/2Warp Connect、

OS/2Warp Serverを含む)で使用する際の設定方法を説明します。

TCP/IP印刷 118ページ

NetBEUI印刷 121ページ

対応するシステムは次のとおりです。

・ OS/2 Warp 3、4

・ Warp付属のlprportd (TCP/IP)

・ プリンタ共有 (NetBEUI)
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TCP/IP印刷

ここでは、OS/2Warpに標準でサポートされるlprportdを使用して、TCP/IP印

刷をする方法を説明します。

1 [TCP/IPの構成]起動

[OS/2システム]フォルダを起動し、[システム設

定]フォルダから[TCP/IPの構成]アイコンを起

動します。

2 [印刷]画面での設定

[印刷]タブをクリックして、次のように設定します。

ここでプリンタの設定をしても印刷が行えない場合は、[ホスト名]タブを

クリックして[ホスト名]画面での設定をしてください。

設定項目 設定内容

リモート印刷サー

バー
I/F カードの IP アドレスを入力します。

リモート印刷サー

バーのプリンター

プリンタ名を入力します。

LPD ポートの最大

数
1 以上の値を入力します。
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3 [自動始動]画面での設定

[自動始動]タブをクリックして、次のように設定します。

4 TCP/IP構成終了

[TCP/IP構成]を保存して終了し、コンピュータを再起動します。

5 プリンタの作成

[OS/2システム]フォルダの[テンプレート]から、[プリンタ]をデスクトップ

にドラッグして、プリンタを作成します。

設定項目 設定内容

自動始動するサー

ビス
[lprportd]を選択します。

[自動始動サービス]をチェックします。自動始動オプショ

ン [切離し]を選択します。
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6 ポートの設定

①プリンタアイコンをダブルクリックして、メニューの[プロパティー]画面

にある、[出力ポート]タブをクリックします。

②[出力ポート]欄で[¥¥PIPE¥LPD0]～[¥¥PIPE¥LPDn]（nは LPDポートの最大

数）のどれかを選択し、ダブルクリックします。

③[¥PIPE¥LPD－設定]画面が表示されます。

[LPDサーバ]欄にI/FカードのIPアドレスを入力します。[LPDプリン

ター]欄に手順2で登録したプリンタ名を入力します。

④プリンタ設定を終了し、プリンタアイコンを閉じます。これで設定は終了

です。
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NetBEUI印刷

I/Fカードを装着したプリンタの設定を行います。

1 OS/2 NETBIOSの確認

設定するコンピュータに、[IBM OS/2 NETBIOS]が組み込まれていることを確

認します。詳しくはOS/2のマニュアルを参照してください。

2 プリンタ作成

①プリンタを作成します。

②目的のプリンタをダブルクリックして、[プロパティー]画面にある[出力

ポート]タブをクリックします。

③出力ポートを選択します。

3 net useコマンド実行

DOSプロンプトから次のコマンドを実行して、プリンタに接続します。

書式） net_use_出力ポート:_¥¥I/FカードのNetBIOS名 ¥I/Fカードのデバ

イス名（_は半角スペース）

例） LPT1に設定したプリンタと接続する場合

>net_use_LPT1:_¥¥EP93xxxx¥EPSON

I/FカードのNetBIOS名と I/Fカードのデバイス名は、ステータスシート

で確認できます。NetBIOS名とデバイス名を変更する場合は、

Windows95/98/NT/2000からEpsonNet WinAssist/WebAssist を使って設

定してください。
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10 設定ユーティリティの各機能

この章では、EpsonNet WinAssist/MacAssist/WebAssistのオプション機能を

含む各機能の概要を説明します。

EpsonNet WinAssist 124ページ

EpsonNet MacAssist 138ページ

EpsonNet WebAssist 144ページ
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EpsonNet WinAssist

Windowsから I/Fカードの設定をするユーティリティ、EpsonNet WinAssist

について説明します。

起動

1 プリンタの起動

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにします。

2 EpsonNet WinAssistの起動

①Windows95/98/NT4.0/2000は、[スタート]メニューのプログラム

[EpsonNet WinAssist]をクリックして起動します。

WindowsNT3.51は、[EpsonNet WinAssist（共通）]グループの[EpsonNet

WinAssist]アイコンをダブルクリックして起動します。

②リスト画面で設定するプリンタを選択して、 設定開始 ボタンをクリック

します。

・ 設定するI/Fカードは、MACアドレスで区別します。MACアドレスは、

ステータスシートおよびI/Fカード上のシールで確認できます。

・ I/FカードのIPアドレスが未設定の場合、モデル名が表示されない

ことがあります。

・ ローカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの

[探索オプション]（127、128ページ）で設定すると、表示されます。
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項目 説明

①ツリービュー

クリックすると、ツリーごとに I/F カード情報を表示

します。

IPX 欄には、NetWare の通信プロトコルである IPX を

使用し、NetWare サーバまたは NDS コンテキストに管

理者の権限でログインしていないと、表示されませ

ん。

②項目名

各項目をクリックすると、クリックした項目を元に並

べ替えができます。また、項目名ボタンの境界をドラ

ッグすると、各項目の表示領域サイズを調整できま

す。

③リストビュー I/F カードの情報を表示します。

④  ブラウザの起動
リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックす

ると、EpsonNet WebAssist が起動されます。

⑤  設定開始
リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックす

ると、I/F カードの設定画面が表示されます。

リスト画面とメニュー

リスト画面
① ②

③

④    ⑤
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メニューバー

ツールメニューの詳細は、このページから128ページの間で説明しています。

ツール-タイムアウト設定

[タイムアウト設定]では、I/Fカードとデータを送受信する際に、通信エラー

とするまでのタイムアウト時間を設定します。

2～120秒の間で設定します。ここで設定した時間を超えた場合は、通信エ

ラーになります。初期値は6秒です。

項目 説明

デバイス

設定 選択した I/F カードの設定を開始します。

ブラウザの起動 EpsonNet WebAssist を起動します。

アプリケーションの

終了

EpsonNet WinAssist を終了します。

表示

最新の情報に更新 プリンタの再検索を行い、リスト画面の一覧表示を最

新の情報に更新します。

ツール

タイムアウト設定 I/F カードとデータを送受信する際のタイムアウト時

間を、2～120 秒の間で設定します。

設定した時間を超えた場合は、通信エラーになりま

す。

IP IP の探索オプションを設定します。探索オプション

IPX IPX の探索オプションを設定します。

ヘルプ

トピックの検索 ヘルプを表示します。

レビジョン情報 レビジョン情報と著作権情報を表示します。



127

設
定
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
各
機
能

ツール-探索オプション-IP

I/FカードをTCP/IPで管理している場合に、ローカルネットワークの外にあ

るI/Fカードを表示、設定したいときには、ここで特定のアドレスを設定する

と、設定したセグメントにあるI/Fカードが検索されます。

ここで設定し、保存した値は、[表示]メニューの[最新の情報に更新]を実行す

るか、EpsonNet WinAssistを再起動したときに有効になります。

①

②

③

④

⑤

   ⑥    ⑦

項目 説明

① 特定アドレスへの

　探索を有効にする

ルータを越えたところにある I/F カードを探索する場

合にチェックします。

②IP アドレス

探索する IP アドレスを入力します。（0～255）

ネットワーククラスにより、次のように入力してくだ

さい。

クラス A:[入力].[255].[255].[255]

クラス B:[入力].[入力].[255].[255]

クラス C:[入力].[入力].[入力].[255]

③IP アドレス一覧 登録済みの IP アドレスを表示します。

④  追加

②で IP アドレスを入力したらクリックして追加しま

す。最大 20 個登録できます。

ローカルアドレスの追加は行わないでください。

⑤  削除
使わないアドレスを③で選択してクリックし、削除し

ます。

⑥  OK 設定を保存します。

⑦  キャンセル 設定を取り消します。
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ツール-探索オプション-IPX

I/FカードをIPX（NetWare）で管理している場合に、ローカルネットワーク

の外にあるI/Fカードを表示、設定したいときには、ここでI/Fカードのネッ

トワークアドレスを設定します。

ここで設定し、保存した値は、[表示]メニューの[最新の情報に更新]を実行す

るか、EpsonNet WinAssistを再起動したときに有効になります。

・ IPXの探索は、NetWareサーバに管理者の権限でログインしている場

合に、行うことができます。

・ ネットワークアドレスは、I/Fカードのステータスシートの

[NetWare]欄にある[Network Address]をご覧ください。

・ ダイヤルアップネットワークをお使いの場合、探索しないアドレス

を探索アドレスに登録したままにしておくと、余分な課金が発生す

るおそれがありますので、ご注意ください。

①

② ⑤

    ③

    ④

⑥    ⑦

項目 説明

① 特定アドレスへの

　探索を有効にする
特定のアドレスを探索する場合にチェックします。

② ネットワークアド

レス一覧
現在のネットワークアドレスを表示します。

③  追加
ネットワークアドレス一覧でアドレスを選択してクリ

ックすると追加されます（最大 256 個登録可能）。

④  削除
探索アドレスから使わなくなったアドレスを選択して

クリックすると削除されます。

⑤探索アドレス 探索するネットワークアドレスを表示します。

⑥  OK 設定を保存します。

⑦  キャンセル 設定を取り消します。
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設定画面

情報

この画面には、I/Fカードの設定状態が表示されます。

TCP/IP

I/FカードのTCP/IP情報を設定します。詳しくは「4 TCP/IPの設定」をご覧

ください。

IP アドレスの取得方法を選択

PING の有効/無効を選択

IP アドレスを入力

サブネットマスクを入力

ゲートウェイを入力

設定を保存 設定の取消 ヘルプ

設定を保存 設定の取消 ヘルプ

MAC アドレス

I/F カードのハードウェア

バージョン

I/F カードのソフトウェア

バージョン

プリンタの型番

I/F カードを工場出荷時の

状態に戻す
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NetWare-プリントサーバ

NetWareをプリントサーバで使う場合、この画面で設定します。詳しくは「8

NetWare印刷」をご覧ください。

① ③

②

   ④     ⑤      ⑥

項目 説明

①基本設定

モード 動作モードを選択します。

フレームタイプ フレームタイプを選択します。

②NDS

ツリー名 NDS ツリー名を設定します。

コンテキスト NDS コンテキストを設定します。

 参照 NDS コンテキストを選択できます。

③プリントサーバ

プライマリファイル

サーバ名

プリントサーバがログインするサーバを選択します。

NDS モードの場合は設定不要です。

プリントサーバ名 プリントサーバを選択または入力します。

プリントサーバ

パスワード

プリントサーバへログインするためのパスワードを入

力します。

プリントサーバ

パスワードの再入力
プリントサーバパスワードを再入力します。

ポーリング間隔 ポーリング間隔を設定します。

プリントキュー設定 キューの設定をします。

④  OK 設定を保存します。

⑤  キャンセル 設定を取り消します。

⑥  ヘルプ ヘルプを表示します。
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NetWare-プリントサーバ-キューの設定

