corega PServer 補足説明書

必ず お読みください！
本製
この度は、corega PServer (本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製
品をご使用になる前に必ず、本説明書をお読みください。本説明書は、本製品の簡単なご使用方法や
品をご使用になる前に必ず、本説明書をお読みください。
確認・注意事項について記載しております。尚、本説明書では、｢corega PS Admin program｣を｢PS
を
Admin｣と省略して説明しています。また、
また、PS
Adminをご使用される場合は、必ず、
をご使用される場合は、必ず、｢[A]
Adminを
また、
PS Admin
をご使用される場合は、必ず、
｢[A] PS Admin
使用する前の確認事項（ネットワークの設定）
｣
をお読みください。
使用する前の確認事項（ネットワークの設定）｣
[ Ａ]
[ Ｂ]
[ Ｃ]
[ Ｄ]

PS Admin
を使用する前の確認事項（ネットワークの設定）
Adminを使用する前の確認事項（ネットワークの設定）
本製品をご使用の際の注意事項
本製品のサーバ名とポート名、プリンタキュー名について
Adminを使用しない場合の設定手順
PS Admin
を使用しない場合の設定手順
編
Windows98/95編
D１． Windows98/95
D２． UNIX/Linux
編
UNIX/Linux編

の場合
NT4.0の場合
[Ａ] PS Admin
を使用する前の確認事項 2. Windows NT4.0
Adminを使用する前の確認事項
必
Windows NT4.0上でPS Adminを使用する場合は、必
PS Adminは、本製品の詳細設定（ｻｰﾊﾞ名やﾎﾟｰﾄ名の変
ず、以下のサービスおよび、プロトコルが必要です。
更、ﾌﾟﾛﾄｺﾙの設定など）やプリントキューの管理を行
含まれていない場合は、追加してください。
うための設定ツールプログラムです。
[Windows NT4.0 Work Station]
PS Adminをインストール後に、設定や管理を行う場合
■必要なサービス
必ず、
PS Admin をインストールするパソコンの
は、必ず、
必ず、PS
｢Client Service for NetWare｣
ネットワーク設定を確認してください。ご使用
OS
ごと
ネットワーク設定を確認してください。ご使用OS
OSごと
■必要なプロトコル
に必要なプロトコルやサービスを追加する必要があり
｢NWlink IPX/SPX互換プロトコル｣
ますので、以下は、必ずお読みください。
｢NWlink NetBIOS｣
[Windows NT4.0 Server]
■必要なサービス
ネット
Windows95/98上でPS Adminを使用する場合は、ネット
｢Gateway Service for NetWare｣
ワークの設定に必ず、
｢IPX/SPX
互換プロトコル
｣が必
ワークの設定に必ず、｢IPX/SPX
｢IPX/SPX互換プロトコル
互換プロトコル｣
■必要なプロトコル
要です。
｢NWlink IPX/SPX互換プロトコル｣
｢NWlink NetBIOS｣
｢マイコンピュータ｣→｢コントロールパネル｣→｢ネット

1. Windows95/98
の場合
Windows95/98の場合

ワーク｣をクリックし、「現在のネットワーク構成」†

[Ｂ] 本製品をご使用の際の注意事項

｢IPX/SPX
互換プロトコル
｣が含まれていることを
に、｢IPX/SPX
｢IPX/SPX互換プロトコル
互換プロトコル｣
確認してください。含まれない場合は、｢追加(A)｣ボ 本製品は、双方向通信機能を使用したプリント方式に
対応しておりません。ご使用プリンタの双方向通信機
タンをクリックし、以下の①〜③の手順で各項目を選 対応しておりません。
WPS
（ Microsoft
能は使用しないでください。また、WPS
WPS（
択し、追加してください。
WINDOWS PRINTING SYSTEM
）モードで使用できません
SYSTEM）モードで使用できません
■｢IPX/SPX互換プロトコル｣の追加
ので、WPS
WPS対応プリンタを使用する場合は、
対応プリンタを使用する場合は、WPS
WPSモード
ので、
WPS
対応プリンタを使用する場合は、
WPS
モード
①ﾈｯﾄﾜｰｸ構成ﾌｧｲﾙ：｢プロトコル｣
を使用しないでください。WPSモードを使用しない場合
を使用しないでください。
②製造元：｢Microsoft｣
のプリント出力方法および設定方法については、ご使
③プロトコル：｢IPX/SPX互換プロトコル｣
用プリンタのマニュアルをご覧ください。
† Windows98の場合は、｢現在のﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ｣となります。

