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サイレックスデバイスサーバ設定マニュアル 

【お願い】 

●写真並び操作手順は Windows10 上の操作を元に作成しております。その他 OS では若干異なる場合がご

ざいます。 

※写真の一部は加工しております。 

●デバイスサーバ「ＤＳ－５１０」「ＳＤ－ＤＳ－４０００Ｕ２」用の手順となります。 

●「ＳＤ－ＤＳ－４０００Ｕ２」の場合、デバイスサーバ付属 CD にて「SX Virtual Link」のインス

トールする事も可能ですが、推奨バージョンでご使用して頂く為に記載手順での実施をお勧めします。 

 

＜2018.10 改訂版＞ 



本項を行う前に下記の操作並び設定をお願いします 

●事前に「プリンタの追加」操作からタナックプリンタドライバ（TANAC DA6350/6130）のインストー

ルを行ってください。 

※インストール際は付属のプリンタドライバ CD をドライブに挿入するか弊社ホームページからダウンロ

ードを行い、「デバイスとプリンタ」画面の「プリンタの追加」操作を行ってください。 

※その際のポート設定は初期設定（LPT１）で構いません。 

※プリンタドライバには３２Bit 用と６４Bit 用がありますのでインストール時はご注意下さい。（違うバー

ジョンのドライバは原則インストール出来ません。） 

●IP アドレスを固定アドレスにする場合は、事前に「デバイスサーバ本体の設定」操作にて IP アドレス並

びデフォルトゲートウェイとサブネットマスクの設定を行ってください。 

※「ＤＳ－５１０」の場合は弊社ホームページの「サポート」→「その他のリンク」よりアプリケーショ

ンソフトウェア「DeviceServerSetup Ver7.2.0」をダウンロードして起動させてください。 

※「ＳＤ－ＤＳ－４０００Ｕ２」の場合はデバイスサーバ付属の CD を挿入してアプリケーションを起動

させてください。 

※重複やグループ違い等の間違った IP アドレス等で設定を行った場合、デバイスサーバの初期化が必要と

なる場合がありますのでご注意下さい。 

●インストール権限の無いユーザーでログインしている場合はお手数ですが「Administrator」権限にてロ

グインを行った上で操作を行ってください。 

【１】

２ 

Ⅰ・セットアップの前に 

また、本設定実施後は下記の点にご注意下さい。 

●デバイスサーバの特性上、自動接続設定後にＰＣ上のプリンタ名称を変更すると再度設定が必要になりま

す。変更が必要な場合は設定操作前に実施してください。 

●自動接続設定を行ったプリンタドライバは「デバイスとプリンタ」画面上で「一時停止」状態でグレー表

示になりますが、接続状態になると通常状態に戻ります。 

※自動接続設定を行ったプリンタに対するデフォルトとなりますので問題ございません。 

※「一時停止」並び「オフライン」操作を手動で行った場合は除きます。 

●USB ケーブルの特性上、USB ケーブル交換時にも自動接続設定が必要となる場合がございます。 

●「SX Virtual Link」インストール後は PC 起動時に自動で「SX Virtual Link」を最小化状態にし

て起動しますので原則操作は不要です。 

●デバイスサーバ本体には USB ポートが２つありますが、弊社プリンタとの接続は必ず同じポートを使用

してください。また、もう１つのポートに弊社プリンタや他の機器を接続しての動作保証はしておりません

のでご了承下さい。 

●ＸＰ並びＶｉｓｔａでご使用の場合、データ送信並び接続状態開始時に「新しいハードウェアの検索ウィ

ザード」が表示される事があります。表示された場合は「キャンセル」で閉じて構いません。正常に印字動

作を開始します。 

※動作上の仕様となりますのでご了承下さい。 



（１）Ｗｅｂブラウザを起動し、検索

エンジンからタナック株式会社ホー

ムページへ移動します。 

「サポート」→「その他のリンク」→ 

「サイレックス  SX  Virtual 

Link Ver3.17.0(s-33a3170.exe)」を

クリックします。 

クリックしたら Win 版「SX Virtual 

Link」のダウンロードをクリックし、

対象のファイルを任意の場所に保存

してください（マニュアルではデスク

トップに保存した流れで説明を行い

ます。）。 

※必ず左記のページからダウンロー

ドを行ってください。付属ＣＤから古

いバージョン並びサイレックス・テク

ロノジー株式会社様ページから最新

バージョン等をダウンロードした場

合正常に動作しない場合があります

のでご注意ください。 

 