プリントサーバ設定で プリントキュー設定 ボタンをクリックした場合、こ

の画面で設定します。詳しくは「8 NetWare印刷」をご覧ください。

① ②

③

    ④  ⑤

     ⑥    ⑦

項目 説明

①キュー名 割り当てるキューを表示します。

②  参照 キューの選択、作成、削除をします。

③キュー一覧 キューの一覧を表示します。

④  追加 割り当てるキューを追加します。

⑤  削除 キューの割り当てを解除します。

⑥  OK 設定を保存します。

⑦  キャンセル 設定を取り消します。
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NetWare-リモートプリンタ

NetWareをリモートプリンタで使う場合、この画面で設定します。詳しくは

「8 NetWare 印刷」をご覧ください。

① ③

②

   ④      ⑤      ⑥

項目 説明

①基本設定

モード 動作モードを選択します。

フレームタイプ フレームタイプを選択します。

②NDS

ツリー名 設定は不要です。

コンテキスト 設定は不要です。

③リモートプリンタ

プライマリプリント

サーバ名
プライマリプリントサーバ名を入力します。

プリンタポート番号 プリンタ番号を入力します。

④  OK 設定を保存します。

⑤  キャンセル 設定を取り消します。

⑥  ヘルプ ヘルプを表示します。
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NetBEUI

NetBEUIを設定します。

　①

　②

　③

　　　④ ⑤ 　⑥

項目 説明

①NetBIOS 名

プリンタの NetBIOS 名（Microsoft でネットワーク上

のコンピュータ名にあたります）を、半角英数 15 文

字以内で入力します。

ネットワーク上にある他のコンピュータ名と重複しな

いようにしてください。

初期値：EP I/F カードのシリアル番号の下 6桁

②ワークグループ名

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループ

名またはドメイン名を、半角英数 15 文字以内で入力

します。

③デバイス名

プリンタのデバイス名を、半角英数 12 文字以内で入

力します。

LPT1、LPT2、LPT3、COM などは使用できません。

④  OK 設定を保存します。

⑤  キャンセル 設定を取り消します。

⑥  ヘルプ ヘルプを表示します。
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AppleTalk

AppleTalkの設定をします。

　　①

　　②

　　③

　　④

　　⑤

　　⑥

⑦　　　　⑧　　　⑨

項目 説明

①プリンタ名
プリンタ名を半角英数 32文字以内で入力します。

初期値:プリンタ名-I/F カードのシリアル番号の下 6桁

②ゾーン名 ゾーン名を半角英数 31文字以内で入力します。

③エンティティ

　タイプ
プリンタのエンティティタイプを表示します。

④  エンティティ

   タイプの設定
ここでの設定は不要です。

⑤ネットワーク

　番号の取得方法

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通

常は[自動]を選択します。

⑥手動設定時の

　ネットワーク番

　号

上の欄で[手動]を選択した場合に、0～65534 の

番号を入力します。

⑦  OK 設定を保存します。

⑧  キャンセル 設定を取り消します。

⑨  ヘルプ ヘルプを表示します。
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設定の保存

各設定画面で設定を保存する方法を説明します。

設定画面で OK ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存

します。

「設定は正常に更新されました。」と表示されたら更新は完了です。このメッ

セージが表示されるまではI/Fカードに情報を送っていますので、プリンタの

電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしないでください。

パスワードについて

EpsonNet WinAssistでは、I/Fカードの設定を保護するためのパスワードを

設定できます。各設定画面で OK をクリックしたり、情報画面で 工場出荷時

の状態に戻す をクリックすると、パスワード入力画面が表示されます。

① はじめてパスワードを設定する場合や、パスワードを変更する場合は、

変更 ボタンをクリックします。

初めてパスワードを設定する場合、パスワードは何も登録されていません。
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②  変更 ボタンをクリックすると次の画面が表示されますので、各パス

ワードを半角英数20文字以内で入力して、 OK をクリックします。大文

字小文字は区別されます。

・ パスワードは、EpsonNet WinAssist/MacAssist/WebAssistで共通に

使用するものです。それぞれのユーティリティを使う場合は、パス

ワードの管理に注意してください。

・ 新しいパスワードは、①のパスワード入力画面で OK ボタンをク

リックし、設定送信した後に有効になります。[管理者パスワード]画

面で設定した直後は、パスワード入力画面で[現在のパスワード]を

入力してください。

・ パスワードを忘れてしまった場合は、I/Fカードを工場出荷時の設定

に戻す必要があります。工場出荷時の設定に戻す方法は、「I/Fカー

ドの初期化」（204ページ）を参照してください。

・ EpsonNet WinAssistのパスワード設定は、PRIFNW1/2/2ACに対して

は使用できません。
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EpsonNet WinAssistの削除

EpsonNet WinAssistの削除は次の手順で行います。

Windows95/98/NT4.0/2000

Windows95の画面で説明します。

①[マイコンピュータ]の[コントロールパネル]を開きます。

②[アプリケーションの追加と削除]を開きます。

③[セットアップと削除]画面で[EpsonNet WinAssist]を選択し、

 追加と削除 ボタン（Windows2000は 変更/削除 ボタン）をクリックし

ます。

④「’EpsonNet WinAssist’とそのすべてのコンポーネントを削除します

か？」というメッセージが表示されるので、 はい をクリックします。

WindowsNT3.51

①[EpsonNet WinAssist（共通）]グループにある[アンインストール]をダブ

ルクリックして起動します。

②｢選択したアプリケーションとそのすべてのコンポーネントを完全に削除

しますか？｣というメッセージが表示されるので、 はい をクリックしま

す。

③｢アンインストールが完了しました。｣と表示されたら終了です。
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EpsonNet MacAssist

Macintoshから I/Fカードの設定をするユーティリティ、EpsonNet MacAssist

について説明します。

起動

1 プリンタドライバのインストール

各プリンタ同梱のプリンタドライバをインストールしておきます。

2 プリンタの起動

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにします。

3 EpsonNet MacAssistの起動

①[EpsonNet MacAssist]アイコンをダブルクリックして起動します。

②リスト画面で、設定するプリンタを選択して 設定開始 ボタンをクリック

します。

・ 設定するI/Fカードは、MACアドレスで区別します。MACアドレスは

ステータスシートおよびI/Fカード上のシールで確認できます。

・ お使いのコンピュータのゾーン外にあるプリンタは、[オプション]画

面の[ゾーン選択]（140ページ）で設定すると、表示されます。
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リスト画面とオプション

リスト画面

①

    ②  ③       ④    ⑤

項目 説明

①リストビュー I/F カードの情報を表示します。

②  終了 EpsonNet MacAssist を終了します。

③  オプション
2 つの機能があります。詳しくは次ページをご覧くだ

さい。

④  ブラウザ起動

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックす

ると、EpsonNet WebAssist が起動します。ブラウザが

起動すると EpsonNet MacAssist は終了します。

⑤  設定開始
リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックす

ると、I/F カードの設定画面が表示されます。
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オプション-タイムアウト時間

リスト画面で オプション ボタンをクリックすると表示されます。

EpsonNet MacAssistで 1ゾーンあたりの通信に使用するタイムアウトのベー

ス時間を、3～ 99秒の間で設定します。初期値は5です。

ここでの設定は、EpsonNet MacAssistを再起動したときに有効になります。

オプション-ゾーン選択

上のオプション画面で ゾーン選択 ボタンをクリックすると表示されます。

お使いのコンピュータのゾーン外にあるI/Fカードを表示、設定したいとき

は、ここでゾーンを追加すると、そのゾーンについても検索されます。ここで

の設定は、EpsonNet MacAssistを再起動したときに有効になります。

ゾーン名は最大2000まで表示されます。

検索したいゾーンを追加するときは、[ゾーン一覧]でゾーンを選択して

 追加 ボタンをクリックします。検索が不要になったゾーンは、[探索ゾーン]

で選択して 削除 ボタンをクリックします。 OK をクリックして、設定を保存

します。
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設定画面

IPアドレスの設定とAppleTalkの設定を行います。

① ②

③ ④ ⑤

項目 説明

①IP アドレスの設定

IP アドレスの取得

方法
IP アドレスの取得方法を選択します。

IP アドレス IP アドレスを設定します。

サブネットマスク サブネットマスクを設定します。

デフォルトゲート

ウェイ
ゲートウェイを設定します。

②AppleTalk の設定

プリンタ名

I/F カードを装着しているプリンタ名を、半角英数 32

文字以内で入力します。

初期値:プリンタ名-I/F カードのシリアル番号の下 6桁

エンティティタイプ
I/F カードを装着しているプリンタのエンティティタ

イプを表示します。

ゾーン名
AppleTalk のゾーンを選択します。初期状態ではアス

タリスク（*）が表示されます。

ネットワーク番号設

定

AppleTalk のネットワーク番号の設定方法を選択しま

す。通常は[自動]を選択します。

ネットワーク番号
上の欄で[手動]を選択した場合に、0～65534 の番号を

入力します。

③  工場出荷時状態

　 に戻す
I/F カードを工場出荷時の設定に戻します。

④  キャンセル 設定を取り消します。

⑤  送信 設定を更新します。
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設定の保存

設定画面で設定を保存する方法を説明します。

送信 ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。

「設定は正しく行われました。」と表示されたら更新は完了です。

このメッセージが表示されるまではI/Fカードに情報を送っていますので、プ

リンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしないでくださ

い。

パスワードについて

EpsonNet MacAssistでは、I/Fカードの設定を保護するためのパスワードを

設定できます。設定画面で 送信 をクリックしたり、 工場出荷時状態に戻す

をクリックすると、パスワード入力画面が表示されます。

① はじめてパスワードを設定する場合や、パスワードを変更する場合は、

変更 ボタンをクリックします。

はじめてパスワードを設定する場合、パスワードは何も登録されていません。
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②  変更 ボタンをクリックすると次の画面が表示されますので、各パス

ワードを半角英数20文字以内で入力して、 OK をクリックします。大文

字小文字は区別されます。

・ パスワードは、EpsonNet WinAssist/MacAssist/WebAssistで共通に

使用するものです。それぞれのユーティリティを使う場合は、パス

ワードの管理に注意してください。

・ 新しいパスワードは、①のパスワード入力画面で OK ボタンをク

リックし、設定送信した後に有効になります。[管理者パスワード]画

面で設定した直後は、パスワード入力画面で[現在のパスワード]を

入力してください。

・ パスワードを忘れてしまった場合は、I/Fカードを工場出荷時の設定

に戻す必要があります。工場出荷時の設定に戻す方法は、「I/Fカー

ドの初期化」（204ページ）を参照してください。

・ EpsonNet MacAssistのパスワード設定は、PRIFNW1/2/2ACに対して

は使用できません。



144

EpsonNet WebAssist

I/Fカードの設定には、EpsonNet WinAssist/MacAssistのほかに、Webブラウ

ザを使ったユーティリティ、EpsonNet WebAssistを使うことができます。

起動

・ お使いのコンピュータにWebブラウザをインストールしてください。

・ コンピュータとI/FカードにTCP/IPが正しく設定されていることを

確認してください。

・ EpsonNet WinAssist/MacAssistと EpsonNet WebAssist から、同時

に同じI/Fカードに対して設定をしないでください。

・ お使いのブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳

細は、お使いのブラウザおよびOSのマニュアルを参照してください。

1 プリンタの起動

I/Fカードを装着したプリンタの電源をオンにします。

2 EpsonNet WebAssistの起動

EpsonNet WinAssist/MacAssistから起動する方法と、ブラウザから起動す

る方法があります。

･ EpsonNet WinAssist/MacAssistのリスト画面から、設定するプリンタを

選択して ブラウザの起動 ボタンをクリックします。

･ ブラウザを起動してI/FカードのIPアドレスを入力します。このと

き、EpsonNet WinAssist/EpsonNet MacAssistは起動しないでください。

書式)http://I/FカードのIPアドレス/

例） http://192.168.100.201/
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オープニング画面

