
ワードでのテキスト保
存

投稿者：Hirosawa 投稿日：
2012/03/12(Mon)
09:27

No.3379 添付したワード2003のファイルを書式なしのテキストに保存して編集したの
ですが。
これに対して…これを拒否することができる。」　以上のとおり……という文
書 が、これに対して…これを拒否することができる。」【メモ　命令書９２頁】
以上のとおりという余計な文字が入った文書になってしまって怒られてしま
いました。 この原因わかるでしょうか？

Re: ワードでのテキスト
保存

Hirosawa - 2012/03/16(Fri)
08:07

No.3392  3392.doc ではサンプルをもう一度添付してみます。
この【メモ】というのは本文中に何ヵ所も入ってしまいました。

Re: ワードでのテキスト
保存

(有)ヒロシステム 秋
山 -

2012/03/16(Fri)
09:19

No.3393  拝見しました。
これはword文書上に隠し文字が挿入されているようです。
Word上でこれを表示するには、Wordで隠し文字の表示オプションを使えば
表示できます。
その方法は、「ツール」→「オプション」→編集記号の表示項目の中の「隠し
文字」にチェックを入れる。
このワードデータは先方らか渡されたものですよね。こ の文書を作った人は
隠し文字を入力したわけですから、ある程度承知していたはずですけど、こ
れで怒られるのは災難としか言えませんね。

 Re: wordでのプリンア
ウトでの文...

rosan - 2012/02/29(Wed)
18:21

No.3378  亀レスですが、J-Powerのプラグインの情報を探していて目に入ったので。
文字化けの件ですが、http://forums.adobe.com/thread/405673に該当しそ
うでしょうか。発生条件としては、Acrobat8もしくは9がインストールされたPC
にXP SP3を当てるというもので 、SP3がAcrobatが使用するファイルを上書
きしてしまうことが文字化けの要因だということです。
（従って、SP2に戻すと発生しない）対応策としては1.SP3を当て た後に、
Acrobatをインストールする2.上記のフォーラムで出てきたCanonのサイトに
あるパッチを　当てる通常はシステム構築時に1を気をつけていれば良いと
思い ますが、Acrobatの再インストールやMSのパッチによって再現しないと
も限らないので、パッチ自体は持っていた方が良いかもしれません。（うちで
もSP3プリイン ストールマシンで再発していた者がいたので）

旧掲示板データ 1　（2010年6月～2012年3月）
旧掲示板の一部をPDFデータにまとめてみました。検索機能が使えますので、調べたい語句で検索してみてください。
取りあえず第1弾です。2010年6月より前のデータも第2弾で出す予定です。
なお、このデータは某掲示板109様提供です。ご協力感謝します。



無題 投稿者：futosan 投稿日：
2012/02/11(Sat)
02:19

No.3361 デルPC(XP)が今では古いので、故障してもおそくても2日～2日半ぐらいで
復旧できるように自分なりに考えてみました。
メイン編集機はボストロ400(コアッドクア Q6600)、ネットワーク上でプリン
ターサーバー扱いとしてデルGX280(PEN4　3.2、及び5年まではメインとして
使用していたデルディメンション8300(PEN4　2.6　プ リンターサーバー扱い)
の3台、およびCTPリップPC(WIN7)です。
GX280がつい1か月前に電源関係がいかれて天にめされました。(1年ぐらい
前からたびたび電源がおち ていました)この中古はたくさんありますので、
ネットで5000円で購入して(マザーボードを交換していないのを確認)、ハード
交換及び、購入したPCはCD-ROMだけだったので壊れたPCからDVDコンボ
をのけて差替えました。一件落着でスムーズに動きました。あとディメンショ
ン8300は中古ではほとんど出ていません。
そこでPCで 検索してこれと同じマザーボードということでデル Precision
ワークステーション　360という古いPCが検索でヒットしました。
近くの印刷屋さんが2年ぐらい前ま でj-powerアドバンスで使用していました
ので、ちょっくら拝借してきました。ディメンション8300のハードをPrecision
ワークステーション　360につけくわえ、 それと8300で使用していたグラボー
は私の方はモニター切替器を使用している都合上、アナログ使用なので、
グラボーもつけかえました。PCI等の増設等は今回見送 りました。結果はす
んなりPrecision ワークステーション　360がたちあがりました。選択肢が増え
ました。デルPrecision ワークステーション等は中古でたくさん 出ていますの
でこれもすぐに手に入ります。問題はメイン編集機のボストロ400(コアッドク
アQ6600)です。
つい最近保守がきれました。デルでは交換部品はあるよ うですがいつなく
なるかわかりません。
マザーボード名はDG33M03みたいです。どなたかこれにあてはまるデルPC
もしくわ他社PCがございました投稿お願いします。なぜ中古を追い求めるか
と言いますとやはり早期復旧です。1分1秒でも早く復旧させねば仕事に影
響がでるからです。
今のままで再インストールをしたらまず、な いで3日半から4日ぐらいはかか

 Re: 無題 髭面 - 2012/02/17(Fri)
07:58

No.3364  win7の64bit早いですよ。（メモリ12G）主に、フォトショップの画像処理（バッ
チ）、自動組版流し込み、pdf作成に使用しています。デメリットは、周辺機器
の ドライバですかね。

おはなし　その4 投稿者：futosan 投稿日：
2012/02/11(Sat)
02:15

No.3360 今実験しているのは三菱サーマルデシプレート　TDP-459(紙版のCTP出
力)で樹脂版用の版下がつくれないかということです。結果はゴシック及び楷
書でのわりと太 い書体及び罫線の太い罫はできます。(今まではOKIレー
ザーで線数出力をして版下を作ってそれをカメラにとってフルイムにしてい
ました。)CTPでした出力をカメラでとって、フイルムにした方が断然きれいで
した。試したいものがあります。写真(紙焼き)です。今までは他社で印画紙
にやいてレーザー出 力の版下に印画紙の写真を貼ってピンクマスターで出
力していました。線数をあらく設定してCTP出力してそれを直接レーザー版
下に貼り付けるようにしたいとおも います。結果は又後日です。(私の方は
まだ紙版下を複合機なのでPDFにしてCTP出力をするシステムはまだ構築



おはなし　その3 投稿者：futosan 投稿日：
2012/02/11(Sat)
02:14

No.3359 お客様相談室で線数出力の話になったのですが、930PS-Xは線数出力が
できるということを聞いていたのですが、ワードから直接線数出力できるみ
たいです。あとは モノクロPSレーザーは線数出力できるということを聞きま
した。初耳でした。(もちろん1055・1032PSはできましたが)ということで2か月
ぐらい前に名刺用刷込で購 入していた安価なプリンタービジネス用　B431
A4モノクロPSレーザー(購入価格4万台)でためしました。
この機種は今まで線数出力できないものと思っていましの で検証していま
せんでした。
結果は線数出力できました。600dpiなので文字の品質には1200ツルーに対
してはおちますが、平網は1055psよりはきれいにでます。(い ちばんいいの
は3050Cでした)。これで一応、樹脂版の版下用及びピンクマスターの版下
には出力可能となりました。

おはなし　その2 投稿者：futosan 投稿日：
2012/02/11(Sat)
02:12

No.3358 この前1055psが製造中止になっているのをホームページでしりました。
このプリンターは長いことメーカーが販売していたような気がします。つい先
日1055で出力 をしたら1本の線がが入っていました。それと約9.2センチ間
隔で点々がついていました。メニューマップを出したら4500イメージ付近なの
でまだ全然使用していな い領域です。
お客様相談センターにTELをしたら、保守員要請の場合は最低約2万はか
かるといわれました。あとは技術料プラス部品代だといわれました。
故障箇所 が、使用頻度の少ないドラムの場合に限り、料金はおそらくかか
らないといわれました。一応保守員のおまかせで決めるみたいです。
一種のかけみたいですね。そこで私は　線が白ヌキにでるように印刷して、
メニューマップとともに、車で10分ぐらいの所のOKI修理の事務所に迎いまし
た。(ほんとうは直接はユーザーが伺 っては、いけないみたいなのですが、
アドバイスを聞きたいのと、昔から知っている人たちなのでいきました。)
保守員のアドバイスで　こんなに鮮やかにでる線は 　(LEDヘッドの傷・LED
のランプ切れ・ドラムのまわりのゴミ)ということで確認してくださいといわれま
した。等間隔の点々は、ほとんどの確立でドラムというこ とになりました。定
着器は関係ないだろうということでした。
LEDのヘッドの故障の場合は修理費等でたぶんとんでもない金額がきそう
なので、その時はそのままにして、ただの校正用として使うことにきめまし
た。自分でLEDの所をみても傷はありませんでした。自分でドラムをぬき点
検しましたが別に変った所があま せんでした。少しドラムに点々はついてい
ました。一応これが等間隔の原因だとは思いました。元にもどして、プリント
してみると、線が入りませんでした。ゴミ がとんだみたいでした。よかったで
す。
次に点々が気になったので、保守員に連絡するとメニューマップからあまり
ドラムを使っていないみたなのでドラムを送り ますので、交換して下さいとい
うこととなりました。