商標 Windows 98はMicrosoft Windows 98 operating system の略称です。Windows 95はMicrosoft
Windows 95
operatingsystem
の略称です。Windows NT4.0はMicrosoft Windows NT4.0 operating systemの略称です。
Microsoft、Windows 98/95、Windows NT4.0は、米国Microsoft

Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
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[Ｃ] 本製品の
ｻｰﾊﾞ
名と
ﾎﾟｰﾄ
名、
本製品のｻｰﾊﾞ
ｻｰﾊﾞ名と
名とﾎﾟｰﾄ
ﾎﾟｰﾄ名、
ﾌﾟﾘﾝﾀｷｭｰ
名について
ﾌﾟﾘﾝﾀｷｭｰ名について
既に、お客様のネットワーク環境が整っている状
態(NetBEUI、TCP/IP、IPX/SPXﾌﾟﾛﾄｺﾙの環境で
ネットワーク通信ができる）で、本製品を初めて
設置すると、本製品のサーバ名とポート名、プリ
ンタキュー名は、予め用意されているMACアドレ
ス（下6桁のXXXXXX）を利用して、サーバ名を構
成します。以下のそれぞれの構成を必ず、ご覧に
『[ Ｄ] PS Admin
を使用しない場合
なり、本書の『
Adminを使用しない場合
の設定手順』へと、お進みください。
の設定手順』
● サーバ名：
PS‑XXXXXX
サーバ名：PS‑XXXXXX
● ポート名：
PS‑XXXXXX‑P1
ポート名：PS‑XXXXXX‑P1
サーバ名
¥ ポート名
¥¥サーバ名
サーバ名¥
● プリンタキュー名 ： ¥¥
例えば、本体裏面の表記のMACアドレスが、
0FA000｣の場合は、
009099 0FA000
ｻｰﾊﾞ名:PS‑0FA000、ﾎﾟｰﾄ名:PS‑0FA000‑P1 、
ﾌﾟﾘﾝﾀｷｭｰ名:¥¥PS‑0FA000¥PS‑0FA000‑P1
¥¥PS‑0FA000¥PS‑0FA000‑P1 です。
† 本製品を設置する前に、お手持ちのcorega PServer本
体裏面に記載されているMACアドレスをメモなどに書き
移すことをお勧めいたします。

本製品のサーバ名、ポート名を変更する場合は、
PS Adminを起動して、PS Adminの｢環境設定｣→
｢サーバデバイス｣メニューで変更できます。但
し、PS Adminを初めて起動して、メイン画面（右
側）のサーバ名一覧に表示されるサーバ名は、初
期設定のサーバ名（上記参照）となりますので、
本体裏面のMACアドレスを確認して、サーバ名を
選択してください。尚、
尚、PS
Adminをご使用になる
尚、
PS Admin
をご使用になる
Adminを使
場合は、必ず、本説明書の『 [A] PS Admin
を使
用する前の確認事項（ネットワークの設定）』を
お読みになり、お客様のご使用パソコンに必要な
ネットワークの設定を行ってください。また、PS
ネットワークの設定を行ってください。また、
PS
Adminの設定方法については、本製品付属の取扱
Admin
の設定方法については、本製品付属の取扱
説明書をお読みください。

[Ｄ] PS Admin
を使用しない場合の設定手順
Adminを使用しない場合の設定手順
[Ｄ. 1] Windows98/95
編
Windows98/95編
ご使用のネットワーク環境上に本製品を設置し、
Windows 98/95パソコンからプリンタをご使用に
なる場合の設定手順について説明しております。

corega PServer 補足説明書

‑ 2 ‑

尚、以下の手順は、本製品を設置した直後の手順とな
りますので、PS
Adminによるサーバ名やポート名の設
PS Admin
によるサーバ名やポート名の設
定を行う必要がありません。
† ここでは、Windows95の画面で説明しております。

１．ネットワーク設定の確認
ご使用のパソコンがNetBEUI（通信プロトコル）によ
るMicrosoftネットワーク（SMB）が使用できる状態で
あるかを確認し、必要な場合には、設定を行います。
既に、ご使用パソコンを NetBEUIによるMicrosoftネット
ワーク上でお使いの場合には、｢2.
｢2.プリンタの追加
｢2.
プリンタの追加 ｣｣へお進み
ください。

(1)｢マイコンピュータ｣→｢コントロールパネル｣→
｢ネットワーク｣をクリックし、「現在のネット
ワーク構成」†に以下の３つのコンポーネントが
含まれていることを確認します。
† Windows98の場合は、｢現在のﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ｣となります。