EpsonNet WebAssistを起動した時の画面について、説明します。

インデックスとメニュー

オープニング画面へ レビジョン情報へ 「管理者情報」で設定されたリンク先へ

HELPへ       ホームページ「I Love EPSON」へ

NetWare NetWare を設定します。

TCP/IP TCP/IP を設定します。

AppleTalk AppleTalk を設定します。

NetBEUI NetBEUI を設定します。

IPP IPP を設定します。

SNMP SNMP を設定します。

管理者情報 管理者名と、このページからリンクす

る任意の URL を設定します。

リセット I/F カードのリセットおよび工場出荷

時設定をします。

パスワード ネットワークの設定を保護するため

に、パスワードを設定します。

ホームページの

更新

EpsonNet WebAssist を更新します。

EPSON ホームページ「I love EPSON」へ

基本情報 I/F カードの情報とプリンタの状態を

表示します。

NetWare NetWare の情報を表示します。

TCP/IP TCP/IP の情報を表示します。

AppleTalk AppleTalk の情報を表示します。

NetBEUI NetBEUI の情報を表示します。

IPP IPP の情報を表示します。

SNMP SNMP の情報を表示します。
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インターフェイスカード情報

I/Fカードの情報と、プリンタの状態を表示します。

・ MACアドレスは、I/Fカード上およびステータスシートでも確認でき

ます。

・ プリンタステータスは自動的には更新されません。現在のステータ

スを知りたいときは、 ステータス更新 ボタンをクリックして最新の

情報に更新してください。

各項目の意味については、次ページを参照してください。
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情報

[情報]では、現在のI/Fカードやプリンタ、およびネットワークの状態の表示

のみ行います。

[情報]の各項目をクリックしたときに表示される内容は、[設定]‐[ネットワー

ク]の各項目をクリックしたときに設定できる内容と同じです。

[基本情報]で表示される項目については、前項「インターフェイスカード情

報」を参照してください。

[NetWare]、[TCP/IP]、[AppleTalk]、[NetBEUI]、[IPP]、[SNMP]で表示される項目

については、次項「ネットワーク」のそれぞれの説明を参照してください。

項目 説明

管理者名 I/F カードの管理者名を表示します。

インターフェイスカ

ード型番

I/F カードの型番を表示します。

MAC アドレス I/F カードの MAC アドレスを表示します。

ハードウェアバージ

ョン

I/F カードのハードウェアバージョンを表示します。

ソフトウェアバージ

ョン

I/F カードのソフトウェアバージョンを表示します。

モデル名 プリンタモデル名を表示します。

プリンタの状態を表示します。

緑 印刷可能または印刷中

黄 ・ 紙残量少

・ トナー/インク残量少

・ 警告

信号 赤 ・ 紙詰まり

・ 紙なし

・ トナー/インクなし

・ カバーオープン

・ オフライン

・ エラー

 ステータス更新 クリックすると、プリンタの最新情報を表示します。
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ネットワーク

ネットワーク設定画面について説明します。

NetWare

・ EpsonNet WebAssistには、プリントサーバモードでのEpsonNet

WinAssistのような、プリントサーバ/キュー/プリンタを新規に作

成する機能はありません。EpsonNet WebAssistでオブジェクトを設

定するときは、EpsonNet WinAssistや PCONSOLE、NWADMINで作成済

みのオブジェクトを入力してください。

・ [NetWare]ではすべての項目が入力可能ですが、お使いのNetWareの

動作モードによって、設定の必要な項目が異なります。以下の説明

をご覧になり、各動作モードで必要な項目のみ設定してください。
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NetWare基本設定

項目 説明

NetWare

[Enable]を選択します。

[Disable]は NetWare を使用しない場合や、ダイヤル

アップルータで NetWare を[Enable]にしておくと不都

合がある場合に選択します。

フレームタイプ 使用するフレームタイプを選択します。

お使いのモードにあわせて選択します。[NDS Remote

Printer]は使用しないでください。

お使いのモード 選択する項目

4.1xJ/5J NDS

プリントサーバ

NDS Print Server

3.xJ/4.1xJ バインダリ

プリントサーバ

Bindery Print Server

リモートプリンタ Bindery Remote Printer

動作モード

NetWare を使用しない Standby

NDS ツリー名

NDS モードをお使いの場合のみ、ツリー名を半角英数

31 文字以内で入力します。リモートプリンタモードの

場合は、入力不要です。

NDS コンテキスト

NDS モードをお使いの場合のみ入力します。

NDS コンテキストを半角英数 255 文字以内で入力しま

す。先頭に「.」は付けないでください。

リモートプリンタモードの場合は、入力不要です。
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プリントサーバ