おはなし　その1 投稿者：futosan 投稿日：
2012/02/11(Sat)
02:10

No.3357 oki c711カラーレーザー・A4・PSのKのドラム寿命が0％になりました。
OKIに電話をしたところ、まだドラムが流通していないので作業員の派遣とい
うことになりま した。
寿命を20％にしてくれました。おわびに小容量トナーが1個送られてくるとの
ことでした。
少し前に大容量トナーを入れたのでこれで、もしドラムがかえらた としたら
わりとたくさのトナーがドラムに落ちているので、なんだか損をした気分にな
ります。ドラムのトナーを抜きたいと思います。何かいい方法がありました ら
アドバイスお願いします。
名刺の刷り込みに使っていたのでドラムの寿命とともに名刺の紙にかぶれ
がめだってきています。
はじめのうちは割とかぶれていませ んでした。ついに12年間程使用してい
た3050Cが　おわりをつげました。
ベルトユニットの所が寿命とともに部品がくちていました。85000円ぐらい出
して買えばいけるのですが、保守の修理ができないプリンターなのでやめま
す。おつか れさまでした。k大容量トナーを入れたばっかりでしたので　大変
悔やまれます。まだ3050Cを使用している方がおられましたら投稿してくださ
い。(近々廃棄する予 定ですので、お早めに)C711の手差しの所のプラス
チックの給紙の所を誤って部品を折ってしまいました。
(一応ハンダを使ってプラスチックをとかして、ひっつけ ていますが時々のき
ます。そして、手差しがしまりません。)
一応5年間保証ということで、期待はしてOKIにTELしましたが、不注意という
ことでだめでした。OKI保守員が会社の方へ部品だけでもとれないかとかけ
あって下さったのですが、ダメでした。
新しい部品にかえるには、保守員要請と部品代(8000円)であわせて 28000
円かかるみたいです。
部品さえ手に入れば小学生でも取り付けができる場所なのですが、トホホホ
ホ

画像プリント 投稿者：k.tsukada 投稿日：
2011/07/16(Sat)
13:32

No.3295 J-power（Ver」9.01）に貼り付けた画像（EPS・TIF）がPsプリンターで印刷でき
ず、困っています。
文章部は、正常に印刷されます。（GDIドライバでは正常に印刷 されます）
動作環境は・OS　Win　NT４・プリンタ　富士docuprint２０００・プリンタドライ
バ　Br-script３j（Adobe互換）＊プリンタの設定に問題があるのかも 知れま
せん。
現状の主な設定値・出力プロトコル＝TBCP・ゲレーテキストをPsグレーに変
換する＝はい・グレーグラフィックスをPsグレーに変換する＝はい・PS出 力
オプション＝印刷速度が速くなるよう最適化・Ps言語レベル＝３＊Dellのプリ



 Re: 画像プリント (有)ヒロシステム　秋
山 -

2011/07/19(Tue)
10:05

No.3296 初めまして、ですよね？ゼロックスのDocuprint2000は残念ながら見たことが
ないのですが、資料によるとPostScript3対応ではなく互換のBR-Script対応
となってい ます。この辺が怪しいですね。Dellの1720dnは確かPS対応です。
しかし、画像はすべてのEPSとTIFFファイルが出力できないのでしょうか？
一部のファイルが印刷で きないならある程度考えられるのですが。もう一度
確認です。画像ファイルはphotoshopEPSまたは圧縮のかけてないTIFF画
像である。編集ソフトでは「編集」→「画像挿入」より挿入したものであるOS
はWinNT　SP4以上である（SP6aが望ましい）に間違いはないですよね。プリ
ン タードライバーの設定は、プリンターにより項目自体が違うのではっきりし
ませんが。通常　出力プロトコルはバイナリーにすることが多いです（一部プ
リンター ではTBCPでないとダメな場合もありました）後は、今回の件とは関
係ないですけどTrueTypeフォント＝ソフトフォントとしてダウンロード
PostScriptオプション→ TrueTypeフォントダウンロードオプション＝アウトラ

 Re: 画像プリント k.tsukada - 2011/07/19(Tue)
13:31

No.3297  （有）ヒロシステム　秋山さまご多忙中、早速のご対応有り難うございま
す。・画像は、すべてプリントされません。・ご確認事項につきましては、すべ
てOKです 。＊ご指摘いただいた点について、トライいたします。追記・
Word、Photoshop等からの画像プリントは、OKです。お手数ですが、よろしく

 Re: 画像プリント (有)ヒロシステム　秋
山 -

2011/07/19(Tue)
16:29

No.3298  BR-Scriptを使っているプリンターはブラザーのプリンターが多いのですが、
いろいろ問題が多いようです。
ほとんどが画像出力での精度当の問題です。
GDIドライ バーの場合画面表示をそのまま印刷するイメージなのに対しPS
ドライバーでは画像データーそのものから印刷イメージを作成します。このこ
とから画像データが大 きい場合当然プリンターの搭載メモリーを使うわけで
すから、相当なメモリーを必要とします。確かこのプリンターは標準では
64MBぐらいしか搭載していませんよ ね。
アプリケーションでこの時のメモリーの使い方は違いますからはっきりしたこ
とは言えませんが、出力が遅くなるだけなら仕方ないのですが、メモリー不
足で エラーが出ている可能性がありますね。実験としては、小さな解像度
の粗い画像データを貼り付けたデータで粗い解像度で出力してみたらどうで
しょう。これが出 力できたなら、メモリー不足が考えられますね。
しかし、エラーが表示されないのも問題ですが。photoshopやillustratorなど
ではEPSデータをGDIプリンターで出 力してもきれいに出力できる点から見
てもデータの扱いが特殊ですし、wordは画像を貼り付けると特殊なwordの
データとして扱いますからあまりプリンターを選び ません。
結論として、資料があまり公開されていないので詳しいことはわかりません
が、どうもこのプリンタードライバーに原因がありそうです。
BR-Scriptドライ バーを採用しているプリンターをお使いの方の情報をお願
いします。

 Re: 画像プリント k.tsukada - 2012/02/09(Thu)
16:42

No.3350  3350.pdf 秋川　様長らくご無沙汰しておりました。
Win　NT４のプログラムファイルに「AdobiPS５インストールファイル」がありま
したので、インストールしてみましたが、不具合状況は変わらずです。
ご参考に、プリンターテストページを、添付させていただきますので、ご検討
いただければ幸いです。



 Re: 画像プリント (有)ヒロシステム 秋
山 -

2012/02/10(Fri)
11:58

No.3354  pdfファイル拝見しました。これによるとプリントドライバーファイルのPPDが
DEFPRINTR2.PPDとなっているのですが、これはdocuprint2000の物に間違
いないです か？
Adobe PSドライバーをインストールするにはそのプリンター用のPPDファイ
ルが必要です。
確かファイル名はDP2000_4.PPDだと思ったのですが。（定かではない です
が）ゼロックスはホームページのダウンロード欄からドライバーはダウンロー
ド可能です。
確認してください。

もう一つ疑問なんですが、ポート名から見ると TCP／IPではないようです
が、プリンターはどのような方法で繋いでいるのですか。
よかったら教えてください。

 Re: 画像プリント k.tuskada - 2012/02/10(Fri)
13:05

No.3355  秋山　さま早速の、対応ありがとうございます。再確認致します。

CS2が動きません 投稿者：Hirosawa 投稿日：
2012/02/08(Wed)
19:53

No.3346 ＸＰのウィルスセキュリティが２月７日のアップデートをしたとたんにAdobeの
CS2がすべてたちあがらなくなりました。
イラストレーターもフォトショップもイン デザインも全てです。
とりあえずウィルスセキュリティをアンインストールして無料の　KINGSOFT
Internet Security 2011　を入れました。広告が表示されるのが ちょっと鬱陶
しいです。
みなさんセキュリティソフトは何を使っているのでしょうか？

 Re: CS2が動きません (有)ヒロシステム 秋
山 -

2012/02/09(Thu)
08:54

No.3349  CS2が立ち上がらないと言えば、約２年前にもありましたね。
あれは、MAC OSでACROBAT8.2へのアップデートをした途端、立ち上がら
なくなって大騒ぎになった事 を思い出します。

結局原因はフォルダーのアクセス権だったと思いますが、あの時windowsで
も立ち上がらない事があったようにも聞いていますが。
今度はまだ情報 が出ていませんが、充分考えられますね。Hirosawaさんは
どこのセキュリティソフトを使っていたのですか私は実験用のパソコンなど台
数が多いので、無料の Microsoft security essentials を使っています。

CS2搭載のパソコンもありますが、今のところ問題なく動いています。

 Re: CS2が動きません Hirosawa - 2012/02/10(Fri)
10:26

No.3352  イラストレーター ＣＳ２ ウィルスセキュリティで検索したらどうやらおなじよう
なトラブルが続発しているようです。
他のセキュリティソフトでは問題ないよう です。



フォントを 投稿者：futosan 投稿日：
2012/01/14(Sat)
09:50

No.3324 パソコンが重いので(フォント及びソフト　制作データー及び素材等は外付の
ミラーリングをしています)　デルにTELをして、フォントをどうにかできないか
とたず ねました。
ハードはウエスタンデジタルの10000回転の160GBです。騒音は気になりま
せん。
同じハード内(別のパーテーションにフォントを入れる)からのショート カットで
は、たぶん変わらないのではと言われました。セカンダリーのハードからだと
どうか？と言うとやってみないとわからないと言われました。セカンダリー に
SSDを使いフォントをコピーしました。移動できないフォントはおおよそ20個ぐ
らいだったと思います。セカンダリーに移動したフォントは1600個です。
起動して みると重たさは軽減されてストレスなく動くようになりました。すかさ
ず、(C・D)ハードとSSDハードをそれぞれアクロニスでバックアップをとり一件
落着となりま した。よかったです。
あとメモリーの一部を(1GB)ラムメモリーにわりあてました。イラレ10とCS5ト
フォトショップ7の仮想記憶ディスクの所にわりあてました。
イ ラレ10が一度立ち上げて閉じて次に立ち上げた時前よりは早くなって1秒
ほどで立ち上がり感動しました。以前インテルSSDをC・Dに使用して使って
いましたが作業 している時はシリアルATAよりサクサク動いていましたが外
付けに保存している時急にもたつくようになりました。
次に電源を入れて立ち上げるとなかなか立ち上が りませんでした。(数回テ
ストをしましたが同じ結果でした)　SSDにした時の設定方法がまだ未熟なの
かもしれません。TEMP及びTMPフォルダは外付けの所に移動し ています。

j-power操作サポートセ
ンター

投稿者：futosan 投
稿日：

2012/01/14(Sat)
00:19

No.3323 j-power操作サポートセンターで今までのユーザーさんからの質問及び返答
がPDFで公開されています。
http://panasonic.biz/doc/dtp/support.html
一番下側にある FAQのお問い合わせ一覧からpdfをダウロードしてくださ
い。
あとPDFプラグインのソフトのデートアップもその上にあります。（２個）印刷
システムのダウンロード ページへというところです。
ネットのPCにもよりますが　うまくダウンロードの表示がされない場合は（私
のPCはうまく表示されていませんでした）それで、一番上の右上にお客様サ
ポートの欄がありますのでそれをクリックして「J-Power ADVANCE」を探して
右側のダウンロードをクリックしたらダウンロード表 示がでました。
修理依頼もありますので、もしもドングルがこわれた等などには連絡がつく