① Microsoft
ネットワーククライアント
Microsoftネットワーククライアント
② お使いのネットワークアダプタ
(NetBEUIにバインドされている必要があります。）

③ NetBEUI
NetBEUI
→ご使用の
ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ
名
※または、NetBEUI
NetBEUI→
ご使用のﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ
ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ名
(Microsoftネットワーククライアントにバインド
さ れている必要があります。）

† バインドされているかどうかはそれぞれの｢プロパティ｣の
｢バインド｣タグで確認できます。

●NetBEUIの｢ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ｣→｢ﾊﾞｲﾝﾄﾞ｣

●ご使用ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀの｢ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ｣→｢ﾊﾞｲﾝﾄﾞ｣

(2)｢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｣ または、｢NetBEUI｣ が含まれなかった場合
は、プロパティ画面の｢追加(A)｣ボタンをクリッ
クし、それぞれ①〜③の手順で各項目を選択し
て、追加してください。
■｢Microsoft ﾈｯﾄﾜｰｸｸﾗｲｱﾝﾄ｣の追加
①｢ｸﾗｲｱﾝﾄ｣→②製造元｢Microsoft｣
→③｢Microsoftﾈｯﾄﾜｰｸｸﾗｲｱﾝﾄ｣
■｢NetBEUI｣の追加
①｢ﾌﾟﾛﾄｺﾙ｣→②製造元｢Microsoft｣
→③｢NetBEUI｣
(3)｢現在のﾈｯﾄﾜｰｸ構成」に ご使用のネットワーアダ
プタ名（LAN
LANカード）
プタ名（
LAN
カード） が含まれなかった場合は、
ご使用のネットワークアダプタの取扱説明書に
従い、正しくセットアップしてください。

(3) 以下のダイアログでプリンタのネットワークパスま
たは、プリンタキュー名を直接、入力します。(半
角英数字）または、［参照］ボタンをクリックする
と、利用できるネットワークプリンタとしてプリン
タキュー名が表示されますので、選択してくださ
い。続いて、｢次へ｣ボタンをクリックします。

２． プリンタの追加
｢1.
ネットワーク設定の確認
｣ で ご使用パソコンの
｢1.ネットワーク設定の確認
ネットワーク設定の確認｣
ネットワーク設定、及び確認ができたら、｢
｢プリンタ
の追加ウィザード｣
の追加ウィザード
｣を起動して、新しいプリンタをご
使用パソコンにインストールします。操作をする前
操作をする前
に、本製品が正しく設置されていることを確認して
ください。尚、ご使用のプリンタによっては、ドラ
イバーファイルをメーカー独自のセットアッププロ
グラムによって、予め、インストールする必要があ
（例：Canon
F600など）
る場合があります。†（例：
Canon BJ F600
など）
† ご使用プリンタのドライバーファイルのインストール手順
については、プリンタメーカーにお問い合わせください。

† プリンタキュー名は、｢¥¥PS‑MACアドレス¥ポート名｣です。
詳しくは、『[A]本製品のｻｰﾊﾞ名とﾎﾟｰﾄ名、ﾌﾟﾘﾝﾀｷｭｰ名につ
いて』をご覧ください。
† ネットワークパスを構成するサーバ名とポート名は 設定ツー
ル：corega PS‑Adminを使用して任意の名称に変更すること
が可能です。但し、本説明書『
但し、本説明書『[A]
Adminを使用する前の確
但し、本説明書『
[A] PS Admin
を使用する前の確
認事項（ネットワークの設定）』を必ず、お読みください。
認事項（ネットワークの設定）
』を必ず、お読みください。
†

(1)｢ﾏｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀ｣→｢プリンタ｣フォルダの中の｢プリ
プリ
ンタの追加｣
ンタの追加
｣アイコンをダブルクリックしてウィ
ザードを起動し、プリンタを追加します。｢この
ウィザードを使うと、プリンタを簡単にインス
トールできます。｣ダイアログで、［次へ］をク
リックしてください。
(2) ｢ﾌﾟﾘﾝﾀはどこに接続されていますか？｣ダイアログ
では、[ネットワークプリンタ］を選択し、｢次へ｣
ボタンをクリックしてください。

[補足]ご使用プリンタのドライバーのインストール手順の詳細
については、ご使用プリンタの取扱説明書をご覧い ただ
くか、プリンタメーカーにお問い合わせください。

MS‑DOSアプリケーションから印刷をする場合は、プリンタ
ポートの割り当てを行います。

(4)ご使用プリンタの製造元とモデル名を選択し、
｢次へ｣ボタンをクリックします。ご使用プリンタ
にインストールディスクが付属されている場合
は、[ディスク使用］をクリックし、プリンタのモ
デル名を設定してください。
† プリンタが一覧にない場合は、プリンタのマニュアルを参照し
て互換性のあるプリンタを選択してください。