[動作モード]で[NDS Print Server]または[Bindery Print Server]を選択し

た場合は、プリントサーバを設定します。

リモートプリンタ

[動作モード]で[Bindery Remote Printer]を選択した場合は、リモートプリ

ンタを設定します。

項目 説明

プライマリプリント

サーバ名

プリントサーバ名を、半角英数 47 文字以内で設定し

ます。

プリンタポート

番号
リモートプリンタのプリンタ番号を設定します。

送信 設定を保存します。

項目 説明

プライマリファイル

サーバ名

[Bindery Print Server]の場合のみ入力します。プリ

ントサーバがログインするファイルサーバ名を、半角

英数 47 文字以内で設定します。

プリントサーバ名

プリントサーバ名を、半角英数 47 文字以内で設定し

ます。

初期値：プリンタ名-I/F カードの MAC アドレスの下 6

桁

ポーリング間隔
通常は設定不要です。

ポーリング間隔を、5～90 秒以内で設定します。

NetWare パスワード

通常は設定不要です。I/F カードがプリントサーバへ

ログインするためのパスワードを、半角英数 20 文字

以内で設定します。
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TCP/IP

このページは、EpsonNet WebAssistを使ってI/FカードのTCP/IP情報を変更

する場合にのみご覧ください。

IPアドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値

を確認してください。
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項目 説明

IP アドレスの

取得方法

IP アドレスの取得方法を、Manual/RARP/BOOTP/

DHCP から選択します。

RARP/BOOTP/DHCP を使用するにはそれぞれのプロトコ

ル用サーバが必要です。対応サーバのない環境では使

用できません。また、設定に関してはサーバの取扱説

明書をご覧ください。

これらの環境がない場合は、[Manual]を選択して各ア

ドレスを設定します。

PING による設定

この項目は、[IP アドレスの取得方法]が[Manual]の場

合に有効になります。

IP アドレスを ARP/PING コマンドから設定する場合は

[ON]を、EpsonNet WinAssist/MacAssist/

WebAssist から設定する場合は ARP/PING コマンドから

IP アドレスが変更されないよう、[OFF]を選択してく

ださい。

IP アドレス

I/F カードの IP アドレスを入力します。

ほかのネットワーク機器やコンピュータですでに使用

されている IP アドレスと重複しないようにしてくだ

さい。設定するアドレスは、「困ったときは」（205 ペ

ージ）を参照してください。

サブネットマスク
サブネットマスクを入力します。

初期値は[255.255.255.0]です。

デフォルト

ゲートウェイ

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイに

なるサーバやルータがある場合は、サーバやルータの

IP アドレスを入力します。

初期値は[255.255.255.255]です。ルータがない場合

は、初期値のままにしてください。

送信 設定を保存します。
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AppleTalk

項目 説明

AppleTalk [Enable]を選択します。

プリンタ名
プリンタ名を半角英数 32 文字以内で入力します。

初期値：プリンタ名-I/F カードの MAC アドレスの下6桁

エンティティタイプ エンティティタイプを表示します。

ゾーン名 ゾーン名を半角英数 31 文字以内で入力します。

ネットワーク

番号設定

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通常は

[Auto]を選択します。

Manual 設定時のネッ

トワーク番号

上の欄で[Manual]を選択した場合に、0 から 65534 の

値を入力します。

送信 設定を保存します。
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NetBEUI

項目 説明

NetBEUI [Enable]を選択します。

NetBIOS 名

プリンタの NetBIOS 名（Microsoft でネットワーク上

のコンピュータ名にあたります）を、半角英数 15 文

字以内で入力します。

ネットワーク上にある他のコンピュータ名と重複しな

いようにしてください。

初期値：EP I/F カードの MAC アドレスの下 6 桁

ワークグループ名

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループ

名、またはドメイン名を、半角英数 15 文字以内で入

力します。

デバイス名

プリンタのデバイス名を、半角英数 12 文字以内で入

力します。

LPT1、LPT2、LPT3、COM などは使えません。

送信 設定を保存します。



155

設
定
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
各
機
能

IPP

EpsonNet Internet Printからプリンタにアクセスするための、情報の表示お

よび設定をします。プリンタをEpsonNet Internet Printで使用する場合は、

まずこの画面で情報を設定してください。

項目 説明

IPP URL

EpsonNet Internet Print からアクセスするときの URL

を表示します。

書式）http:// I/F カードの IP アドレス:631/下記の

項目で設定したプリンタ名

プリンタ名

EpsonNet Internet Print を使うためのプリンタ名を

入力します。

半角英数 127 文字以内で入力します。

ロケーション
プリンタの設定場所を、半角英数 64 文字以内で入力

します。
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SNMP

SNMPコミュニティやトラップ情報の設定ができます。IPトラップとIPXト

ラップは、それぞれ２つまで設定できます。

SNMP-コミュニティ

SNMP- IPトラップ

項目 説明

コミュニティ コミュニティ名を表示します。

Read Only public と表示されます。

Read/Write
MIB Read/Write 権を持つコミュニティ名を、半角英数

32 文字以内で入力します。

送信 設定を保存します。

項目 説明

トラップ
IP トラップの使用の許可/禁止を選択します。初期値

は Disable です。

アドレス トラップ送信先の IP アドレスを入力します。

コミュニティ名
コミュニティ名を、半角英数 32 文字以内で入力しま

す。

送信 設定を保存します。
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SNMP- IPX トラップ

項目 説明

トラップ
IPX トラップの使用の許可/禁止を選択します。初期値

は Disable です。

アドレス

トラップ送信先の IPX アドレスを入力します。

書式）ネットワークアドレス:ノードアドレス（MAC ア

ドレス）

コミュニティ名
コミュニティ名を、半角英数 32 文字以内で入力しま

す。

送信 設定を保存します。
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オプション

オプション設定画面について説明します。

管理者情報

I/Fカードの管理者名を設定できます。また、よく使う任意のURLを設定する

と、インデックスの[Favorite（名前は変更可能）]からリンクすることができ

ます。パスワードを設定してある場合は、パスワードの入力が必要です。

項目 説明

管理者名
I/F カードの管理者名を、半角英数 128 文字以内また

は全角 64 文字以内で入力します。

お気に入り名
リンク名を半角英数 20 文字以内または全角 10 文字以

内で入力します。

お気に入り URL
リンクしたい URL を半角英数 64 文字以内で入力しま

す。ftp:へのリンクはできません。

説明

リンク先の説明を半角英数 64 文字または全角 32 文字

以内で入力します。入力した内容は本画面でのみ表示

します。

送信 設定を保存します。
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リセット

I/Fカードのリセットおよび工場出荷時設定をします。

終了のメッセージが表示されたら、更新は完了です。

項目 説明

 リセット

I/F カードの設定を有効にします。各設定の終了画面

で 今すぐリセット をクリックするか、プリンタの電

源を再投入した場合は、ここでのリセットは不要で

す。

 工場出荷時設定
I/F カードのすべての設定を工場出荷時の設定に戻し

ます。
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パスワード

パスワードはI/Fカードの設定内容を保護するためのものです。ここで設定し

たパスワードは、各設定画面でI/Fカードの設定を更新するときに使います。

半角英数20文字以内で入力します（大文字・小文字が区別されます）。入力し

たパスワードは“＊”で表示されます。

はじめてパスワードを設定する場合、パスワードは何も登録されていません。

・ パスワードは、EpsonNet WinAssist/MacAssist/WebAssistで共通に

使用するものです。それぞれのユーティリティを使う場合は、パス

ワードの管理に注意してください。

・ パスワードを忘れてしまった場合は、I/Fカードを工場出荷時の設定

に戻す必要があります。「I/Fカードの初期化」（204ページ）を参照

してください。

項目 説明

旧パスワード 旧パスワードを入力します。

新パスワード 新しいパスワードを入力します。

パスワードの再入力 新しいパスワードを再入力します。

送信 設定を保存します。
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ホームページの更新

通常はここでの設定は不要です。

項目 説明

ファイル名

ファイル名を入力します。同梱の CD-ROM をセットし

て  参照  ボタンをクリックし、CD-ROM ドライブの

[IndexJ.pac]ファイルを選択します。

更新
指定したファイルの EpsonNet WebAssist に更新しま

す。通常は使用しないでください。
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設定の保存

各設定画面で設定を保存する方法を説明します。

1 パスワードの入力

  送信  ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定を更新します。パ

スワードは、EpsonNet WinAssist/MacAssist/WebAssistで共通です。パス

ワードの設定方法は、「パスワード」（160ページ）をご覧ください。

2 設定終了

「設定は正常に更新されました！」というメッセージが表示されたら、更新

は終了です。このメッセージが表示されるまで、EpsonNet WebAssistを終

了したり、印刷データをプリンタに送ったりしないでください。

その後設定を有効にするため、画面のメッセージに従ってリセットをしてくだ

さい。

IPアドレスを変更した場合は、ここでリセットすると設定したIPアドレ

スが有効になります。引き続きEpsonNet WebAssistを使う場合は、

EpsonNet WebAssistの再起動が必要です。設定したIPアドレスをURLに

入力し、EpsonNet WebAssistを再起動してください。
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11 EpsonNet Direct Print

この章では、Windowsから TCP/IP（LPR）印刷をするためのソフトウェア、

EpsonNet Direct Printについて説明します。

機能の概要 164ページ

動作環境 165ページ

インストール 166ページ

プリンタの設定 168ページ

EpsonNet Direct Printの削除 174ページ

対応するシステムは次のとおりです。

・ Windows95/98

・ WindowsNT4.0

・ Windows2000
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機能の概要

EpsonNet Direct Printは、Windowsから TCP/IP（LPR）印刷をするための

ユーティリティです。

次のような特長を持っています。

・ EpsonNet Direct Printをコンピュータにインストールし、Windowsから

LPRプリンタを設定することで、TCP/IP（LPR）印刷が可能になります。

・ ルータを越えた場所にあるプリンタも、LPRプリンタとして設定できま

す。

本製品に同梱されているEpsonNet Direct Printは Ver.2です。

Windows2000をご使用の場合は、本製品に同梱のEpsonNet Direct Print

を使用してください。

旧バージョンのEpsonNet Direct Printは、Windows2000では使用でき

ません。
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動作環境

EpsonNet Direct Printは次の環境で動作します。

対象機種

IBM PC/AT互換機

CPU

Pentium200MHz以上（PentiumII以上を推奨）

HDD、RAM

・HDの空きが20MB以上

・RAM 32MB以上

対象OS

・Windows95（サービスパック 1以上/OSR2以上を推奨）

・Windows98

・WindowsNT4.0（サービスパック 3以上）

・Windows2000

PRIFNW1/2/2ACおよびLP-9600/9300に同梱されているEPSONプリンタ

ウィンドウ!2は、EPSON TCP/IPプリンタ（LPRプリンタ）を設定できま

す。このEPSON TCP/IPプリンタは、EpsonNet Direct PrintによるLPR

プリンタと共存できます。
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インストール

EpsonNet Direct Printは次の手順でインストールします。Windows95の画面

を例に説明します。

EpsonNet Direct Printの Version1.0と Version2.0の両方を、同じコ

ンピュータにインストールすることはできません。すでにインストール

されているバージョンと異なるものをインストールする場合、注意の

メッセージが表示されますので、インストールされているバージョンを

削除してください。

1 環境設定

インストールするコンピュータがネットワークに接続されており、TCP/IP

が正しく設定されていることを確認します。

また、使用するプリンタに装着されたI/Fカードに、初期値

（192.168.192.168）以外のIPアドレスが設定されていることを確認します。

2 インストールの開始

①同梱のソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。自動的に

[EPSONインストールプログラム]が起動します。

[EPSONインストールプログラム]が自動的に起動しないときは、マイコン

ピュータ内のCD-ROMアイコンをダブルクリックします。

②[EpsonNet Direct Printのインストール]をクリックして  次へ  ボタン

をクリックします。
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3 インストール

[ようこそ]の画面が表示されますので 次へ をクリックします。この後は、

画面の指示に従ってインストールしてください。

インストールが終了したら、コンピュータを再起動してください。

インストールが終了すると、ネットワークコンピュータ（Windows2000は[マ

イネットワーク]）に、EPSONの LPRネットワークコンピュータのグループア

イコン[Epson_lpr]が作成されます。続いてプリンタを設定してください。
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プリンタの設定

EpsonNet Direct Printをインストールしたら、次の手順でLPR印刷をするプ

リンタを設定します。

・ 標準で検索できるのは、同一ネットワーク上のプリンタのみです。

・ ここで作成したプリンタは、Windows のプリンタフォルダ内でプリン

タアイコンをダブルクリックしたときに表示される画面から、印刷

の一時停止、印刷の中止、印刷中のジョブ削除をすることはできま

せん。
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探索範囲の設定

プリンタ（I/Fカード）の探索範囲を設定します。

1 設定画面の起動

[ネットワークコンピュータ]画面で

[Epson_lpr]を選択します。

WindowsNT4.0は[ネットワークコン

ピュータ]-[ネットワーク全体]-

[EpsonPeripheralNetwork]で、

Windows2000は[マイネットワーク]-

[ネットワーク全体]で[全内容]のリ

ンクをクリック-

[EpsonPeripheralNetwork]で

[Epson_lpr]が表示されます。

[Epson_lpr]を選択したら、マウス

を右クリックし、[プロパティ]を選択し

ます。

2 設定

次の画面が表示されたら、プリンタを

探索する範囲を設定します。

探索範囲を設定したら、「プリンタの設

定（方法1）」または「プリンタの設定

（方法2）」に進んでください。

設定項目 設定内容

ローカル

セグメント

設定に使うコンピュータと同じセグメントのプ

リンタ（I/F カード）だけを探索する場合に、

チェックします。

ルータを越えたところにあるプリンタ（I/F カード）

を探索する場合にチェックします。

IPアドレス
探索するプリンタ（I/F カード）の IP

アドレスを入力します。
特定ネットワーク

セグメント

サブネット

マスク

探索するプリンタ（I/F カード）のサ

ブネットマスクを入力します。

 OK 設定を保存します。

 キャンセル 設定を取り消します。

 適用 画面を表示したままで設定を保存します。
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プリンタの設定（方法1）

ネットワークコンピュータからプリンタを設定する方法です。

1 プリンタの表示

[ネットワークコンピュータ]画面で[Epson_lpr]を選択します。

WindowsNT4.0は[ネットワークコンピュータ]-[ネットワーク全体]-

[EpsonPeripheralNetwork]で、Windows2000は[マイネットワーク]-[ネット

ワーク全体]で[全内容]のリンクをクリック-[EpsonPeripheralNetwork]で

[Epson_lpr]が表示されます。

[Epson_lpr]を選択したら、マウスを右クリックし、[プロパティ]を選択し

ます。「探索範囲の設定」で設定した範囲のEPSONプリンタが、次の形式で

表示されます。

プリンタに装着したI/FカードのIPアドレス（プリンタ名）

2 プリンタのインストール

①印刷に使うプリンタをダブルクリックします。

②プリンタウィザードが起動します。画面の指示に従って、プリンタドライ

バをインストールします。

次の画面が表示された場合は、必ず[新しいドライバに置き換える]を選

択してください。
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プリンタの設定（方法2）

プリンタの追加からプリンタを設定する方法です。

1 プリンタの表示

①Windowsの[プリンタ]画面で、[プリンタの追加]をダブルクリックし、プ

リンタウィザードを起動します。

②[ネットワークプリンタ]を選択します。

③ネットワークパスの指定画面で 参照 をボタンをクリックし、プリンタの

参照画面で[Epson_lpr]をクリックします。（Windows2000は[Epson

Peripheral Network]をクリックします。）「探索範囲の設定」で設定した

範囲のEPSONプリンタが、次の形式で表示されます。

プリンタに装着したI/FカードのIPアドレス（プリンタ名）または、

¥¥Epson_lpr¥IPアドレス（プリンタ名）（Windows2000の場合）

2 プリンタのインストール

①印刷に使うプリンタをダブルクリックします。

②プリンタウィザードが起動します。画面の指示に従って、プリンタドライ

バをインストールします。

次の画面が表示された場合は、必ず[新しいドライバに置き換える]を選

択してください。
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印刷方式の設定

「プリンタの設定」でインストールしたプリンタの、印刷方式を選ぶことができ

ます。

1 設定画面の起動

①[プリンタ]画面でプリンタアイコンを選択し、右クリックします。メ

ニューから[プロパティ]を選択します。

Windows2000は、[マイネットワーク]で[Epson_lpr]をダブルクリックしま

す。表示されたプリンタを右クリックして、[プロパティ]を選択すると、

次ページの画面が表示されます。

②プロパティの画面で、[詳細]タブにある ポートの設定 ボタンをクリック

します。WindowsNT4.0は、[ポート]タブの ポートの構成 ボタンをクリッ

クします。

ボタンをクリックしたとき、「このポートに対して設定する項目はありま

せん」と表示された場合は、 OK ボタンをクリックしてこのメッセージを

閉じ、次に進んでください。
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2 設定

次の画面が表示されたら、用途により印刷方式を切り替えます。

設定項目 設定内容

標準印刷

印刷データをコンピュータに一旦ス

プールしてからプリンタに送信しま

す。
LPR 印刷

拡張印刷

印刷データを直接プリンタに送信し

ます。標準印刷よりも高速に印刷で

きます。

高速印刷

LPR 印刷で使用する LPD プロトコルを使わずに

印刷します。

最も高速に印刷したい場合に、選択します。

本項目は、プリンタの機種によっては選択でき

ません。この場合、本項目はグレーアウト表示

になります。
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EpsonNet Direct Printを削除する場合は、次の手順に従ってください。