悲しいです。 投稿者：futosan 投稿日：
2012/01/13(Fri)
16:40

No.3322 昨年末にJ-power操作サポートセンターが閉鎖されました。悲しいです。
これも時代の流れですかね…昨年末、モリサワのMCスマートの展示会に
いってきました。発 売は春の予定といっていました。エルウィン・J-powerを
操作する人が数人おられました。
しかし、J-powerに近いよう操作とは感じられませんでした。いいところ もも
ちろんありました。どちらかというとワード感覚でうつソフトのようです。
私の一番の課題の作表はセルの手動（四本の線を交差してつくる作表）は
できなみたいです。いいかえれば自動作表です。（私は殆ど使用していませ
ん）J-powerとイラレの融合したソフトと思っていたのですがイラレみたいに
アバウトに文字の拡大・縮小・変倍はできないみたいです。
面付ソフトはオプションではなくソフトに入っていました。確信ではありません
がPDFがEPSで変換して貼り付けないで、ネイティブではりついたいたような
気がしました。面付は利用はできるような気がしました。画面はJ-powerと同
じようにEPSで画像挿入しますと下側のオブジェクトは隠れます。

良いお年を 投稿者：髭面 投稿
日：

2011/12/29(Thu)
09:29

No.3317 いろんなことのあった一年でした。
部数削減、値下げ交渉、イベント中止、材料値上げ、お客の倒産...辛かっ
た。が、何とか今年は乗り切れました。
来年も宜し くお願いします。

okiのプリンター 投稿者：futosan 投
稿日：

2011/11/26(Sat)
18:15

No.3311 タイの洪水の関係で、いろいろな製品が入ってこない状態がそろそろでてい
ます。
テレビのニュースでもタイのOKIデータの工場の状況が出ていました。水で
ひたっ た機器を引き上げていました。そのような状況でOKIのプリンターのド
ラムが　メーカーがいうには12月ぐらいから入手しずらくなるみたいです。
メーカーからは入りづらくなるので、国内で流通している所からットなどでさ
がすしかない状態がきます。この1週間前にOKI　B431モノクロPSプリンター
を買うことになりましたが、メーカーにはない状態で、結果的には流通してい
る国内でネットを通じてようやく買うことができた程です。
トナー、定着器、ベルトユニット等はまだいけるみたいですがお早めに。
しかし　3050Cのトナーを業者にたのんでいるのですが、普通なら3日あれば
宅配で届くのですが10日たっても届きません。もうそろそろトナーが切れる
かも…心配です。高いものなので予備で用意するのも難しいです。
あとお客様相談室で聞いたのですが、ドラムが購入できない場合、OKIの保
守の方でドラムの寿命を延ばす作業をしてくれるみたいなことをいっていま
した。(これは確定の話ではありません)

 Re: okiのプリンター (有)ヒロシステム　秋
山 -

2011/12/02(Fri)
11:04

No.3312  OKIからの情報によると、マイクロラインでは910PS・PRO930PS-*シリーズ
他にはMC860・MC361・MC561・B820・B840・B411・B431・B4500などは供給
再開が来年の1 月になるとのことです。消耗品は、イメージドラムの内一部
機種印刷屋さんで導入の多い物ですとML9300/ML9500用YとKが現在供給
できないようです。その他の機種も結構広範囲にわたりドラムの供給がス
トップしているようです。問題はドラム寿命が来た場合、印刷できなくしてあ
るのでどうしても困った場合はお客様相談センターに相談すると技術者が
訪問して、特定枚数だけ解除してくれるということです。



記念日　投稿者： (有)ヒロシステム　秋
山

投稿日：
2011/11/11(Fri)
11:11

No.3306 １１年１１月１１日１１時１１分うまく投稿できるかな。

 Re: 記念日 髭面 - 2011/11/15(Tue)
18:46

No.3307  おみごと

 Re: 記念日 futosan - 2011/11/18(Fri)
00:41

No.3308  その日は私の49回目の誕生日でした。

Re: 記念日 髭面 - 2011/11/18(Fri)
08:31

No.3309  おめでとうございます

シノハラ印刷機のメン
テナンス及...

投稿者：(有)ヒロシス
テム　秋山

投稿日：
2011/09/15(Thu)
10:08

No.3301 篠原印刷機が倒産してからの印刷機のメンテナンス及び部品供給に関して
正式な発表がございましたので、発表された内容について記載いたします
メンテナンス及び部品供給は「シノハラテクノサービス㈱」が行うことになりま
した。
連絡先　仮事務所　〒421-1222　静岡市葵区産女102210月末より
本部　〒424-0114　静岡市清水区庵原町122-10　に移転予定
電話　050-3803-6637㈹　FAX　050-3803-6638

こんなこと初めて 投稿者：(有)ヒロシス
テム　秋山

投稿日：
2010/10/21(Thu)
09:30

No.3188 こんなことは初めてと言う現象にほとほと困っています。
どなたか経験ありませんか？

事例Windows XP数台とWindows2003serverとMAC（OS10.3）1台MAC
（OS10.4)1台このようなごく普通なネットワーク環境で、2台のXPパソコンを
新機種 (CPUcorei5） に変更しました。

この後新設の2台のXPからMAC（OS10.3）のMACの共有フォルダーにアクセ
スしようとすると、正しいユーザー名とパスワードを入れてるにもかかわらず
はねられてしまいます。
ただし、その他のXPパソコンからは問題なくアクセスできます。
XPパソコンは全てSP-3です。
ここで、2台のMACの違いはアクセスできる方は OS10.4 ほぼスキャナー専
用として使っています。
アクセスできない方は（OS10.03）でCTPのRIP（AD-810）として使っていま
す。
ちなみに、MAC（OS10.3）の方から新規導入のXPパソコンにはアクセスでき
ます。
どう考えてもユーザー名とパスワードの問題かと、思われるのですが、他の
XPからは同じユーザー名パスワードでログインできるので？？

 Re: こんなこと初めて Hirosawa - 2010/10/21(Thu)
12:15

No.3189  わかりません。
うちにもOS10.3があるのですべてのＰＣで試してみましたがおなじ状態にな
りません。
ちなみにやり方http://share.macfriends.jp/share/share5.htmlでよいのです
よね。
あとは試しにユーザー名のところをコンピューター名\ユーザー名でログイン
してみるとか……。



 Re: こんなこと初めて (有)ヒロシステム　秋
山 -

2010/10/21(Thu)
17:45

No.3190  早速の書き込みありがとうございます。
そうです。ごく一般的な方法です。これでアクセスできないわけがないですよ
ね。

MAC OSの10.3・10.4あたりはどうもわかりません。案外10.5以降にバージョ
ンアップすればすんなりできたりしそうな気がするのですが、他社のネット
ワークです しMACも弊社で管理していないのでそうもいかない。

Windows パソコンを入れ替えてからの現象なので、Windowsパソコンのせい
になるのですが、以前のXPパソコンと今度のパソコンのOS上の違いは
Windows updateの違い位しかないのでこの辺の問題かも知れません。

 Re: こんなこと初めて Hirosawa - 2010/10/22(Fri)
08:31

No.3191  わかりませんが、MacOSは10.39を使用して試したみたPCは５台ですべて
XP pro SP3でWindows uptateもみんな最新のものにしてあります。

違いといえばCPUがPen4とCore 2 Duoのものを使ったぐらいです。みんな
問題なく接続できました。

OSが同じなのにCPUによって違いがでるものなのでしょうか？
中古か型落ちの古いCPUのXPのPCを用意してそれが新規に接続できるの
であればやはり問題は新型のPCにあることになるのかもしれませんね。

 Re: こんなこと初めて Hirosawa - 2010/10/25(Mon)
13:27

No.3192  なんかたまたまこんな書き込みを見つけました。
Macのパスワードの問題正しいユーザー名とパスワードでログインしている
のに、XPからOS Xにどうしても接続できなかった。
Webを調べていたら、アップルのページに、最初の試みで、選択したアカウ
ントで「Windows ファイル共有」にログインできないユーザがいる場合は、対
象となるユーザのアカウントまで戻って、もう一度パスワードを変更します。
とあるので、もう一度パスワードの変更（でも同じパスワードを設定）をして
みた。
すると、ちゃんとログインできた。なんでそんなことが起きるのかがよくわか
らない。
※本当かどうかわかりませんが10.3のパスワードを再設定するとうまくゆく
のかも。



 Re: こんなこと初めて (有)ヒロシステム 秋山 -
2010/10/29(Fri)
13:01

No.3194  Hirosawa様同じようにパスワードやユーザー名を再設定しなさい。
と言う記述が見つかりました。ここで、早々再設定と行きたかったのですが、
RIPメーカーに確認をしたところ、絶対それはだめ、と言う返事がかえってき
とので、とりあえず保留にしました。
今回の件を整理してみると、どう考えても原因の一つに新しいXPパソコンが
ある事が考えられるので、セキュリティ関係が他のパソコンと何か違いがあ
るのではと思い、メーカーの富士通に問い合わせを出してみました。