【２】

２ 

Ⅱ・「SX Virtual Link」インストール 

（２）ダウンロードされた圧縮ファイ

ルをクリックするとインストーラー

一式のフォルダが表示されるので任

意の場所へコピーしてください。 

※ダウンロード時に実行を行い任意

の場所へ実行を行った場合は操作

（３）へ移動します。 

 

任意の場所へコピーします。 

クリックして任意の場所に実行します。 



【３】 

（３）操作（２）でコピーしたフォル

ダを開き、「Cosetup.exe」をダブルク

リックして起動します。 

※PCの拡張子が表示されない設定の

場合は、アイコンがモニターと CD の

もの（種類が「アプリケーション」に

なります。）を選択してください。 

 

（４）デスクトップ上にインストーラ

ー画面が表示されます。「Language」

が「Japanese」になっているのを確

認し「Next」並び「次へ」をクリッ

クします。 

※途中の画面内容に関しては基本的

にそのまま「次へ」で進んで構いませ

ん。 

インストール開始の画面まで進みま

したら「開始」をクリックします。 



【４】 

（５）左の画面が表示されます。 

途中で「このデバイスソフトウェアを

インストールしますか？」と表示され

た場合は「インストール」をクリック

してください。 

「SX Virtual Link」のインストー

ルの完了画面が表示されましたら「完

了」をクリックして画面を閉じます。 

 

（６）｢SX Virtual Link｣画面が表

示されれば完了です。 

※デバイスサーバ並びプリンタの電

源が入っていない場合やLANケーブ

ルが接続されていない場合は左の表

示になります。通常時はこの場所にデ

バイスサーバ並びプリンタ名が表示

されます。 



 