Windows95を例に説明します。

1 削除画面の起動

[マイコンピュータ]の[コントロールパネル]にある、[アプリケーションの

追加と削除]画面を開きます。

2 削除

[EpsonNet Direct Print]を選択して、 追加と削除 ボタン（Windows2000は

変更/削除 ボタン）をクリックします。

「'EpsonNet Direct Print'とそのすべてのコンポーネントを削除します

か？」というメッセージが表示されるので、 はい をクリックします。

削除が終了したら、コンピュータを再起動してください。
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12 EpsonNet Internet Print

この章では、インターネットに接続されているプリンタに直接印刷をするユー

ティリティ、EpsonNet Internet Printについて説明します。

機能の概要 176 ページ

動作環境 177 ページ

インストール 178 ページ

使い方 179 ページ

EpsonNet Internet Printの削除 188 ページ

対応するシステムは次のとおりです。（Windows2000には対応していません。）

・ Windows95/98

・ Windows4.0 Server/Workstation
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機能の概要

EpsonNet Internet Printは次のような特長を持つユーティリティです。

・ EpsonNet Internet Printは、インターネットに接続されているプリン

タに対して、直接印刷を行うためのユーティリティです。

・ TCP/IPが設定され、インターネットにアクセスできるWindows95/98/

NT4.0から、プリンタの設定や印刷が実行できます。

・ プロキシサーバによる中継印刷もできます。

・　プリンタに同梱されているユーティリティのうち、EPSONプリンタ

ウィンドウ!2（またはEPSONプリンタウィンドウ!3）は、コン

ピュータに接続されているプリンタの状態を監視するユーティリ

ティです。

このユーティリティはIPP（Internet Printing Protocol）に対応

していないため、インターネットに接続されているプリンタは監視

できません。

・　EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされている環境で

EpsonNet Internet Printを使用する場合、プリンタのプロパティを

クリックすると通信エラーのメッセージが表示される場合がありま

す。

この場合は、対象となるプリンタドライバのプロパティで、[環境設

定]タブにある[オプション情報を手動で設定する]をクリックしてく

ださい。

・　EPSONプリンタウィンドウ!3を使用している場合、EpsonNet

Internet Printで印刷を実行すると「通信エラーが発生しました」

と表示されます。この場合は、次のようにしてください。

・　Windows95/98の場合：対象となるプリンタドライバのプロパ

ティで、[ユーティリティ]タブにある[プ

リンタをモニタする]のチェックを外して

ください。

・　WindowsNT4.0の場合：対象となるプリンタドライバを右クリッ

クして、[ドキュメントの既定値]を選択し

ます。[ユーティリティ]タブにある[プリ

ンタをモニタする]のチェックを外してく

ださい。
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動作環境

EpsonNet Internet Printは次の環境で動作します。

対象機種

・ EpsonNet Internet Printが添付されているプリンタ

対象OS

・ Windows95/98

・ WindowsNT4.0 Server/Workstation

Windows2000には対応していません。

コンピュータ

・ Intel社製品、x86シリーズおよびその互換機を搭載したコンピュータ
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インストール

EpsonNet Internet Printは次の手順でインストールします。Windows95の画

面を例に説明します。

1 環境設定

インストールするコンピュータに、TCP/IPがインストールされ、IPアドレ

スが設定されていることを確認します。

また、使用するプリンタに装着したI/Fカードに、IPアドレスが設定され

ていることを確認します。

2 インストールの開始

①同梱のCD-ROMをコンピュータにセットします。

[EPSONインストールプログラム]が自動的に起動しないときは、マイコン

ピュータ内のCD-ROMアイコンをダブルクリックします。

②次の画面が表示されたら、

[EpsonNet Internet Printのイン

ストール]をクリックして 次へ

ボタンをクリックします。

3 インストール

[ようこそ]の画面が表示されますの

で 次へ をクリックします。この後

は、画面の指示に従ってインストー

ルしてください。

インストールが終了したら、コン

ピュータを再起動してください。
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使い方

インターネット直接印刷をするプリンタは、次の手順で設定します。

Windows95/98

Windows95/98 は次の手順で設定します。

1 コンピュータの設定確認

設定に使うコンピュータに、TCP/IPが組み込まれ、正しく設定されている

ことを確認します。「TCP/IPの組み込み」（26ページ）を参照してください。

2 プリンタの設定確認

ここでの設定内容は、手順4で使います。

①設定するプリンタに装着されたI/Fカードに、IPアドレスが設定されて

いることを確認します。「IPアドレスの設定・変更」(32ページ)を参照し

てください。

②EpsonNet WebAssistを使って、設定するプリンタに、インターネット直

接印刷のための設定をします。「IPP」（155ページ）を参照してください。

3 EpsonNet Internet Printの起動

Windows[スタート]メニューの[プログラム]-[EpsonNet Internet Print]-

[Add EpsonNet Internet Print Port]をクリックして起動します。

4 プリンタポートの追加

次の画面が表示されます。ここで設定したアドレスが、インターネット直接

印刷のポートになります。
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設定項目 設定内容

プリンタの URI

印刷先プリンタのアドレスを、次の書式で設定

します。半角英数 49 文字以内で入力してくださ

い。

書式）http://プリンタの持っているサーバ名（IP
アドレスまたはサーバ名）：631/プリンタ名

例）http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_
Printer
631 は印刷先のポート番号です。入力しなくて

も構いません。入力する場合は必ず 631 と入力

してください。

[プリンタの持っているサーバ名]にホスト名を

使用して印刷できない場合は、IP アドレスを使

用してください。

プロキシサーバー

を使用

プロキシサーバーを使用する場合は、チェック

を付けて、次の欄にアドレスを入力します。こ

れをチェックすると、すべての通信をプロキシ

サーバーを経由して行います。

プロキシサーバー

のアドレス

プロキシサーバーのアドレスを入力します。半

角英数 127 文字以内で入力してください。

アドレスの先頭に http://は付けないでくださ

い。

ポート番号 プロキシサーバーのポート番号を入力します。

通信して状態を取

得

チェックを付けると、OK をクリックした時に、

プリンタと通信して、設定したプリンタが存在

するかどうかを確認します。

この場合、最大 5 分の時間がかかります。

本項目は、ポート作成時のみ設定できます。

定期的に状態を取

得

定期的にプリンタの状態を取得する場合は、チ

ェックを付けます。

印刷中は 5 秒に 1 回、それ以外のときは 20 秒

に 1 回、状態の取得を行います。

チェックを付けると、印刷中はエラー発生時に

Windows 上にメッセージが表示されます。

それ以外のときは、プリンタアイコンをダブル

クリックするとプリンタの状態が表示されま

す。

OK 設定を保存します。

キャンセル 設定を取り消します。
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・ ダイヤルアップルータを使用してインターネットに接続している場

合など、[定期的に状態を取得]にチェックを付けていると、定期的に

ダイヤルアップを行うために、余分な課金が発生する可能性があり

ます。ご注意ください。

・ [通信して状態を取得]をチェックして OK をクリックしたときに、

エラーが表示されることがあります。この場合は、プリンタの電源

がオンになっているか、ネットワークに正しく接続しているかを確

認してください。

・ 上記の設定は、プリンタの作成後も設定、変更できます。プリンタ

のプロパティで、詳細タブの ポートの設定 ボタンをクリックして

ください。

・ プリンタの電源がオフであったり、ネットワークに問題がある等で、

プリンタが正常に認識できない場合、[定期的に状態を取得]にチェッ

クを付けても、チェックが自動的に外れます。この場合は、プリン

タやネットワークの状態を確認して、再度[定期的に状態を取得]に

チェックを付けてください。
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5 設定の保存

設定を保存すると、次の画面が表示されます。 OK をクリックして、次の手

順へ進みます。

6 プリンタの追加

①プリンタ追加ウィザードが表示されます。[ローカルプリンタ]をクリック

します。

②使用するプリンタを、画面に表示される[製造元]と[プリンタ]の一覧から

選択します。

③次の画面が表示されたら、[新しいドライバに置き換える]を選択します。
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④プリンタで使用するポートの一覧が表示されます。追加したプリンタの

URIを選択してください。後は、画面の指示に従ってインストールしま

す。

EPSONプリンタウィンドウ!2またはEPSONプリンタウィンドウ!3のインス

トールを確認する画面が表示された場合は、キャンセル をクリックして

終了してください。

プリンタのプロパティの[詳細]タブで、ここで設定したポートを削除し

た場合、同じ名前をポート名（プリンタのURI）として設定することはで

きません。ただし、コンピュータを再起動すると、同じ名前が設定でき

るようになります。
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WindowsNT4.0

WindowsNT4.0は次の手順で設定します。

1 コンピュータの設定確認

設定に使うコンピュータに、TCP/IPが組み込まれ、正しく設定されている

ことを確認します。「TCP/IPの組み込み」（26ページ）を参照してください。

2 プリンタの設定確認

ここでの設定内容は、手順4で使います。

①設定するプリンタのネットワークI/Fに、IPアドレスが設定されている

ことを確認します。「IPアドレスの設定・変更」（32ページ）を参照して

ください。

②EpsonNet WebAssistを使って、設定するプリンタに、インターネット直

接印刷のための設定をします。「IPP」（155ページ）を参照してください。

3 プリンタの追加の起動

マイコンピュータのプリンタ内にある、[プリンタの追加]アイコンをダブル

クリックします。次の画面で、[このコンピュータ]をクリックします。
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4 プリンタポートの追加

①[ポートの追加]ボタンをクリックして、利用可能なプリンタポートから、

[EPSON IPP Port]を選択します。その後、新しいポート ボタンをクリッ

クします。

②次の画面が表示されます。ここで設定したアドレスが、インターネット直

接印刷のポートになります。各項目を設定して、OK をクリックします。
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設定項目 設定内容