だいぶ真剣に相談に乗っていただきました結果、もしかすると、コマンド
gpedit.msc のセキュリティレベルが高いのかも知れない、と言う指摘をいた
だき、調べてみると、セキュリティ設定の中の「ネットワークセキュリティの
LANmanagerの認証レベルと言う今まで見たことのない項目が追加されてい
ました。

その中のローカルセキュリティレベルを最低に下げた結果うそようにすっき
り直りました。
他のパソコンで見るとこの項目はありませんので、このパソコン独自の項目
なのだと思います。

念の為、資料をあげておきます。
今回のパソコンは富士通ESPRIMO D750/A（WindowsXP SP3） でファイル
共有のできなかったMACはOS10.03でした。
Hirosawa様色々ご迷惑をおかけしましたありがとうございました。
今回のコマンドはWinowsXPのprofessionalでのみ使えるコマンドです。

色々面白い設定ができるようですので少し研究して見るのも面白いかもしれ
ません。



 追伸 (有)ヒロシステム　秋
山 -

2010/10/29(Fri)
14:40

No.3195  よく調べたらこの項目は今までもありました。

ただセキュリティレベルの設定が違っていただけでした。
もし同じ悩みの人がいる可能性がありますので、お節介な がら少し、触れ
ておきます。

ファイル名を指定して実行より gpedit.msc と入力コンピュータの構成の中の
windowsの設定をクリック
セキュリティの設定をクリックローカルポリシーをクリック
セキュリティーのオプションの中のネットワークセキュリティLAN Manager認
証レベルをクリック
今までは、この内容が「LMとNTLH応答を送信する」になっていたが、今回の
パソコンは「NTLMv2応答のみ送信する」になっている。

6段階になっているようですが、下に行くほどセキュリティレベルは上がるよ
うです。

今回は一番上の最低レベルでアクセス可能となりました。

 Re: こんなこと初めて Hirosawa - 2010/10/29(Fri)
15:17

No.3196  LAN Manager認証レベルですか。

たしかにWin7のときにNTのRIPに接続できないときにLAN Managerの認証レ
ベルを変えたら接続できたとまえに書き込みましたが、結局はプリンタドライ
バーが対応せずにWin7からの出力はあきらめたのですが、不思議なことに
LAN Managerの認証レベルを元に戻してもまだNTのRIPに接続できるように
なったまんまです。

まぁ、どちらにしろ出力できないので同じことなのですが(>_<)
win7x64で　困っていま
す【報告?...

投稿者：髭面 投稿日：
2011/06/14(Tue)
14:41

No.3284 win7の64bitマシンでフォトショップのバッチを多用していますが、オフィス
2010をインストールすると、バッチが途中で（218ファイル処理後）フリーズす
るとい う症状で困っています。

知り合いにアドビのサポートに連絡してもらったところ　”そういうこともある
かもしれない”　という回答だかなんだかわからない返事 が返ってきました。

オフィスをアンインストールすると快適に動きます。何なんでしょう？ちなみ
に、EL-WIN　x64で　今のところ問題なく快適に使用できています。



 Re: win7x64で　困って
います【?...

(有)ヒロシステム　秋
山 -

2011/06/17(Fri)
10:12

No.3285  お久しぶりです。
ELWINがWin7　64ビット版で問題なく動いている？興味津々です。
本来64bitマシンではカーネルモードで動作する32bit版のドライバーについ
ては動かないと思い込んでいたので、ドングルドライバーも多分駄目だろう
と思っていました。
私が勝手に思うにドライバーはすべて64bit版でないとダメ、色々なプラグイ
ンについても専用なものでないとダメ、アプリケーションは32bit版は64bit
カーネル上に32bitプログラムが動作できる環境（一般的にはWOW64という）
を構築しているため動作する。
動かない32bitアプリケーションは昔の16bitの部分を持っているからで、
32bit環境では同じく16bit環境を持っていたから動作していた。

ここで、64bitと32bitアプリを同時に動作させることはできないのでは、ここか
らは私が勝手に考えたのですが、通常adobeのソフトにはプラグインソフトが
多用されます。
これが32bit版だとしたら常時動いている日本語入力ソフトのIMEなどは同時
に動かすこともあるのでは？
するとIME2010などが入っていると、問題が発生することもあるのでは、
MSIMEなどに変更してみたらどうかと思うのですが、しっかりした技術的な
裏付けはありませんが実験をしてみてください。
見当はずれだったらごめんなさい。

 Re: win7x64で　困って
います【?...

髭面 - 2011/06/21(Tue)
15:54

No.3290  お返事ありがとうございます。
フォトショップでバッチをするときは、それ以外のソフトは使用していません
（見た目では）。
オフィスが裏で何かしているのですかね？？？オフィスは別のマシンで使う
ことにします。
あっそうだ、日本語入力ソフトはMicrosoft IMEとなっていました。

だぶつきだした 投稿者：某掲示板の
109

投稿日：
2011/06/17(Fri)
17:33

No.3286 需要あるかな？
NTT-X Store > Express5800/S70 タイプRB NP8100-9021PS01h
ttp://nttxstore.jp/_II_P813463504h ttp://nttxstore.jp/_II_QZX0004844 (1GB
メモリ追加セットモデル +\3000)



OS再インストールをし
ました

投稿者：futosan 投
稿日：

2011/05/10(Tue)
12:05

No.3263 連休中にOS再インストールを3日間かけてしました。
おかげでストレスなく動くことができました。
連休があけて名刺の印刷をエプソンB-310のGDIインクジェットプリンターで
出力することになりました。
ロゴのカラー画像（TIFF）が、きたないことに気が付きました。
はじめはプリンターヘッドが悪いんだなとヘッドの掃除をしました。
テスト出力もきれいなままでした。なんでかなと考えました。
そういえばJ-POWERからのGDIプリンターでの出力の劣化対策の方法を入
れるのを忘れてました。それはNTの時に気がついたものでワードからの出
力はきれいにでるのに、J-POWERから出力すると写真などの画像がきたな
くなっているからです。

その当時九州松下に問い合わせた所J-POWERでの画像（JPEG.bmp.tiff）
は、画像をまびいているとのことでした。その対策としての方法は九州松下
から入手しました。
現在のJ-POWERアドバンスでのお客様相談室では入手できません。いまさ
らというユーザーもおられるかとも思いますが、お入り用の方は返信下され
ば、方法を書き込みます。
ただしレジストリーの所に書き込みますので注意が必要です。

 Re: OS再インストール
をしました

Hirosawa - 2011/05/11(Wed)
09:14

No.3264  市販のインクジェットからきれいに出力する方法などあるのですか？

まえに遊びで自宅のノートパソコンにJ-Powerを入れてみたのですが当然
家にPSプリンタなどあるはずもなく安物のインクジェットで出力したら画像が
荒くて使い物にならないのであきらめていました。

 Re: OS再インストール
をしました

futosan - 2011/05/11(Wed)
09:37

No.3265  GDIプリンターから出力する際の画像品質劣化の回避策スタートメニューよ
り　ファイル名を指定して実行regedit
　HKEY_CURRENT_USERSoftware　KMEJ-PowerImageをクリック
白い部分で、右ボタン押しメニューを表示するメニューより
新規作成→DWORD値を選びます新しくアイコンができるので名前を「Max
Size」と入力します。
そのアイコンをダブルクリックするとDWORD値の編集になります。データの
値を100にします　　16進　で　OK
※ただし、epsデータ、PSプリンターからの出力は変わりません。あくまでも
GDIプリンターにおける　jpeg　tiff　bmp　の品質劣化対策方法です。
（J-powerからのGDIプリンター出力は　あらかじめ　jpeg　tiff　bmp　などの
画像は、まびいて出力しているということです。）劣化対策する前　と　劣化
対策したあとで出力してためしてください。

 Re: OS再インストール
をしました

Hirosawa - 2011/05/11(Wed)
17:48

No.3266 たしかにあきらかに画質が違いますね。
こんな裏技があったとは知りませんでした。ありがとうございます。



J-Powerの延命処置 投稿者：J-Power 投
稿日：

2009/11/18(Wed)
14:34

No.2452 はじめまして。
NT版のJ-Powerを使っていますが、J-Powerが動かなくなる前に何とか延
命処置をしたいと思いこちらの掲示板や他の掲示板を参考に試行錯誤させ
て いただきました。
早速、Windows XP Pentium4 のパソコンで試してみましたが、Pwin_dtpフォ
ルダとKMEのレジストリデータのコピーとドングルですんなり編集ソフトが起
動できました。
しかし、いくつか問題点がありました。
①PS書体の半角数字が表示されない。（フォント代替で表示用の書体を
True Typeに替えています。例 リュウミンL-KLをMS明朝）
②コード表示パレットに半角英数や制御コードが「・」で表示される。（カーソ
ルを当てると詳細は表示できます）
③外字パレットの83pv1、83pv2、83pv3 特殊記号 の中の文字がすべて違う
ものに換わっている。③が原因で表示されないのでしょうか。
パソコンは素人レベルなので対処法が分からず、困っています。
よい対処法がありましたらご回答よろしくお願いいたします。

 Re: J-Powerの延命処
置

某掲示板の109 - 2009/11/19(Thu)
16:23

No.2456  症状が再現できないので確認
・メニュー[ファイル]－ダイアログ[環境設定]－タブ[文字・フォント]－ボタン
[使用可能書体]の5つのタブのチェック
・メニュー[ファイル]－ダイアログ[環境設定]－タブ[文字・フォント]－ボタン
[フォント代替]の5つのタブのチェッ・元NTマシンにはPSフォント搭載？



