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 問題切り分けフロー
xPrintServer から印刷ができないトラブルが発生した場合、以下フローにて現象を確認してください。
詳細に関してはトラブルシューティングの項をご確認ください。
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 トラブルシューティング
プリンターに印刷ができない等、xPrintServer の運用に問題がある場合、以下の項目をご確認ください。
１．xPrintServer 本体の確認
２．プリンターの確認
３．xPrintServer の接続の確認（LAN 接続または USB 接続）
４．iOS 端末にプリンターが表示されない

１． xPrintServer の確認
１-１

xPrintServer に電源が正しく接続されていますか？

はい

：xPrintServer のステータス LED の状態をご確認ください。（１－２項へ）

いいえ：xPrintServer に付属の AC アダプターを接続し、電源を供給してください。約１分まって、再度ス
（１－２項へ）
テータス LED を確認してください。
１-２

ステータス LED は点灯・消灯を３秒間隔でゆっくりと繰り返す状態となっていますか？

はい：xPrintServer は正常に立ち上がっています。再度印刷を実施してみてください。
正しく印刷されましたか？
はい

：正常に起動されました。このまま使用してください。

いいえ：xPrintServer の機能が完了していません。ステータス LED の状態をご確認ください。
（１－３項へ）
い い え ： xPrintServer の 機 能 が 完 了 し て い ま せ ん 。 ス テ ー タ ス LED の 状 態 を ご 確 認 く だ さ い 。
（１－３項へ）
１-３ステータス LED の確認
１

１回の点灯＋２秒間の無点灯

DHCP アドレスの取得中

２

２回の点滅＋２秒間の無点灯

接続されたプリンタが無い状態

３

３回の点滅＋２秒間の無点灯

初期状態にリセットされた状態

４

４回の点滅＋２秒間の無点灯

ファームウェア更新の完了（成功）

５

５回の点滅＋２秒間の無点灯

ファームウェア更新の失敗

６

６回の点滅＋２秒間の無点灯

プリントエラー

７

７回の点滅＋２秒間の無点灯

プリンタ検出中

８

８回の点滅＋２秒間の無点灯

USB デバイスの検出中
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１-４ご使用となっているプリンターがネットワークプリンターの場合
１-４-１プリンターが xPrintServer と同一のサブネットへ接続されていますか？
はい

：３．xPrintServer の接続確認の項に進み、接続を確認してください。

いいえ：プリンターを xPrintServer と同一のサブネットへ接続してください。その後 xPrintServer
の電源を再投入し、約１分後、再びステータス LED を確認してください。同じくステー
タス表示が７の場合、ネットワーク接続に問題がある可能性があります。
３．xPrintServer の接続確認の項に進み、接続を確認してください。
１-４-２LED のステータス表示が２の場合
１-４-２-１プリンターがネットワークへ接続されていますか？
はい

：３．xPrintServer の接続の確認へ進んでください。

いいえ：プリンターをネットワークへ接続してください。xPrintServer の電源を入れ直し、約１分待っ
て再度ステータス LED を確認してください。
点灯・消灯を３秒間隔でゆっくりと繰り返す状態となっていますか？
はい

：正常に立ち上がっています。

いいえ：再度ステータス LED をご確認ください。
１-４-３LED のステータス表示が１の場合
３．xPrintServer の接続の確認へ進んでください。
１-４-４LED のステータス表示が３，４、５の場合

xPrintServer の電源を入れ直し、約１分待って再度ステータス LED を確認してください。
点灯・消灯を３秒間隔でゆっくりと繰り返す状態となっていますか？
はい