プリンタ URI 印刷先プリンタのアドレスを、次の書式で設定

します。半角英数 127 文字以内で入力してくだ

さい。

書式）http://プリンタの持っているサーバ名（IP
アドレスまたはサーバ名）：631/プリンタ名

例）http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_
Printer
631 は印刷先のポート番号です。入力しなくて

も構いません。入力する場合は必ず 631 と入力

してください。

[プリンタの持っているサーバ名]にホスト名を

使用して印刷できない場合は、IP アドレスを使

用してください。

プロキシサーバー

を使用

プロキシサーバーを使用する場合は、チェック

を付けて、次の欄にアドレスを入力します。

これをチェックすると、すべての通信をプロキ

シサーバーを経由して行います。

プロキシサーバー

名

プロキシサーバーのアドレスを入力します。半

角英数 256 文字以内で入力してください。

アドレスの先頭に http://は付けないでくださ

い。

ポート番号 プロキシサーバーのポート番号を入力します。

通信して状態を取

得

チェックを付けると、OK をクリックした時に、

プリンタと通信して、設定したプリンタが存在

するかどうかを確認します。

この場合、最大 5 分の時間がかかります。

本項目は、ポート作成時のみ設定できます。

定期的に状態を取

得

定期的にプリンタの状態を取得する場合は、チ

ェックを付けます。

印刷中は 5 秒に 1 回、それ以外のときは 20 秒

に 1 回、状態の取得を行います。

チェックを付けると、印刷中はエラー発生時に

Windows 上にメッセージが表示されます。

それ以外のときは、プリンタアイコンをダブル

クリックするとプリンタの状態が表示されま

す。

OK 設定を保存します。

キャンセル 設定を取り消します。
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・ ダイヤルアップルータを使用してインターネットに接続している場

合など、[定期的に状態を取得]にチェックを付けていると、定期的に

ダイヤルアップを行うために、余分な課金が発生する可能性があり

ます。ご注意ください。

・ [通信して状態を取得]をチェックして OK をクリックしたときに、

エラーが表示されることがあります。この場合は、プリンタの電源

がオンになっているか、ネットワークに正しく接続しているかを確

認してください。

・ 上記の設定は、プリンタの作成後も設定、変更できます。プリンタ

のプロパティで、ポートタブの ポートの構成 ボタンをクリックし

てください。

5 プリンタのインストール

使用するプリンタドライバを選択します。後は、画面の指示に従ってインス

トールします。

EPSONプリンタウィンドウ!2またはEPSONプリンタウィンドウ!3のインス

トールを確認する画面が表示された場合は、 キャンセル をクリックして終

了してください。
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EpsonNet Internet Printの削除

EpsonNet Internet Printの削除は、次の手順で行います。EpsonNet

Internet Printを削除する前に、EpsonNet Internet Printで作成したポー

トを削除してください。

1 コントロールパネルの起動

マイコンピュータのコントロールパネルにある[アプリケーションの追加と

削除]をダブルクリックします。

2 削除

[セットアップと削除]画面でEpsonNet Internet Printを選択し、

追加と削除  ボタンをクリックします。後は、画面の指示に従って削除しま

す。
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13 Windows2000インターネット印刷

この章では、Windows2000の Microsoft Windows® 2000インターネット印刷

と、インターネット印刷機能を使ってEPSONプリンタの現在の状態を表示する

ユーティリティ、Printer Status Pageについて説明します。

Printer Status Pageは、Windows2000用の EPSONプリンタドライバに含まれ

ているユーティリティです。Windows2000にプリンタドライバをインストール

すると、同時にPrinter Status Pageもインストールされます。

機能の概要 190ページ

動作環境 191ページ

環境設定 193 ページ

起動と表示 195ページ

対応するシステムは次のとおりです。

・ Windows2000 Server/Professional（日本語）
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機能の概要

Windows2000インターネット印刷

・ Microsoft Windows® 2000インターネット印刷は、Windows2000の OSに

実装されている新機能です。Webブラウザから、ファイアウォールを越え

た先にあるプリンタへ印刷ができます。

Printer Status Page

・ Printer Status Pageは、Microsoft Windows® 2000インターネット印

刷機能を使って、WebブラウザからEPSONプリンタの現在の状態を確認す

るユーティリティです。

Windows2000のネットワークで使用できます。

・ Printer Status Pageは、次ページ以降にあるEPSON製プリンタの

Windows2000用プリンタドライバに含まれています。本章にある手順で

Windows2000にプリンタドライバをインストールすると、同時にPrinter

Status Pageもインストールされます。

プリンタに同梱の取扱説明書に記載されている方法でプリンタドライバ

をインストールした場合、プリンタドライバのみインストールされ、

Printer Status Pageはインストールされません。
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動作環境

インターネット印刷とPrinter Status Pageは、次の環境で動作します。

サーバ

クライアント、ブラウザ

OS 条件

Windows2000

Server/

Professional

・ ブラウザは、Microsoft Internet Explorer Ver.4.01 サ

ービスパック 2以降

・ 256 色以上が表示可能であること

OS 条件

Windows2000 Server
インターネットインフォメーションサービス（IIS）

Ver.5.0 以降が動作していること

Windows2000

Professional

インターネットインフォメーションサービス（IIS）

Ver.5.0 以降が動作していること
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プリンタ

Printer Status Pageを持つWindows2000用プリンタドライバが用意されてい

るEPSON製プリンタは次のとおりです。（2000年 2月現在）

Windows2000用プリンタドライバがプリンタに同梱されていない場合は、プリ

ンタに同梱の取扱説明書にある、最新プリンタドライバの入手方法の説明を参

照してください。

また、プリンタに「Microsoft Windows2000をお使いのお客様へ」というご案

内が同梱されている場合は、それも参照してください。

LP-1700/1700S/1800/1900

LP-8200/8300/8300S/8300F/8400/8400F/8400FX/8600/8600F/8600FX

LP-9200/9200S/9200SX

LP-9300/9600/9600S（ネットワーク I/F標準装備）

LP-8000C

LP-8200C/8400FN/8400FXN/8600FN/8600FXN/1900N

（ネットワーク I/F標準装備）

EM-900C

EM-900CN（ネットワーク I/F標準装備）

MJ-6000C/8000C

PM-5000C/9000C/7000C

ネットワークI/F

Printer Status Pageを使用するためには、次のI/Fカードまたはネットワー

クI/Fで、ネットワークにプリンタを接続する必要があります。（2000年 2月

現在）

・ PRIFNW1S/2S/2SAC

・ 次のプリンタに標準装備のネットワークI/F

LP-9600/9600S/9300/8200C

LP-8400FN/8400FXN/8600FN/8600FXN/1900N

EM-900CN
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環境設定

インターネット印刷およびPrinter Status Pageを使うコンピュータと、

Printer Status Page で管理するEPSONプリンタの設定をします。

サーバおよびクライアント

・ Windows2000に、インターネットインフォメーションサービス（IIS）が

あることを確認します。

①マイコンピュータのコントロールパネルで、[アプリケーションの追加と

削除]をダブルクリックし、[Windowsコンポーネントの追加と削除]アイコ

ンをクリックします。

②Windowsコンポーネントの画面で、[インターネットインフォメーション

サービス（IIS）]にチェックが付いていることを確認します。

チェックがない場合は、チェックを付けてインストールします。

・ Webブラウザをインストールしてください。

・ コンピュータがネットワークに接続され、TCP/IPが正しく設定されてい

ることを確認してください。
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プリンタ

Printer Status Pageで管理するプリンタの設定をします。Printer Status

Pageを使用しない場合は、ここでの設定は不要です。

1 ネットワークへの接続

プリンタに装着したI/Fカードまたはプリンタに標準装備のネットワーク

I/Fがネットワークに接続され、TCP/IPが正しく設定されていることを確認

します。

2 プリンタの設定

プリンタを追加します。プリンタを追加すると、Printer Status Pageも自

動的にインストールされます。

追加の方法は、「Standard TCP/IP Portでの接続(Windows2000）」（46ペー

ジ）と、下記の注意事項を参照してください。

・ プリンタドライバは、プリンタの追加ウィザードの中でインストー

ルしてください。プリンタドライバのSetup.exeを直接起動しない

でください。

・ プリンタドライバは、プリンタに同梱されているプリンタドライバ

のCD-ROMからインストールしてください。

・ ポートの設定では、[Standard TCP/IP Port]を選択してください。

・ プリンタの追加で、[プリンタ共有]画面が表示されたら、[共有する]

を選択してください。
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起動と表示

インターネット印刷およびPrinter Status Pageの起動と表示画面について

説明します。

インターネット印刷画面

起動

1 サーバの指定

Internet Explorerを起動して、①～③いずれかの書式でURLを指定しま

す。

書式） ①http://Windows2000サーバのホスト名（DNS名）/Printers

② http://Windows2000サーバのコンピュータ名（WINS名）/

　Printers

③ http://Windows2000サーバのIPアドレス/Printers

①の例）http://Server/Printers
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２ プリンタ一覧

プリンタの一覧が表示されます。使用するプリンタをクリックしてくださ

い。

項目 内容

プリンタ名 共有プリンタのプリントキュー名です。

状態 プリントキューの状態です。

場所 プリンタを追加するときに指定した場所が表示

されます。

ジョブ プリントジョブの数を表示します。

モデル プリンタモデル名です。

コメント プリンタを追加するときに指定した、コメント

が表示されます。
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インターネット印刷画面

プリンタを選択すると、次の画面が表示されます。画面の左にあるメニューか

ら、印刷の制御ができます。詳しくは、Windows2000のマニュアルおよび

HELPをご覧ください。

この画面からPrinter Status Page画面を表示することもできます。メ

ニューの[デバイスの状態]をクリックしてください。
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Printer Status Page画面

起動

Windows2000のプリンタフォルダでプリンタを選択し、画面左の[詳細]をク

リックします。
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デバイスの状態

画面の上半分に、EPSONプリンタの状態を表示します。表示内容は、プリンタ

により異なります。

項目 内容

プリンタイメージ プリンタの状態とイメージ画像を表示します。

プリンタにエラーが発生した場合は、エラー情

報を表示します。

ステータスメッセ

ージ

プリンタの状態をメッセージで表示します。

[サマリー情報]タ

ブ

タブをクリックすると、プリンタの消耗品や用

紙残量を表示します。

[ネットワーク情

報]タブ

タブをクリックすると、プリンタまたは I/F カ

ードのネットワーク情報を表示します。
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サマリー情報

プリンタの消耗品（トナー、インク等）と用紙残量情報を表示します。実際に

表示される項目は、プリンタにより異なります。
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ページプリンタ