 Re: J-Powerの延命処
置

J-Power - 2009/11/20(Fri)
09:07

No.2461  某掲示板の109 様、お世話になります。

某掲示板での記事大変参考になりました。
プログラムに関しての知識がないのでこれ以上のことには手が出ません
が、ドン グルが壊れない限りこれからもJ-Powerを使っていけそうです。
環境設定は下記のようにしています。

○ 使用可能書体　和文　欧文　かな　全角数字　ピッチ付数字にそれぞれ
　リュウミンL-KL（83pv）
　中ゴシックBBB（83pv）
　太ミンA101（83pv）
　太ゴB101（83pv）
　じゅん101（83pv）

○ フォント代替　和文　欧文　かな　全角数字　ピッチ付数字にそれぞれ
　　　設定フォント　　　　　表示代替フォント　　　印刷代替フォント
　　リュウミンL-KL（83pv）　　　MS明朝　　　　　　　　代替しない
　　中ゴシックBBB（83pv）　 MSゴシック　　　　　　代替しない
　　太ミンA101（83pv）　　　DF平成明朝体W3　　　　代替しない
　　太ゴB101（83pv）　　　　DF平成ゴシック体W5　　代替しない
　　じゅん101（83pv）　　　 DF細丸ゴシック体　　　代替しない

その他、ドキュメント書式での柱・禁則設定・連数字でも「・」で表示される箇
所があります。NTマシンにはPSフォントは搭載していません。
上記のPS書体が入ったPSプリンタでプリントしてみると問題なく出力されま
すので表示上だけの問題と思われます。本文にPS書体を使わなければ解
決できますが、今まで便利に使ってたコード表示パレットに、制御コードが表
示されないことが気になります。どうぞよろしくお願いいたします。

 未だ再現できず 某掲示板の109 - 2009/11/25(Wed)
18:37

No.2483  改めて確認を
・今動いてるELWINはCDからインストール、でなくて生ファイル
・生レジストリのコピー？
・メニュー[ファイル]－ダイアログ[環境設定]－タブ[フォルダ]で、赤文字表
示が無い？自PCのELWINはCDインストール
・プロテクト解除版ですが、6年以上前にテスト
・セットアップしたので今のXP状態とは違うかも、です（ユーザー名“DTP”以
外でも動いてます）制御コードを表す文字は置換管理とかでも表示されます
ので、組版ソフト（PwDtp.exe）だけの問題でないのは判るのですが、DLLの
類を別にすれば \FontTable か \System フォルダ内の不整合かな？という
状態です（良く判ってません）

 これかも 某掲示板の109 - 2009/11/25(Wed)
18:54

No.2484  ↑を書き込んでからハタと気付いた、フォントそのものでないかとフォント
ファイル Mp16dot.ttc と m2_og.ttf の2つがありますか？
無いなら旧NTマシンからコピーしてみてもらえませんか？



 表示されました！ J-Power - 2009/11/27(Fri)
15:06

No.2489  某掲示板の109 様、いろいろとお手数をおかけしました。
フォントのコピーで制御コードが表示されました。ありがとうございました。

ところで、EPSファイル出力用（Pwin_dtp）のプリンタのセットアップはどのよう
にすればよいのでしょうか？XP上に「EPSファイル出力用（Pwin_dtp）」があり
ませんでした。
NTとXPはネットワークでつながっているのですが、NT上から「EPSファイル
出力用（Pwin_dtp）」を共有するにしてXP上からプリンタのインストールで
「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ」
から追加しました。

この状態でXP上から出力してみるとEPSファイルになっているのですが、こ
 EPSファイル出力用
（Pwin_dtp）

某掲示板の109 - 2009/11/27(Fri)
17:09

No.2492  うまくいきましたか！
フォントなど、まとめてコピーと言う名の移行だと思い込んでいましたので盲
点でしたEPSファイル出力用（Pwin_dtp）はネットワークプリンタじゃめんどい
ですよね

Pwin_dtpフォルダ下のepsfout.infがプリンタ設定情報ファイルです通常のプ
リンタセットアップ作業で先の情報ファイルを選択してください
但し、NT用はadobePS5用です。必要なファイルを過去のadobeアプリかサイ
トから持ってくる必要があります
以前ここのサイトで、XP用ELWINがあるなら、そちらのepsfout.infを使用した
方が良いと指摘した事があります。
そちらならファイル要求はありません

紙版のCPT 投稿者：futosan 投稿日：
2011/04/15(Fri)
15:12

No.3241 紙版のCPT　三菱のTDP-459（菊四まで）が入りました。
軽オフ・オフセツトで使用します。1200dpiで100線or120線で出力します。今
まではレーザープリター出力したものをピンクで焼いていました。
（写真の所は印画紙です）印画紙、と　オフセットのフイルムとPS版がこれに
変わるので経済的によいかと思われます。
（メーカー的には3000枚なので使いわけが必要になるかと思われます。
あと10000万枚まで刷れるとの情報もあります）ピンクも従来通りつかいます
が　CTPの版には使う水とエッチング液がかわるので、その都度変えるの
が、少しめんどうです。
清掃はヘッド（アルコールで拭く）と、何枚かに一回、ローラーをふいてやれ
ばいいので楽そうです感想は今までとは比較にならない程出来上がりがい
いです。
けんとうも　今までとは　あいます。新しい機械が入ったら　頭に入らないの
が難点です。（もう年かな？）



 Re: 紙版のCPT (有)ヒロシステム　秋
山 -

2011/04/18(Mon)
12:09

No.3259  サーマルデジプレートですね。
非常に気になっているのですが、弊社ではまだ導入実績がないですので積
極的には進めていないのが現状です。
消耗品の値段の問題や版の耐久性問題、やはり公式には3000枚ぐらいだ
と聞いているのですが、5000枚印刷で、2版出すとなるときついですかね。
ぜひ情報をお願いいたします。それから、ディスプレーの発送が延び延びに
なっています。すいません。梱包用の段ボールがなかなか手に入らなくて困
り果てています。

 Re: 紙版のCPT futosan - 2011/04/21(Thu)
17:07

No.3261  版のコストは　ピンク感材＋現像液＋給水液＋エッチング液と　CTP感材＋
給水液＋エッチング液　とでは　さほど原価はかわりませんとメーカーは
いっていました。
私どもの方は　フイルム出力（外注でＡ３　１枚　2200～2500円）＋ＰＳ版で、
月27枚ぐらいでA3フイルム出力をＣＴＰにかえると　月の払いはできるように
なる計算です。
給水の方ですが　給水液を変えると　軽オフでは今までのピンクも今度の
CTPも両方いけます。オフセットでも同じような結果になりました。
給水液をそれぞれに合わして変えなくてもいいということになります。

色の分版ですが　モノクロ用なので　色のかけあわせには不むきですよと
メーカーは言っていました。
かけあわせでない分版は通常通り出ます。

メーカー推奨としましては　PDFで出力をしてフォルダーに投げる方法です。
（J-POWER→PDF→フォルダーに投げ込む）メーカー推奨ではないですが
普段通りのリップに対応するプリンタードライバーから出力をする方法です。
プリンタードライバーからする方法は　面付からする方法がいいかと思いま
す。
あとオプションでリップ処理をしたPDF作成が　定価で16万8000円か17万8
千円だと言っていました。これで校正をもっていくのがベストですよね。以上

停電対策？ 投稿者：髭面 投稿
日：

2011/03/23(Wed)
18:47

No.3237 この夏も電力不足の話が出ていますが。
皆様はＰＣなどの”突然の停電”対策どうするのですか？
当方、バッチ処理を多用しているので、情報が入ってから途中で止めるのは
大変なんです。

 Re: 停電対策？ Hirosawa - 2011/04/05(Tue)
09:28

No.3238  地震の影響とは関係ないのかもしれませんが、NT版ELWINが電源が入ら
なくなりました。
現在はJ-Power ADVANCEのみで仕事をしています。
面付けソフトが必要なのでロック解除してもらうパスワードをもらうのに30万
円もかかりました。
なんというめちゃくちゃな値段でしょうか。ちなみにうちは無停電電源などは
ないので計画停電が実施されたら即全員帰宅です。

困った事はありません
か？

投稿者：某掲示板の
109 投稿日：

2011/03/19(Sat)
05:56

No.3233 近況をお知らせ下さい



 Re: 困った事はありま
せんか？

髭面 - 2011/03/22(Tue)
12:29

No.3235  紙が入ってこない。仕事は来てる。

 Re: 困った事はありま
せんか？

(有)ヒロシステム　秋
山 -

2011/03/22(Tue)
15:18

No.3236  109様お久しぶりです。
最後の投稿が意味深でしたので心配していました。
弊社におきましては、幸いな事に地震の被害もなく無事です。
ただ印刷材料が一時入荷日未定となり混乱しましたが、一部を省き徐々に
落ち着いてまいりました。
知り合いの東北地区の販売店様は、だいぶ苦労をなさっているとの情報
メールをいただいております。
現在もインフラが充分復活していないようですので、メールも電話も控えて
おります。早くこの掲示板にも投稿できるような余裕が出ますようにお祈りし
ています。

無題 投稿者：Hirosawa 投稿日：
2010/11/29(Mon)
09:53

No.3214 連続して投稿してすみません。
以前からRIPの調子が悪かったのですが今度は自現機がおかしいです。イ
メージセッターも異音がするようになりました。
もし社内での出力が不可能になったら新しくＣＴＰなど買えそうもないのでど
こかに出力を依頼しなければなりません。その場合おそらくInDesignで組ん
でいるものはそれほど問題ないと思われるのですが、当然ながらJ-Power
の出力をうけおってくれる出力センターなどはありません。
いまのJ-Powerの文書をすべてInDesignに移行するのは、ほぼ不可能だと
思います。
うちではリュウミンや中ゴシックＢＢＢなどのモリサワフォントを取引相手の
意向もあって必ず使用することになっています。
もしも外部に出力を依頼するときにはps出力したものがよいのでしょうか？
それともMacを使用してモリサワフォントを埋め込んだPDFなどを作らないと
ダメでしょうか？
何か社内出力のときにはなかったような問題がおきそうな気がしています。