【５】 

（１）プリンタの電源を入れ、｢SX 

Virtual Link｣上にデバイスサー

バとプリンタ名が表示されている

状態にします。 

その際、プリンタ名横のステータス

が「使用できます」になっている事

を確認してください。 

※「他の人が使用中です」と表示さ

れている場合は他のPCで接続状態

となっていますので該当するPC上

で切断操作を行ってください。 

（２）ＰＣ画面のスタートボタンか

ら「設定」アイコン（歯車のイラス

ト）→「デバイス」へ移動し、関連

する設定にある「デバイスとプリン

タ」をクリックします。 

「デバイスとプリンタ」内にある、

「TANAC DA6350/6130」を右ク

リックして「プリンタのプロパテ

ィ」を開きます。 

プロパティ画面の「ポート」タブを

クリックし、現時点で「USB●●●」

（●は数字）が作成されているかを

確認してください。 

確認後は「OK」又は「×」ボタン

でプロパティ画面を閉じます。 

※ドライバインストール時の初期

値の場合、現時点では「LPT１」が

選択されている状態です。 

※「デバイスとプリンタ」画面は再

度操作しますので閉じずにそのま

まにしてください。 

Ⅲ・自動接続設定を行う 



（３）｢SX Virtual Link｣上プリ

ンタ名（TANAC DA6350/6130）を

ダブルクリック又は下部にある接

続ボタンをクリックします。 

プリンタ名の下にある「使用できま

す」の表示が「あなたが使用中です」

に変更されたのを確認してくださ

い。 

また、「デバイスとプリンタ」画面

から「TANAC DA6350/6130」を

右クリックして「プリンタのプロパ

ティ」を開きます。 

プロパティ画面の「ポート」タブを

クリックし、新たに「USB●●●」

（●は数字）が作成されているかを

確認してください。 

作成された場合はそのポートを選

択して「適用」→「OK」をクリッ

クします。 

作成されない場合は既存のポート

が該当します。任意で選択して「全

般」タブ内の「テストページの印刷」

操作を行ってデータが流れるポー

トを選択して「適用」→「OK」を

クリックします。 

「OK」をクリックするとプロパテ

ィ画面は終了します。 

※このマニュアルでは「USB001」

で印字動作する形となります。 

※ポートが作成されるまでに数分

間が掛かる場合があります（その際

にインンジゲーターバーにデバイ

スをインストールするアイコン【白

い四角に緑の丸が動くアイコン】が

表示されます。）のでご了承くださ

い。 

【６】 

「あなたが使用中で

す」に変わります。 



（５）｢SX Virtual Link｣上プリ

ンタ名（TANAC DA6350/6130）を

右クリックして「プロパティ」を選

択します。 

【７】 

（６）プロパティ画面が表示されま

す。 

「接続」タブをクリックして左の画

面を表示させます。 

※自動接続設定を行う前は左の表

示状態となります。 

（４）｢SX Virtual Link｣上プリ

ンタ名（TANAC DA6350/6130）を

ダブルクリック又は下部にある切

断ボタンをクリックします。 

左の画面が表示された場合は「は

い」をクリックしてください。 

プリンタ名称の下の表示が「あなた

が使用中です」から「使用できます」

に戻ります。 



【８】 

（７）自動接続設定の「自動接続を

有効にする」にチェックを入れま

す。 

また、その下の「印刷を行うときの

み自動的に接続を行う」を選択しま

す。 

更にその下に「初期設定は行われて

いません」と表示されていますので

右側の「設定」ボタンをクリックし

ます。 

（８）左の画面が表示されます。 

「手動設定」ボタンがクリック出来

る状態になりましたらクリックを

してください。 

（９）「自動プリンタ接続」画面が

表示されます。 

ドライバのプリンタ名称（TANAC 

DA6350/6130）と操作（３）で選択

した USB ポート（今回の場合は

「USB001」）が表示されているチ

ェックボックスにチェックを入れ

「適用」→「OK」をクリックしま

す。 



  

【９】 

（１０）前の画面に戻ります。 

先程まで「初期設定は行われていま

せん」と表示されていた場所が「自

動プリンタ機能は使用できます」と

なっている事と「接続」ボタンが「確

認」ボタンに変わっている事を確認

して「適用」→「OK」ボタンをク

リックしてプロパティ画面を閉じ

ます。 

（１１）「デバイスとプリンタ」画

面から「TANAC DA6350/6130」

を右クリックして「プリンタのプロ

パティ」を開きます。 

「全般」タブの「テストページの印

刷」をクリックします。プリンタ側

で印字操作を行い印字が問題なく

行えれば完了です。 

開いた「プロパティ」並び「デバイ

スとプリンタ」画面は閉じてくださ

い。 

（１２）「SX Virtual Link」の

画面を表示させない場合は右上の

最小化ボタン（右上の「＿」ボタン

をクリック）で「 SX  Virtual 

Link」を最小化（インジゲータバー

に隠れた状態）してください。 

最小化されると「 SX  Virtual 

Link」のアイコン（水色の丸印）に

なります。 

※PC 起動時は自動的に最小化状態

で起動されアイコン表示される状

態になっています。 



 

（１）自動接続を設定した「SX 

Virtual Link」を閉じる（右上の

「×」ボタンをクリック）と左の画

面が表示されます。 

「いいえ」を選択して改めて最小化

ボタン（右上の「＿」ボタンをクリ

ック）で「SX Virtual Link」を

最小化（インジゲータバーに隠れた

状態）してください。 

「はい」を選択すると自動接続が終

了され印字出来なくなりますので

下記の操作を行なってください。 

 

【１０】 

（２）左下のウィンドウズアイコンを

クリックして「Ｓ」にある「silex デ

バイスサーバ」→「SX Virtual 

Link」をクリックしてください。 

「SX Virtual Link」画面が表示

された場合は最小化操作（Ⅲ項の操

作（１２））を行ってください。表

示されない場合は画面右下の▲ボ

タン（隠れているインジゲーターの

表示）を選択して「SX Virtual 

Link」のアイコン（水色の丸印）が

表示されているのを確認してくだ

さい。 

また、PC 再起動時は自動的に最小

化状態で起動されアイコン表示さ

れる状態に戻ります。 

Ⅳ・「SX Virtual Link」再立ち上げ 