項目 内容

用紙残量

給紙装置名 トレイ、カセットなど、給紙装置の名称を表示

します。

用紙サイズ 給紙装置にセットされた用紙のサイズを表示し

ます。

残量 用紙の残量を表示します。残量が少ないときは、

グラフを赤色で表示します。

トナー残量

トナー残量 トナーの残量を表示します。カラープリンタの

場合は、黒以外のトナーの残量も表示します。

残量が少ないときは、色名表示の左のアイコン

が点滅します。

感光体ライフ 感光体の寿命を表示します。感光体がトナーと

別体の場合にのみ、表示されます。

オイルロール オイルロールの残量をゲージで表示します。カ

ラープリンタのみ表示します。

廃トナーボックス 廃トナーの使用量をゲージで表示します。カラ

ープリンタのみ表示します。

インクジェットプリンタ

項目 内容

給紙 現在選択されている給紙方法を表示します。

用紙残量

給紙装置名 給紙装置の名称を表示します。

用紙サイズ 給紙装置にセットされた用紙のサイズを表示し

ます。

用紙種類 給紙装置にセットされた用紙の種類を表示しま

す。

用紙残量 用紙の残量を表示します。

インク残量 各色のインク残量を表示します。

インク残量が少ないときは、注意アイコンを表

示します。インクエンドのときは、エラーアイ

コンを表示します。
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ネットワーク情報

プリンタに装着されたI/Fカードまたはプリンタに標準装備のネットワーク

I/Fの情報を表示します。見たいタブをクリックしてください。

項目 内容

Ethernet I/F カードおよびネットワーク I/F の情報を表

示します。

TCP/IP I/F カードおよびネットワーク I/F の TCP/IP 情

報を表示します。

NetWare(R) I/F カードおよびネットワーク I/F の NetWare

情報を表示します。

AppleTalk(R) I/F カードおよびネットワーク I/F の AppleTalk

情報を表示します。

NetBEUI I/F カードおよびネットワーク I/F の NetBEUI

情報を表示します。

SNMP I/F カードおよびネットワーク I/F の SNMP 情報

を表示します。



203

付
録

14 付録

I/Fカードの初期化方法などを説明します。

I/Fカードの初期化 204ページ

困ったときは 205ページ

用語集 213ページ

索引 220ページ



204

I/Fカードの初期化

次のような場合は、必ずI/Fカードを初期化して、工場出荷時の状態に戻して

ください。

・ I/Fカードの取り付け後、初めてプリンタの電源を入れるとき

・ I/Fカードを違うプリンタに取り付けるとき

・ I/Fカードに誤った設定をしたり、I/Fカードが誤動作をして、I/Fカー

ドが設定ユーティリティに表示されなくなったとき

初期化の手順は次のとおりです。

1 I/Fカードの初期化

①I/Fカードを装着したプリンタの電源が入っていないことを確認します。

②I/Fカードのステータスシートボタンを押しながらプリンタの電源を入れ

ます。ステータスシートボタンは5秒以上押し続けます。

ステータスシートボタン

③I/Fカードの緑と赤のランプが点滅し始めたら、ボタンから指を離します

（初期化作業中であることを表します）。ランプの点滅が終わったら初期化

は完了です。

設定ユーティリティからI/Fカードを初期化することもできます。詳し

くは「10 設定ユーティリティの各機能」をご覧ください。

2 ステータスシートの印刷

初期化完了後、ステータスシートボタンを押してステータスシートを印刷しま

す。ステータスシートは2枚印刷されます。シートの内容を確認してください。

プリンタの電源を入れた直後にステータスシートボタンを押すと、I/F

カードの現在の状態がステータスシートに反映されない場合があります。

この場合は、しばらく待ってから、もう一度ステータスシートボタンを

押してください。
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困ったときは

ここでは、トラブルが発生した時の処置について、OS毎に説明します。

全OS共通

I/Fカードの設定ができない/ネットワーク印刷ができない

処置）

まず、I/Fカードのステータスシートボタンを押してステータスシートが印刷

できるかどうかご確認ください。（「2ハードウェアの準備」参照）

ステータスシートの印刷ができない場合は、プリンタ本体の[I/Fキリカエ]

が、[ジドウ]もしくは[オプション]、[I/Fコテイ]になっているか確認してくだ

さい。ステータスシートの印刷が可能な場合は、ステータスシートに印刷され

たネットワークの設定に誤りがないかをご確認ください。

設定するIPアドレスが分からない

処置）

IP アドレスは、外部との接続（インターネットへの接続、電子メールなど）

を行う際にはJPNIC(http://www.nic.ad.jp/index-j.html)に申請を行って正

式に取得していただく必要がありますので、システム管理者へご相談くださ

い。

IPアドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的にも一切行なわな

いという条件のもとに、下記の範囲のプライベートアドレスをご使用になるこ

とも可能です（RFC1918で規定されています）。

プライベートアドレス：

10.0.0.1 ～ 10.255.255.254

172.16.0.1 ～ 172.31.255.254

192.168.0.1 ～ 192.168.255.254

ただし、I/FカードのIPアドレスに[192.168.1.255]は使用できません。

EpsonNet WinAssistが起動できない

処置）

EpsonNet WinAssist のインストール後に、OS上でプロトコルやサービスの追

加、削除を行うと、EpsonNet WinAssistが起動しなくなります。EpsonNet

WinAssistを削除し、再度インストールをしてください。
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EpsonNet WinAssistの起動時に「TCP/IPプロトコルが利用できません｣と

表示される

このメッセージは、次のような場合に表示されます。

・ コンピュータにTCP/IPが組み込まれていない場合

・ コンピュータのIPアドレスが正しく設定されていない場合

・ DHCPサーバからアドレスを取得する設定下で、DHCPサーバがない場合

処置）

OK ボタンをクリックするとEpsonNet WinAssistが起動しますが、TCP/IPの

設定はできません。お使いのコンピュータの状態を確認して、TCP/IPの組み

込みとIPアドレスの設定をしてください。設定方法は「4 TCP/IPの設定」を

ご覧ください。

EpsonNet WinAssist/MacAssistで設定情報を送信すると、「設定情報の送

受信が完了していません」というメッセージが表示される

ダイヤルアップルータをお使いの場合に、この現象が発生することがありま

す。

処置）

EpsonNet WinAssist/MacAssistがインストールされているコンピュータで

[MS-DOSプロンプト]を起動し、次のコマンドを実行してください。

書式） >ROUTE_ADD_I/FカードのIPアドレス_設定するコンピュータのIP

アドレス（_は半角スペース）

例） >ROUTE_ADD_192.168.192.168_11.22.33.44

EpsonNet WebAssistが起動できない

処置）

EpsonNet WebAssistを実行するには、まずEpsonNet WinAssist/MacAssist

か pingコマンドを使用して、I/FカードのIPアドレスを設定する必要があり

ます(「4 TCP/IPの設定」参照)。現在の設定は、ステータスシートの[IP

Address]欄で確認できます。

EpsonNet WebAssistで英語が表示される

処置）

[Home Page Update]で、EpsonNet WebAssistをアップデートする必要があり

ます。アップデートの方法は、「ホームページの更新」（161ページ）をご覧く

ださい。
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ARP/PINGコマンドでI/FカードのIPアドレスを設定できない

処置1）

EpsonNet WinAssist（34ページ）/WebAssist（152ページ）の[TCP/IP]設定

画面で、[PINGによる設定]を有効に設定してください。

処置2）

ping コマンドを実行後、「Reply from （IP address): ...」のメッセージが

確認できず、「Request Time Out」や「Reply from .....: Destination host

unreachable」などのメッセージが表示される場合は、接続しているネット

ワークケーブル、ネットワーク機器などのネットワーク環境を確認してくださ

い。なお、ARP/PINGコマンドによる設定は、同一ネットワーク上でのみ行う

ことができます。

EpsonNet WinAssistの[モデル名]に何も表示されず、[IPアドレス]に

[NONE]と表示される

処置1）

I/FカードのIPアドレスが初期値の場合、[モデル名]と[IPアドレス]が表示さ

れない場合がありますが、I/Fカードの設定は行えます。I/Fカードの設定を

行うと、正しく表示されるようになります。

処置2）

EpsonNet WinAssist[表示]メニューの[最新の状態に更新]を実行してくださ

い。

処置3）

EpsonNet WinAssist[ツール]メニューの[タイムアウト設定]で、タイムアウ

ト時間を大きい値に設定してください。この場合、EpsonNet WinAssistの動

作が遅くなります。ご注意ください。

IPアドレスの変更を行っていないのにIPアドレスが変わってしまう

処置）

EpsonNet WinAssistまたはWebAssist で次のように設定してください。

EpsonNet WinAssistの場合は、[TCP/IP]画面で、[IPアドレスの取得方法]を

[手動]にし、[PINGによる設定]のチェックを外します。

EpsonNet WebAssistの場合は、[TCP/IP]画面で、[IPアドレスの取得方法]を

[Manual]にし、[PINGによる設定]を[OFF]に設定します。
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NetWare環境

NetWareサーバ経由の印刷で、クライアントでは印刷が終了するが、プリ

ンタから出力されない

処置）

サーバでキュー/プリントサーバのユーザに、印刷を行なおうとしているユー

ザが登録されているか確認してください。また、NetWareサーバにI/Fカード

がログインしているかどうか確認してください。

Windows95で NetWareの NDSプリントサーバまたはリモートプリンタモー

ドを使用したとき正しく印刷できない

次の環境を使ったとき、正常に印刷できないことがあります。

・ Windows95(バージョンOSR2.1(USB対応))で NDSキューへ印刷する場合

・ プリンタ:LP-1700S/9200S/9200SX/8300/8400、

MJ-930C/3000C/6000C(ドライバのバージョンが2.x以前の場合)

処置）

次の手順に従ってください。

① 設定するプリンタのプロパティを開きます。

② [詳細]画面の[プリンタポートの割り当て]ボタンをクリックします。

③ デバイス名を[LPTポート]、パス名を[¥¥サーバ名¥プリントキュー名]

に設定し、 OK ボタンをクリックします。

EpsonNet WinAssist/WebAssistが正しく起動しない

処置）

Microsoftの Service for NetWare Directory Serviceがインストールされ

ているマシンでは、EpsonNet WinAssist/WebAssist が正常に起動しない場合

があります。

NDSサービスをご利用の場合はNovellクライアントサービスをインストールし

てください。
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EpsonNet WinAssistのリスト画面で、IPXグループにプリンタが表示されない

処置）

次の項目を確認してください。

・ プリンタの電源がオンになっているか

・ I/Fカードが、EpsonNet WinAssistを使用しているコンピュータと同一

セグメントにあるか（同一セグメントにない場合は、ツールメニューの

探索オプションで設定してください）

・ NetWareサーバのIPXにバインドしているEthernetフレームタイプと

I/Fカードに設定してあるフレームタイプが同じになっているか

EpsonNet WinAssistの起動に時間がかかる

コンピュータにNovellクライアントサービスなどをインストールしている場

合や、Microsoft社製 NetWareクライアントをインストールしている場合、ダ

イヤルアップネットワークにIPXを使用するため、EpsonNet WinAssistの動

作が遅くなる場合があります。これらが必要でない場合は、使用しない設定に

してください。

処置）

① [マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]で、IPX/SPX

互換プロトコルを使用しないネットワークアダプタを選択して、[プロパ

ティ]を起動します。

② [バインド]タブを選択して、使用しないIPX/SPX互換プロトコルや、

Novell NetWareクライアント用プロトコルのチェックを外します。
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Macintosh環境