 Re: 無題 (有)ヒロシステム　秋
山 -

2010/11/29(Mon)
11:45

No.3215  弊社のお客様の場合は編集ソフトよりEPS出力した物を出力センターに依
頼して、何の問題も起きていません。
ただし、一部出力センターに出す場合時々、オペレータによると思うのです
が、文字が化けるとか、ファイルが開けないとか言ってくる人がいるようで
す。
これは、EPSファイルをillustrator EPSと勘違いしている為で、illustratorで開
いていためです。
どうしてもillustratorで内容を確認したいのであれば、ファイルを配置してくだ
さい。と付け加えていただければ大丈夫のはずです。
（相手方のオペレーターがファイルを開くと・配置の違いがわかっていれば
の話ですが）
出力センターによってはPDFで下さいといって来る所もあるようですが、この
場合フォントは必ず埋め込みで渡すようにしなければならず、Acrobatの
バージョンにより不具合が出る場合もあるので、お勧めできません。正しく
扱ってもらえばEPSファイルで渡すのがベストのようです。
とにかく、最初は出力センターと連絡を密にしていただかないと思わぬ問題
が発生することがありますが、でこでもEPSファイルであれば出力は可能で



 Re: 無題 Hirosawa - 2010/11/29(Mon)
13:37

No.3216  了解しました。
確かに前にカラー物をJ-PowerからEPSで渡したときに、出力センターでうま
く開けずにデータのバージョンがいくつかとか聞かれました。
そのときはよくわからずに結局はpsにしてMacでフォント埋め込みのPDFを
作って何とか出力してもらいました。
もしも今のイメージセッターが使えなくなったら出力センターの営業マンにも
う１度EPS出力の事を相談してみます。
ありがとうございました。

 Re: 無題 Hirosawa - 2010/12/24(Fri)
08:58

No.3220  すいません。
出力センターの営業マンと話をしたのですが、どうしても入稿はPDF（それも
PDF/X-1a2001（日本）に限る）にしてほしいとのことでした。
この形式ならトラブルはおこらないからという話だったのでMacでフォント埋
め込みのPDFで出力したのです…不透明枠を上に乗せた隠しノンブルが表
示されたまんま出力されてしまいました。
後にAcrobat8で出力すれば大丈夫だったと連絡があってその場は乗り切っ
たのですが（うちは基本的にはMacにはAcrobat7しか入っていません）どうも
あまり相手の出力センターの営業マンとうまく話が噛みあわない感じです。
（最初はうちはIllustratorで面付けをしていると言っていてあとからやはり面
付けソフトを使っているとか言ったりしています）
うちの営業マンからは「もうこんなことがおこらないようにして欲しい」と注意
されました。
（そんなこと言われても困るのですが）いまのところがうちの会社から近い出
力センターなのですが、少し遠くても他に出力センターを探したほうがよいの
でしょうか？
結局はまた壊れそうなイメージセッターと自現機を今のところはまだ使用し
ています。



 Re: 無題 ㈲ヒロシステム秋山
-

2010/12/25(Sat)
23:38

No.3221  「PDF/X-1a2001での出力であれば理屈では出力事故は起こらないはずで
す。」とよく言われるのですが、現実このような事故が起こるのです。
これは、デスティラーでPDF/X-1a2001を指定して出力しても完全なものが
出来ていないのが原因のようです。
一度できたPDFをAcrobatのプリプライト機能でチェックしてみてくださ。
ほとんどがチェックに引掛かるようです。
しかし、このチェック内容がよく理解出来ないのです。（私には理解出来ない
という意味ですが、理解できる人はそれを修正すればいいのかもしれませ
ん）
ディスティラーのバージョンが違うと同じPDF/X-1a2001規格のPDFを作って
も結果が違ってくるのも困ったものです。
それに、クライアントからのデータを貼りつけたりしてこの規格のPDFを作ろ
うとすると、ログファイルだけができてPDFが作成されない事が多いです。
これは、データの中に明らかにPDF/X-1a2001規格に適さない物が含まれ
ている場合です。
原因はログファイルに書かれていることになっているので、その原因を修正
してから造り直さなければなりません。
このように、大変な作業をしても、最終的にできたPDFをプリプライトでチェッ
クをするとまだダメと言われる訳です。
この規格のものを作るには、最初から規格を意識してファイルを作らないと
ダメのようです。現実にはなかなか難しいですね。
そんなわけで、PDF入稿は大変なことです。
出力センターにしてみれば何か問題があったときは、PDFが規格外だからと
言う言い訳ができるのではと、疑いたくもなります。（ちょっと言い過ぎかもし
れません が）まだまだPDFはそんなモノと言い切る人も多いのが現状です。
とにかく、PDF入稿を行うには、最低でも出力センターのバージョンと同じも
のを使うことが必要のようです。
この点ではEPSファイル出力の方が問題は少ないようです。しかし、
Illustrator EPSとEPSファイルの違いが分かっていない人が多いことが残念

 Re: 無題 Hirosawa - 2010/12/26(Sun)
06:36

No.3222  やはりPDFでの出力依頼には問題がありそうですね。
いずれにしても出力センターの営業マンはあまりよくわかっていないようで
す。

PDFでの出力トラブルも何かこちら側に問題があるような話になってしまい
ました。EPS出力はできれば出力センターの営業マンではなくて現場の人と
相談できれば何とかなるのかもしれませんが…。
とにかく社内での出力ができるうちは今のまま何とか続けてイメージセッ
ターなり現像機が完全に使えなくなったらまた考えることにします。相談に
乗っていただきありがとうございました。



Win7からのRIP出力に
ついて

投稿者：Hirosawa 投稿日：
2010/10/08(Fri)
11:30

No.3168 質問ばかりですみません。
現在最近購入したインテルマックをBoot CampでMacOS X 10.6 とWindows7
Ultimate（XPモードも使用）の両起動状態にして会社で出力実験をしていま
す
イメージセッター用のWinNTのRIPにMacOS X とWin7のXPモードでの出力
はできました。
ところがWindows7 でRIPに接続しようとするとパスワードを求められて接続
できません。
（ＮＴ側ではユーザー名のみでパスワードは未設定です）
パスワードなしで接続しようとすると次に接続するためのパスワードを入力
してください:PWS1というメッセージがでてしまって何度やってもダメでした。
できれば今まで通りにNTのRIPはパスワードなしで使いたいのですが……
何か方法はないでしょうか？

Re: Win7からのRIP出
力について

(有)ヒロシステム　秋
山 -

2010/10/08(Fri)
17:51

No.3169  Windows7は基本設定ではパスワードなしのユーザーは認めていません。
しかし、「ネットワークと共有センター」の「共有詳細の変更」あたりにある「パ
スワード 共有保護」を「無効」にすることにより受け付けてくれるようになりま
す。

はっきりここと書きたいのですが、現在会社でして、Windows7機がありませ
ん。帰宅すればはっきりしたことがわかるのですが。
私もパスワードなしにしています。
XPから来るとWindows7の共有環境は分かりづらいですね。
がんばってください。

 Re: Win7からのRIP出
力について

Hirosawa - 2010/10/08(Fri)
20:53

No.3170  わかりました。
現在自宅にいるので（現在自宅にWindows7はないです）よくわかりませんが
次の出勤のときに試してみます。
ありがとうございました。

 Re: Win7からのRIP出
力について

Hirosawa - 2010/10/13(Wed)
10:46

No.3171  ネットワークと共有センター→共有の詳細設定→パスワード保護共有→パ
スワード保護の共有を無効にする。を選択してみました。
しかし未だにネットワーク上に あるPWS1（イメージセッターのNTのRIP）には
接続できません。
どうやら逆にWin7に接続してあるプリンターについては他のＰＣからの接続
についてパスワードを求めることは無効化はできるようですが……。
とりあえずまだ解決せずに試行錯誤しています。

 Re: Win7からのRIP出
力について

(有)ヒロシステム　秋
山 -

2010/10/13(Wed)
11:31

No.3172  申し訳ありません。チョット勘違いをしていたようで、他からWINDOWS7の
ファイルを見るときにには、「パスワード保護」が関係するのです。
今回の場合WINDOWS 7からNTを見に行きたいのですよね。
それでは、NTのRIPパソコンにWindows 7のパソコンのユーザー名と同じも
のを追加してみてください。
この時パスワード設定しているのであれば、パスワードも同じにしてくださ
い。



Re: Win7からのRIP出
力について

Hirosawa - 2010/10/13(Wed)
13:16

No.3173  実はその方法はすでに試してみました。
アカウントを作成するときもNTのRIPと同じユーザー名で標準ユーザーと管
理者とふたつ作ってみましたがどちらもやはり 設定もしていないパスワード
を求められて共有接続はダメでした。
ちなみにXPのJ-Powerも接続のときにユーザー名を入力するのが面倒なの
で全員のPCがNTのRIPとおなじアカウント名にしてあります。
Win7ではネットワークプリンターとの接続やネットワークHDや他のXPのPCと
のプリンターやファイルの共有などは比較的簡単にできるのですがNTの
RIPだけはあらゆる方法を試してみても設定もしてもいないパスワードを聞
かれてそのままEnterキーを押すとパスワードの入力を再度求められてしま
います。
もしかするとNT側にパスワードを設定すれば接続できるのかもとも思います
がそれをすると他の人の迷惑になるのでしていません。
ネットで検索してもWin7からNTにパスワードなしで共有接続するときの解決
法がなくて半分あきらめ気味です。
とりあえずWin7からのNTのRIPの接続はあきらめることにします。ちなみに
オンデマンド印刷機のXPのRIPなどにはほとんど自動的に検索して簡単に
接続できました。