：正常に立ち上がっています。

いいえ：再度ステータス LED をご確認ください。
ステータス ID が同じく３，４，５の状態の場合は、xPrintServer の設定に問題が
あります。サポートセンターへ連絡してください。
１-４-５LED のステータス表示が６の場合

xPrintServer の電源を再投入してください。その後ステータス LED を確認してください。
ステータス ID が同じくの状態の場合は、xPrintServer の設定に問題があります。
サポートセンターへ連絡してください。
１-４-６LED のステータス表示が７の場合
プリンターの接続状態をご確認ください。
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１-５ご使用となっているプリンターが USB プリンターの場合
１-５-１プリンターが xPrintServer の USB ポートに接続されていますか？
はい ：プリンターが対応プリンターでない可能性があります。以下のサイトより対応プリンター
が確認できます。

http://www.lantronix.com/it-management/xprintserver/xprintserver-supported-printers.php
いいえ：プリンターを xPrintServer の USB ポートへ接続してください。その後、xPrintServer
の電源を再投入し、約１分待って、再度ステータス LED の状態を確認してください。

２． プリンターの確認
２-１プリンターの接続状態をご確認ください。
２-１-１プリンターはネットワークもしくは USB で xPrintServer に接続されていますか？
はい

：1-3 項をご確認ください。

いいえ：プリンターをネットワークもしくは xPrintServer の USB ポートへ接続してください。
正しく印刷できましたか？
はい

：そのままお使いください。

いいえ：1-3 項をご確認ください。
２-２プリンターの状態をご確認ください
２-２-１プリンターの電源が入っていますか
はい

：1-2 項をご確認ください

いいえ：電源を投入してください
正しく印刷できましたか？
はい

：そのままお使いください。

いいえ：1-2 項をご確認ください
２-２-２プリンターの紙、トナーは切れていませんか？
はい

：トナーを補充し、再度動作をご確認ください。

いいえ：1-4 項,1-5 項をご確認ください。
正しく印刷できましたか？
はい

：そのままお使いください

いいえ：1-4 項,1-5 項をご確認ください。
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２-２-３紙つまりではないですか？
はい

：紙つまりを取り除いてください。
ただしく印刷できましたか？
はい

：そのままお使いください。

いいえ：３．xPrintServer の接続の確認へ進んでください。
いいえ：他の PC からの印刷は正しくできますか？
はい

：３．xPrintServer の接続の確認へ進んでください。

いいえ：ネットワークの接続もしくはプリンターに問題がある可能性があります。
ネットワーク管理者もしくはプリンター管理者へ確認してください。

３． xPrintServer の接続の確認（LAN 接続または USB 接続）
お使いのプリンターのタイプの確認。（接続形式）
３-１プリンターは LAN へ接続されている。（ネットワークプリンターの場合）
３-１-１Ethernet ケーブルが xPrintServer 及びハブ/スイッチ/ルータに正しく接続されていますか？
はい

：項を確認してください。

いいえ：xPrintServer へネットワークケーブルを接続してください。その後、xPrintServer の電源を
（１－２項をご確認くださ
入れ直し、約１分待って再度ステータス LED を確認してください。
い）
３-１-２xPrintServer のネットワークアドレスが取得されていますか？

xPrintServer の IP アドレスが DHCP 設定となっている場合、ステータス LED の状態が
“１回の点灯＋２秒間の無点灯：DHCP アドレスの取得中”の場合、IP アドレスが取得できていない状態とな
ります。ステータス LED をご確認ください。
３-１-２-１“１回の点灯＋２秒間の無点灯：DHCP アドレスの取得中”となっていますか？
なっている：DHCP からアドレスが取得できない状態です。ネットワーク管理者へネットワーク接続の
状態を確認してください。
なっていない：ステータス LED の状態をご確認ください。
（１－３項を参照してください）
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３-２プリンターは xPrintServer の USB へ接続されている
３-２-１USB ケーブルが xPrintServer 及びプリンターへ正しく接続されていますか？
はい：ネットワークプリンターの場合にはネットワークへ接続されているＰＣ等からの印刷、ＵＳＢプ
リンターの場合、ＰＣ等にプリンターを接続して印刷を確認してください。
正しく印刷できましたか？
はい ：xPrintServer に問題がある可能性があります。サポートセンターへ確認してください。
いいえ：ネットワークもしくはプリンターに問題がある可能性があります。ネットワーク管理
者もしくはプリンター管理者へ確認してください。
いいえ：ケーブルの接続を行ってください。その後 xPrintServer の電源を入れ直してください。約１分待
ってステータス LED の状態を確認してください。点灯・消灯を３秒間隔でゆっくりと繰り返す状
態となっていますか？
はい：正しく印刷されましたか？
はい