セレクタにプリンタが表示されない

処置）

次のことを確認してください。

・ Open Transport搭載機種の場合：

コントロールパネルの[AppleTalk]で[Ethernet]が選択されているか

・ Open Transport非搭載機種の場合：

コントロールパネルの[ネットワーク]で[EtherTalk]が選択されているか

セレクタでAppleTalkが[使用]になっているか、HUB、ケーブルなどのネット

ワーク機器もあわせてご確認ください。

同梱のEPSON Print!2について

処置）

本製品に同梱されているEPSON Print!2は、Macintosh用プリンタドライバが

同梱されていないプリンタをお使いになるためのものです。

EPSON Print!2の AT-24ESC/Pのみサポートしております。当社VPシリーズプ

リンタでお使いになる場合に使用してください。

それ以外の機種では、プリンタ同梱のプリンタドライバをご使用ください。
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Windows95/98環境

WindowsからEpsonNet Direct Printを使って印刷した時に、ダイヤル

アップ接続ダイアログが表示される

処置）

インターネットの設定で[起動時にダイヤルアップでインターネットに接続]

（インターネットエクスプローラ 4.0xの場合は[モデムを使用してインターネッ

トに接続]）が設定されていると、このメッセージが表示されることがありま

す。キャンセルするとその後は正常に印刷されますが、この設定を変更しない

とWindows起動後の最初の印刷時には、毎回メッセージが表示されます。

この設定を変更後、インターネットに接続する場合は、再度[インターネット

オプション]で[LANを使用してインターネットに接続]を選択するか、手動で

ダイヤルアップネットワークを起動してください。

Windows95/98からネットワーク接続されたMJ系プリンタに印刷する時、

「ファイルが開けません」と表示され印刷できない

処置）

EPSONスプールマネージャ(EPSPMGRx.EXE)のキューセットアップダイアログで

[ローカルプリンタへスプール]を選択し、[プリントマネージャを使用する]に

チェックを入れてください。
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WindowsNT/2000環境

WindowsからEpsonNet Direct Printを使って印刷した時に、ダイヤル

アップ接続ダイアログが表示される

処置）

インターネットの設定で[起動時にダイヤルアップでインターネットに接続]

（インターネットエクスプローラ 4.0xの場合は[モデムを使用してインターネッ

トに接続]）が設定されていると、このメッセージが表示されることがありま

す。キャンセルするとその後は正常に印刷されますが、この設定を変更しない

とWindows起動後の最初の印刷時には、毎回メッセージが表示されます。

この設定を変更後、インターネットに接続する場合は、再度[インターネット

オプション]で[LANを使用してインターネットに接続]を選択するか、手動で

ダイヤルアップネットワークを起動してください。

NTFSを使用しているWindowsNT Server3.51経由で、クライアントから

TCP/IP印刷ができない

処置）

WindowsNTServerの ¥¥WINNT35¥SYSTEM32¥SPOOL¥PRINTERSのディレクトリで、

アクセス権の設定変更が必要です。詳しくは「LPR Portでの接続

（WindowsNT3.51）」（50ページ）をご覧ください。

WindowsNT Server3.51/4.0経由で、管理者以外のクライアントから印刷できない

処置）

ファイルサーバ上でプリンタのアクセス権リストから[Creater Owner]が削除

されている場合、もしくは[Creater Owner]の権利が[印刷]か[アクセス権な

し]に設定されている場合にこの現象となります。正しく印刷するには、

[Creater Owner]の権利を[文書/ドキュメントの管理]に設定する必要があり

ます。初期設定は[文書/ドキュメントの管理]です。
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用語集

AAAAA

AppleTalk

すべてのMacintoshに標準で付属する、LANシステムの規格、もしくはネット
ワークソフトウェアの名称。Macintoshの標準的なネットワークプロトコルに
なっている。

ARP

Address Resolution Protocol。 TCP/IPプロトコル群に属するアドレス解決
プロトコル。ホストのIPアドレスからMACアドレスを検索するときに用いる。
相手のホストが保持しているIPアドレスとMACアドレスの対応法を変更する
場合にも使う。

DDDDD

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol。コンピュータのIPアドレスやデ
フォルト・ゲートウェイなどのTCP/IP関連情報をサーバに問い合わせて自動
的に設定するプロトコル。クライアントの起動時に、サーバが空いているIP
アドレスを自動的に割り当てる。

DNS

Domain Name System。ネットワーク上のコンピュータ名と、そのIPアドレス
との対応付けを行う仕組み。IPアドレスは4桁の8ビット単位での数値のた
め、人間にとっては覚えにくい。そこで、人間が覚えやすいような名前（ドメ
イン名）との対応を保存しておき、必要に応じてドメイン名からIPアドレス
への変換を行う。変換を行うサーバをDNSサーバという。
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EEEEE

EtherTalk

Macintosh用の LANを実現するためのシステムの一つ。Ethernetのケーブルを
使って運用するAppleTalkネットワークのこと。Ethernetインターフェイス
を接続し、コントロールパネルでEtherTalkを選択すればよい。

HHHHH

HUB

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のツイストペアケーブル
をRJ-45モジュラージャックで接続し、スター型LANを構築する。

IIIII

IPP

Internet Printing Protocol。IPPを使うことにより、インターネットを経由
しての印刷が可能となる。

IPX

Internetwork Packet Exchange。Novell社のNetWare のプロトコル。

IPアドレス

IPによる通信でネットワーク内の各コンピュータに割り振られる番号(アドレ
ス)のこと。国内では日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
が IPアドレスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークなIP
アドレスを取得できる。

LLLLL

LPR

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIXで使われてきたリモート印刷プロ
トコル。TCP/IP上で動作する。
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MMMMM

MACアドレス

Media Access Controlアドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器
固有の物理アドレス。

MIB

Management Information Base。ネットワーク管理のためのSNMP(Simple
Network Management Protocol)マネージャとSNMPエージェントとでやりとり
されるネットワーク管理のための一種のデータベースで、100以上のオブジェ
クト(管理対象)を含むテーブルになっている。管理対象となる機器ごとにMIB
をもつ。

NNNNN

NDPS

Novell Distributed Print Services。米Novell社の NetWareが提供する分
散プリント機能。NDPSによりプリンタ管理に要するコストの削減や、ネット
ワークを利用するユーザや管理者の生産性を引き上げることができる。

NDS

Novell Directory Services。米 Novell社の NetWare4.0以降に搭載されてい
るディレクトリ・サービス機能。ユーザやサーバ、プリンタなどの共有資源を
一元管理できる。各資源はツリー状のネットワーク構造で論理的に配置するこ
とができる。
一度NetWareにログインすれば、それ以降はそれぞれのNetWareサーバにログ
インすることなく、ネットワーク全体のサーバやプリンタなどが使えるように
なる。

NetBEUI

通信プロトコルの１つ。ネットワーク・アドレスの設定が不要だが、ルータを
越えての使用はできない。

NetBIOS

パソコン・ネットワーク用の通信プロトコルとAPIの規約。
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NetWare

米Novellが開発したパソコンLAN用ネットワークOS。IPX/SPXと呼ぶ独自プ
ロトコルを使用する。

NWADMIN

NetWare 4.xのファイルシステム管理ツール。ネットワーク管理者はツリー内
のすべてのオブジェクトを管理できる。オブジェクトの作成、オブジェクトの
プロパティの変更、コンテキスト上から別の場所へのコンテキストの移動が行
える。また、ファイルシステム、ディレクトリサービスのトラスティ、ツリー
にあるすべてのオブジェクトの有効な権利を確認できる。

PPPPP

PCONSOLE

NetWare3.xのプリントサービス設定、管理ツール。

PING

TCP/IPが実装されたコンピュータ間で送受信テストを行い、接続の確認に使
用するコマンド。LAN環境もしくはコンピュータ自体の設定に障害が発生して
いる場合、障害箇所を特定する際に、まずローカル・ホストに対してpingコ
マンドを実行し、正常にTCP/IPが実装されているか確認する。

SSSSS

SNMP

Simple Network Management Protocol。 TCP/IPネットワーク管理の標準プロ
トコルで、ネットワークの構成や、HUB、ルーターなどのネットワーク機器に
関しての管理情報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マ
ネージャ」、ネットワーク機器は「エージェント」などと言われる。
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TTTTT

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol。 インターネット標準の
通信プロトコル。RFC（Request for Comments）の形で公開されているため、
広く普及している。

エエエエエ

エンティティタイプ

オブジェクトのタイプ。これにより、オブジェクトが正当なものであるか否か
を識別できる。

ケケケケケ

ゲートウェイ

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内LANとイ
ンターネットの間にゲートウェイ・サーバを設置し、社内LANからはゲート
ウェイ・サーバ経由でインターネットへアクセスする。異なるプロトコルのシ
ステムやネットワークを相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルー
タと呼び、ゲートウェイとは区別する。

コココココ

コンテキスト

NetWare の NDSで、ディレクトリツリー内の各オブジェクトの配置を示すも
の。会社名、組織名、部門名などの要素から構成される。
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サササササ

サブネットマスク

TCP/IPネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同士が
通信できる。したがってネットワーク部とホスト部とを区別する必要があり、
その際に使用されるのがサブネットマスク。サブネットマスクはIPアドレス
同様に32ビットからなり、クラスCでは24ビット(255.255.255.0)が標準で
使用される。

ソソソソソ

ゾーン名

AppleTalkで設定される、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的
に扱うためのグループ。

ツツツツツ

ツイストペアケーブル

10BASE-T規格のケーブル。2本のケーブルを対にしたものが寄り合わさってい
る。Ethernetの 10Base-Tや電話のモジュラーケーブル、USBケーブルなどに
使われている。

ネネネネネ

ネットワーククラス

IPアドレスは、ネットワークIDとホストIDの区切り位置によって、A、B、C
の3つのクラスに分けられる。たとえば、クラスAは、IPアドレスの上位8
ビットがマスクされている。どのクラスに属するかは、企業などがIPアドレ
スを取得する際に決定する。
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ハハハハハ

バインダリ

NetWare3.x で、ユーザ、グループ、ワークグループなどの構成要素を定義し
ているデータベース。NetWare4.x以降は、バインダリの代わりにNDSを使用。

フフフフフ

フレームタイプ

ネットワーク上の通信（Workstation← packet→ Client)で、パケットに定
義されているもの。サーバがサポートするフレームタイプにあわせて、設定す
る。

プロキシサーバ

インターネットと接続する際に、セキュリティを確保するために設置される
サーバ。

ホホホホホ

ポート番号

TCPや UDPが備える機能で、複数アプリケーションを同一コンピュータまたは
サーバ上で扱うための仕組み。サーバやパソコンは、インターネットから受信
したパケットを、ポート番号によって引き渡すアプリケーションを特定する。

ポーリング

NetWareの、プリンタ環境設定オプションの1つ。ポートドライバ(NPRINTER)
が定期的にデータポートを確認（ポーリング）し、データポートがプリンタに
データを転送する準備ができているかを調べる。
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