 Re: Win7からのRIP出
力について

Hirosawa - 2010/10/13(Wed)
15:01

No.3174  Windows7からNTのRIPへの接続方法のみは見つけました。
Windowsキー+Rキー（ファイル名を指定して実行）でsecpol.msc と入力しま
す。
ローカルポリシー　→　セキュリティオプション　→　ネットワークセキュリ
ティー：LAN Manager認証レベルの項目をNTLM 応答のみ送信するに変更
します。
これでNTのRIPへの接続はできました。
でも結局Win7にプリンタードライバーが対応できずに結局は出力はできませ
んでした。

 Re: Win7からのRIP出
力について

㈲ヒロシステム秋山
-

2010/10/13(Wed)
21:10

No.3175  なるほど、そういえば古いNASにアクセス出来ないときに、使った覚えがあ
ります。
その時は「LAN Manager 認証レベル チェンジャー」というフリーソフトを使っ
た覚えがあります。
secpol.msc こんなコマンドがあるのですね、勉強になります。
ところで、WINDOWS７のプリンタードライバーは問題ですね。他のプリンター
でも、ドライバーが無くて接続がうまくいかない例が結構あります。
古いプリンターではメーカーがドライバーを提供していないものも結構ありま
す。マイクロソフトで提供しているものを使っても問題がある例が多いです。
古いモノはどんどん使いづらくなりますが、仕方ないでは少々面白く無いで
すね。
なんの裏付けもないですがユニバーサルインストーラー（旧Adobe ps）を使
えばPPDだけでインストールできるので、ある程度NT版のPPDでもなんとか
なるかもなんて考えたりしてみたり。（なんの根拠もないです）



ためしてみて　 投稿者：futosan 投稿日：2010/11/No.3204 つい最近まで投稿欄のアドレスが変わっているを知りました。（書き込みが
長いことなかったので心配でした。）でもつづいていますのでホッとしていま
す。

ところでHirosawa様の - 2010/10/18(Mon) 18:59 No.3184の投稿の所をよみ
ました。私は1人で版下づくりをしていますので　今あるXP-CD版、1台あれ
ば充分なのですが、昔のntジュニア（9.01）がほこりをかぶっていましたので
とりあえず試験的にしてみました。

まずntジュニアをXPとネットワーク接続をしてntのDの中のdtpをコピーして
Hirosawa様の通り手順どおりにしました。たしかに起動しました。

今のxpの環境を整えようとしていたら、環境設定の中のフォルダー変更がき
かないのです?　それがわかったのは、私のところは　外字フォルダーは別
フォルダーに割り当てしていましたので　きがつきました。

何か方法がありますか?別フォルダーをやめて　デフォルトのままのところに
外字ファイルを上書きしてやればそれですむ話ですがあとは線種とか色と
か色々変更している所は　XP（dtp）のそれぞれのフォルダーをコピーしてnt
（dtp）に上書きしてやりました。あと何か気をつける所がありますか?

 Re: ためしてみて　 Hirosawa - 2010/11/19(Fri) 1No.3205  たしかに環境設定のフォルダーの変更はできません。

外字フォルダーを他の場所に移すことはできませんが、Pwin_dtpの中の
Gaijiフォルダーのショートカットをつくって他の場所に置くことはできます。
現在うちの会社には人数分のJ-PowerがあるのでとくにNT版を無理にXPに
移して使っていないのでどんなことがおこるかはよくわかりません。
（ただXP版のJ-Powerのオプションソフト類がなしの状態なので面付けのと
きのみにNT版を利用するぐらいです）



 Re: ためしてみて　 futosan - 2010/11/20(Sat) 0No.3206  ありがとうございます。

時間をかけて探ってみることにします。
すこしokiプリンターのことを話します。
現在10年ぐらい使用しています3050Cがあります。（軽オフにはこの出力紙
を版下として使用します）現在色ずれが激しくまともにカラーものがみえませ
ん。
そして今回、okiの保守会社の営業員の口聞きで　K（黒）専用にすることに
なりました。（※軽オフにはこの出力紙を版下として使用します。網使用時は
80線ぐらいです）方法はC・M・Y等のドラムやトナーのリセットをする方法で
す。

手順書を送ってもらいました。営業員は保守に頼むと最低2万～かかるとい
われました。なによりも今回のリセット作業は保守の作業員はしてくれない
みたいです。なので電話で保守営業員と話しながら作業をしました。
最初なので少し難しかったですが、なれれば楽にできるとは思います。リ
セットしたのはシアンのドラムです。
カウンターだけのリセットなのでシアンのトナーがあるまでは色の出力は出
ます。これでドラムが止まることもなく、もちろん、K意外のドラム＆トナーは
新しく買うこともないので、kだけの出力専用ということになります。※C・M・Y
の寿命がくるたびにリセット作業を行います。定着も寿命がきてもまだ使え
るならばリセットできます。

　消耗品を個々にリセットできるということです。カウンターリセットすれば各
消耗品は止まらないということです。3050Cと1055PS（去年中古購入）が現
在稼働していますが、1055PSの網の出力は、はっきりいってよろしくないで
す。3050Cと比べると歴然としています。横線がはいったように見えるためで
す。中古、若しくは、はずれかなと思ったのですが、1055psはどれもそうなる
みたいです。なので1055psは文字ものだけの出力にしています。3050Cの
使用していたことがあるユーザーで、それ以後の発売のOKIのカラーpsプリ

 Re: ためしてみて　 Hirosawa - 2010/11/21(Sun) No.3207  1055PSうちの会社にもあります。でもモノクロ出力の版下でもカラーレー
ザーの9500PSで印刷オプションでモノクロ網点を選んだほうがマシな感じな
のであまり使用していません。いずれにしても版下として使用する網点に関
してはいくらレーザープリンターの性能がよくなったとしてもまだまだイメージ
セッターの印画紙出力よりは劣る感じですね。



 Re: ためしてみて　 futosan - 2 010/11/26(Fri) 16No.3209  少し探ってみたのですが報告します。ソフトが立ちあがったときにフォル
ダー参照というのがでました。環境設定のフォルダーの所が赤くなっていま
した。
立ちあがるたびにこのメッセージがでました。tif・jpeg・epsの画像挿入ができ
ませんでした。画像挿入をしようとしたら立ちあがった組版ソフトがクローズ
してしまいました。
PDFのページファイル挿入はプラグインが異常発生しています。(プラグイン
がインストールなし　アクロバットが起動できない　アクロバット上に文章が
ない)とかなどの警告文がでました。つづけて作業していると貼り付けようと
しますが最後は何もはりつけない状態でした。(こちらの方はクローズしませ
んでした。)
　ntのアクロセットのインストは成功とでました。あとワード等のオブジェクト
挿入はいけるみたいです。
pdfのオブジェクト挿入もいけるみたいです。(画面に映っているからいけると
思います。)
フォトエディターで写真を出してそれをコピーして組版ソフトに貼りつけること
はいけました。
前もって作ってあったファイル(epsとか写真とかがあるファイル)は開くことが
できました。
そして新規ファイルを開いて写真とかepsファイルを新規ファイルにコピー＆
ペーストはできました。このファイルの写真とかEPSファイルの個々の画像を
リンクファイルとしてデスクトップ上にもっていきました。
そしてその画像をうめこみやリンクにもっていくとはじめに明記したようにク
ローズしてしまいました。
この結果画像挿入、ページファイル関係のとりこみができないみたいです。
このことをみるとHirosawa様の出力だけの方法はできるみたいですね。これ
らの解決方法はありますか？

 Re: ためしてみて　 Hirosawa - 2010/11/26(Fri) 1No.3210  不思議ですね。こちらにはそのような現象は発生していません。こちらの
Acrobatは7.0を使用しています。バージョンアップしなければ8でも大丈夫で
す。画像の挿入も問題ないです。今のところ通常のXP版と比べてほとんど
問題がでたことがありません。会社では使用していませんが自宅のノート
PCにはこの方法でインストールしています。環境設定のフォルダーをデフォ
ルトのＣから変更できな以外にはこちらでは問題はおこっていません。……
すみませんがどうしてそうなるのかちょっとわからないです。

 Re: ためしてみて　 futosan - 2010/11/26(Fri) 1No.3211  そうですか。こちらもノート(デル)パソコンです。penM1.7　xp-pro-sp3でお客
様にはワードからのPDFのX1A書き出しの貸出用パソコンにしていたもので
す。貸出用なのでウイルスセキュリー等・ウインドウズなど、比較的最新に
もっていっていました。　アクロバットはバージョン8.16です。(もしかしたらこ
のバージョンアップの問題？)Hirosawa様の返信でほとんど問題なく動いて
いるようなので、OS再フォーマットして　アクロバット7にして、組版(xp-cdイ
ンスト・nt(ファイルフォルダー))だけを入れて、やってみようかと思います。ま



 Re: ためしてみて　 Hirosawa - 2010/11/26(Fri) 2No.3212  ちょっと考えたのですがfutosan様の書き込みを見たらELWINのジュニアの
ＤドライブのPwin_dtpをコピーしてとなっているようですがうちにあるのは最
初のタイプの大きい筐体のELWINでデフォルトはＣドライブになっています。

アクロバットは8でも使えますが最初にインストールした状態からバージョン
アップすると急にPDFの挿入ができなくなりますNT版のバージョンは同じく
9.01です。
ためしにＤドライブにPwin_dtpを置いたらやはり環境設定のフォルダーの所
が赤くなってしまいました。よくわかりませんが、てつ様のところでもそんな
不具合が発生しているのでしょうか？
 
http://auctions.search.yahoo.co.jp/searchp=ELWIN&auccat=0&tab_ex=com
merce&ei=euc-jp  あとオークションでもELWINでているようです。