：そのままお使いください

いいえ：xPrintServer の状態に問題がある可能性があります。サポートセンターへご連絡くだ
さい。

３-３参照：ネットワークの確認
ネットワーク運用担当者がいる場合には担当者へネットワークの接続を確認してもらってください。ネットワー
ク運用担当者がいない場合、
（ご自身でネットワークを確認したい場合）は ICMP である PING コマンドを用い
てネットワーク接続を簡易的に確認することができます。
ご使用の xPrintServer およびプリンターの IP アドレスをご確認の上、同一サブネットに診断で使用する PC を
接続してください。

xPrintServer の IP アドレス宛に PING パケットを送信します
プリンターの IP アドレス宛に PING パケットを送信します
コマンドプロンプトを立ち上げます
以下の例のように宛先 IP アドレスを指定します（xxx.xxx.xxx.xxx が xPrintServer もしくはプリンターの IP
アドレスを指定）。応答パケットが返ってくるとネットワーク接続は問題ないと思われます。
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４． iOS 端末にプリンターが表示されない
１-１xPrintServer の接続の確認

をご確認ください。

接続に問題が無い場合、以下を確認してください
１）xPrintServer を再起動してみてください。
２）手動で run Discovery を実行してください。確認方法は
３）ネットワークプリンターが Bonjour をサポートしているか確認してください

５． iOS 端末から印刷ができない。もしくは xPrintServer にアクセスできない
iOS のバージョンを確認してください。サポート OS は iOS4.2 以降です。
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６． 備考）
６-１ネットワークインターフェースの LED

表示

イーサネット LED
右 LED
緑点灯

100MEther Link

緑点滅

100M アクティビティ

橙点灯

10MEther Link

橙点滅

10M アクティビティ

消灯

Ethernet Link なし

左 LED
常時 OFF

６-２xPrintServer の IP アドレスの検索方法。

xPrintServer がインターネットアクセス環境に設置されている場合
xPrintServer がインターネットアクセス可能なネットワークを確認後、WEB ブラウザを立ち上げ、以下のアド
レスにアクセスしてください。
（ブラウザのアドレスバーに以下のアドレスを入力し、Enter を押してください）

http://www.lantronix.com/info/xprintserver/find-my-xprintserver/
以下画面が立ち上がります。
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１．シリアルナンバーを入力し、Go！をクリック
２．ログインプロンプトが現ます。

デフォルトではユーザ名、パスワードは以下となっています。（管理者が変更している場合は管理者へ確認して
ください）
ユーザ名：admin
パスワード: PASS
を入力し、WEB マネージャへアクセスすることができます。

xPrintServer がインターネットアクセス環境に設置されてない場合
ご使用の PC が windows

PC の場合は以下 Bonjour Print Services をご使用の PC へインストールしてくださ

い。MAC-OSx の場合はすでにインストールされていますのでそのままで大丈夫です。

http://support.apple.com/kb/DL999?viewlocale=ja_JP
インストール後ブラウザを立ち上げ、
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アドレス入力欄に xprintserver.local を入力し、エンターを押してください。
ログインプロンプトが現れます。

デフォルトではユーザ名、パスワードは以下となっています。（管理者が変更している場合は管理者へ確認して
ください）
ユーザ名：admin
パスワード: PASS
を入力し、WEB マネージャへアクセスすることができます。

xPrintServer のアプリを利用したアクセス
使用している iOS デバイスから xPrintServer のアプリを使用して xPrintServer へアクセスすることができます。
以下の手順でアプリケージョンのインストールを行ってください。

App Store より 検索-> lantronix で検索を実行。xPrintServer が検索されます。このアプリをインストール
してください。

次に、インストールした xPrintServer アプリを立ち上げます。下図のように、お使いの iOS 端末が接続して
いるアクセスポイント（AP）と同じサブネットに接続されている xPrintServer が検出されます。
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ここで xPrintServer を選択すると以下メニューが表示されます。ここで xPrintServer の IP アドレス等を確認
することができます。

16