(5) 追加するプリンタの名前を入力、または、決定し
ます。プリンタ名を変更したい場合は、ここで、
任意なプリンタ名に変更し、｢ 次へ｣ ボタンをク
リックしてください。次ページの図は、プリンタ
名を、｢corega PServer｣という名称にした場合の
例です。
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† ここで入力した名前で｢プリンタ｣アイコンが作成されます
ので、お客様の分かり易い名前を入力してください。
† Windowsベースのプログラムで、このプリンタを通常のプ
リンタとして使うかどうかの指定ができます。

(6) インストール後、プリンタが正しく設定された
かどうかを確認するために、テストページを印
刷できます。印刷する場合は、｢ はい（推奨）
( Y ) ｣ を選択して｢ 完了｣ ボタンをクリックしま
す。

(1)ご使用のネットワーク環境上にWindows 95/98/
NT4.0のいずれかが動作するパソコンがある場合
には、設定ツール｢PS‑Admin｣を使って、IPアドレ
スを設定することができます。
① 設定する場合は、PS Adminのメイン画面右側に
表示されるサーバ名(PS‑XXXXXX)を選択しま
す。XXXXXXは、本体裏側表記のMACアドレス下
6桁です。
② ｢環境設定｣→｢TCP/IPﾌﾟﾛﾄｺﾙ｣メニューを指示し
ます。
③ ｢TCP/IPの環境設定｣ダイアログで、本製品のIP
アドレスを入力し、｢OK｣ボタンをクリックして
ください。
(2)UNIX/Linuxが動作するパソコン（または、ワーク
ステーション）からI Pアドレスを設定する場合
は、arp/pingコマンドを使って設定できます。

（例）
①arp
△ｰs
△192.168.1.187
△00:90:99:0f:a0:00†
arp△
ｰs△
192.168.1.187△
†本体裏面に表記されているMACアドレスを指定してくださ
い。また、△は空白（スペースキー）です。

② ping
△192.168.1.187
ping△
†上記①で、設定したIPアドレスへの通信をPingコマンドで
確認します。
この操作で設定が可能なのは初期状態から１回だけで
す。その後でも、｢ PS‑Admin｣を使用して、設定を変更し
す。
たり、初期状態(リセット）にすることができます。
† テスト印刷を行わない場合は、｢いいえ｣を選択し、｢完了｣
ボタンをクリックしてください。この場合、テストページ
は印刷されません。

(7) テストページが、ご使用のプリンタから印刷され
ます。これで、プリンタの追加は完了しました。

[Ｄ
. .2] UNIX/Linux
編
UNIX/Linux編
使用のネットワーク環境上に本製品を設置し、
UNIX/Linux からプリンタをご使用になる場合のIP
アドレスとプリンタの設定手順について説明してお
ります。尚、以下の手順は、本製品を設置した直後の
手順となりますので、PS
Adminによるサーバ名やポー
PS Admin
によるサーバ名やポー
ト名の設定を行う必要がありません。

１．
corega PServer
への
IP
アドレスの設定
１．corega
PServerへの
へのIP
IPアドレスの設定
以下の方法(1)または、(2)でIPアドレスを設定でき
ます。ご使用環境に合わせて設定してください。
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２． UNIX/Linux
でのプリンタ設定
UNIX/Linuxでのプリンタ設定
本製品は、ｌｐｄ
ｌｐｄ によるプリンタ接続を提供します。
(1) プリンタをお使いになるUNIX/Linux パソコン
（または、ワークステーション）にて、「ネット
ワーク上のlpdプリンタ」†を選択してプリンタ設
定を行ってください。
[プリンタ設定に必要となるキーワード
]
プリンタ設定に必要となるキーワード]
■リモートホスト名†
corega PServerに設定したIPアドレスに対応するホスト名

■リモートプリンタキュー†
PS‑xxxxxx‑P1（xxxxxxは本体裏面に表記された
MAC addressの下6桁です。）
本体裏面のMACアドレスが｢009099 0FA000｣の場合、
リモートプリンタキュー名は、PS‑0FA000‑P1
PS‑0FA000‑P1 です。

† 本説明書での｢ネットワーク上のlpdプリンタ｣や｢リモートホ
スト名｣、｢リモートプリンタキュー｣などの表現は、お使いの
OS/パッケージにより名称が異なる場合があります。