 Re: ためしてみて　 futosan - 2010/11/27(Sat) No.3213  再インストをした結果、うまくいきました。
はじめからやりなおしということでノートパソコンのOS再インストをしました
が、その後のデルのドライバーが入りませんでした。
デルにきいてもわかりませんとのことで、そこでノートパソコンを中古で買っ
た時あらかじめその時アクロニス11でバックアップをとっていましたので復元
してやりました。
CのみでDはありません。
パーティションマジックでDを作ってntと同じくDにインスト作業をしようと思い
ましたがとりあえずDは作らずにHirosawa様の通りCにインスト作業をしまし
たntジュニア(8.5GB)の予備のハード(アクロニスでコピーしておいたもの)を
おいていましたので、それをIDE→USB変換でXPにつけてntのPwin_dtpフォ
ルダーを新たに取り出しました。
XPのユーザー名(アドミニ権限をもたしています)をDTPとしてHirosawa様の
通りCのプログラムファイルにXPをインスト、cにntのPwin_dtpフォルダーをコ
ピー&ペーストしました。
あとの作業は前記と同じようにしました。フォルダー参照にもなっていませ
ん。アクロバットのバージョンの違い・PCの不調・nt本体でのPwin_dtpのファ
イル異常かもしれませんが、それは不明です。
前回の時、アクロセットのインスト(ダブルクリック)が成功する時と何もしない
時がありました。成功してもPDFの取り込みができないときもありました。
なんの違いかわかりませんが、今回画像の挿入、PDFのページファイル挿
入もうまくいきました。とりあえずアクロニスでバックアップをとりました。次の
段階は現在のXPの環境の線種、色、外字とかのフォルダー類をntにぺース
ト等をして、いろいろ探ってみたいと思います。Hirosawa様ありがとうござい
ました。



OCR　 投稿者：Hirosawa 投稿日：2010/11/No.3199 ひどく擦れた印刷原稿が入ってきてこれを何とかOCRで読み取れないかと
社長に言われました。
碑蒜占L七の璧餌があるといふ紫雲態嘗苦れ宗に離農上といった感じで予
想通りにまったく意味のなさない文章になってしまいます。スキャナーはエプ
ソンのGT-X700でOCRは読んde!!ココVer13を使っています。
うちの会社には設備がないのでよくわからないのですが、もしかしてもっと
ちゃんとした高価な業務用のスキャナーやOCRのある会社に依頼すれば
もっとまともに読み取れるものなのでしょうか？
300頁以上ものぎっちりと行間のつまった話し言葉のようなものでなく漢文に
近いような原稿なので手入力だとかなり大変なことになってしまいます。

 Re: OCR　 (有)ヒロシステム　秋山2010/11/16(Tue) No.3201  ELWIN全盛のころパナソニックのドキュメントスキャナーを納めたことがある
のですが、これについているOCRソフトが数字モードとか漢字モード・漢字
かなモードとか細かく読み取りモードを設定できたと思います。

この時EPSONなどについているソフトに比べると認識率がよかったと思いま
す。
このことからも、読み取りソフトにより認識率が違うと思いますので、高価な
OCR読み取りソフトならある程度ましに読み込まれるかもしれませんね。

なお、スキャナーで読み込むとき解像度を高くすると、認識率が悪くなる傾
向にありますので注意してください。

 Re: OCR　 Hirosawa - 2010/11/17(Wed) No.3202  そうですか、なるべく認識率をよくしようと高解像度でスキャンしていました。
問題はスキャナーよりOCRソフトなのですね。
OCRというと実は読んde!!ココぐらいしかぼくは知らないのですが、業務用
OCRについてネットで調べてみようと思います。
ありがとうございました。

こんちわ～　 投稿者：某掲示板の1投稿日：2010/11/No.3197 さいなら～



J-Powerの延命処置・・・投稿者：J－Power 投稿日：2010/10/No.3193 ご無沙汰しています。
以前このサポート掲示板でお世話になりました、J－Powerです。その節は
ありがとうございました。
度々、この掲示板をチェックしていましたが、以前のサポート掲示板を直接
お気に入りに登録していたため、ホームページがリニューアルしたことや、
掲示板が更新されていることに気付きませんでした。
最近、NT版ELWINをXPに移行することについて書き込みがありましたが、
私の場合、インストールCDなしでXPに移行でき、一応編集作業も問題なく
できています。

今のところ確認できている不具合が１つあります。印刷イメージを表示させ
たいとき、「ファイル」→「印刷プレビュー」やツールバーの印刷プレビューを
直接クリックすると「指定のプリンタの情報が取得できません。
処理を中止します。」というメッセージが出て、「OK」をクリックするとJ－
Powerが落ちてしまいます。
しかし、「ファイル」→「印刷」で印刷のダイアログボックスの「印刷プレ
ビュー」を一度クリックした後は、「ファイル」→「印刷プレビュー」やツール
バーの印刷プレビューをクリックしても落ちることなく印刷イメージが表示さ
れます。特に作業に問題がないのでこのまま使っていますが・・・。私の場合
「Pwin_dtpフォルダ」「ドングルドライバー」「KMEのレジストリデータのコピー」
「HKEY_LOCAL_MACHINE→HARDWARE→DESCRIPTION→System→
CentralProcessor→0 Identifier の値の書き換え」であっけなく起動してし
まったのですが、たまたまうまくいっただけで本来インストールCDなしで起動
させるのは難しいのでしょうか。ちなみに移行したPCのスペックは XP Home
Edition SP3　Pentium4 CPU2.8GHz です。

無題　 投稿者：(有)ヒロシステ投稿日：2010/10/No.3162 ホームページURL変更に伴う掲示板のデーター移行の途中ちょっとしたミス
の為、最新の書き込みデータが失われた可能性があります。
瑛太様の質問と某掲示板の109様の回答だと思うのですが 、申し訳ありま
せん。

確か質問内容は、NT版のELWINのドングルが認識しない。と言うものだった
と思います。
それに対する某掲示板の109 様の回答は、プリンタードングルはそのままで
は、XPでは認識しません。ドングルドライバーをインストールしなければなら
ない。と言う趣旨だと思いました。



 Re: 無題　 てつ - 2010/10/06(Wed) No.3165  XPで使用する方法をもう一度お願いします。

１，PWIN_DTPフォルダのコピー

２，レジストリのコピー
３，ドングルドライバのインストール１のPWIN_DTPフォルダはXP上でもＤドラ
イブでないとダメなのですか？２のレジストリキーはどこだったですか？

３のドングルドライバはQuarkXPressのドングルドライバを代用するとなって
いたと思いますが、QuarkXPressのホームページを探しましたがありませ
ん。
どこで入手できますか？宜しくお願いします。

 Re: 無題　 (有)ヒロシステム　秋山2010/10/07(Thu) No.3166  ドングルドライバーは”HISTALL.EXE”で検索するとヒットします。
このあたりでよいと思います。
http://www.kyokuto.co.jp/WebFAQ.nsf/8fe5b8795a761ef649256a2d002f481
b/9be94083f4f8ab1549256ff000207480?OpenDocument

XPに移行するにはいくつかの方法がありますが、私の投稿はあくまでも、
ELWINのインストールCDがあってドングルがある場合のものです。
CPUがPentiumⅢ以降の場合ドングルエラーでELWINが起動しませんので、
レジストリーを書き換えると言うものです。

「HKEY_LOCAL_MACHINE」→「HARDWARE」→「DESCRIPTION」→
「System」この中の「CenterlProcessor」→「0」→「Identifier」
の値をELWINだったら「x86 Family 6 Model 5 Stepping2」に
ELWINjuniorの場合は「x86 Family 6 Model 6 Stepping5」に書き換えると言う
ものです。ただしこの項目は立ち上げなおすとともに書き換えられるもので
すので、この部分だけの書き換えバッチファイルを作り「スタートアップ」に登
録しないといけません。
（立ち上げ時に自動でレジストリーを書き変える）この部分はこのパソコンの
CPUの情報を表示するだけのものですのでほんとはこの値だけを書き換え
たいのですが、機能上「0」のフォルダー内容全体を書き換えることになりま
す。



その2 次にELWINプログラムの特徴を挙げます。
1.ELWINプログラムをインストールするにはユーザー名は「Administrator」で
なければなりません。
ただし、プログラムを実行するにはそれ以外のユーザー名でないとなりませ
ん。
2.XPにインストールすると、最終段階でエラーが出ますこれはスタートプログ
ラムの中には登録できないためで、そのまま終了してもインストールは完了
しています。後で、手動でスタートプルグラムに登録してください。
3.d:ドライブがなくてもインストールは可能です。4.ページファイル挿入時にC:
ドライブに「temp」フォルダーが必要です  その他、その他某掲示板の109様
のご指摘でEPS出力用プリンター作成にはXP版の「epsfont.inf」必要です。
このように行うことは簡単ですが、必要なものが色々ありますので、ほんと
は販売店の協力が必要のようです。

 Re: 無題　 てつ - 2010/10/07(Thu) No.3167  ドングルはありますが、ELWINのインストールCDはありませんのでNTの
PWIN_DTPフォルダをコピーして移植するつもりです。この場合は、
PWIN_DTPフォルダはDドライブでないといけないですか？レジストリはどの
部分をコピーすればよいのでしょうか？

 Re: 無題　 てつ - 2010/10/15(Fri) 1No.3176  PWIN_DTPフォルダとKMEのレジストリデータのコピーHISTALL.EXEでドング
ルドライバーのインストールレジストリを「x86 Family 6 Model 5 Stepping2」
に書き換えをしましたがドングルエラーで起動できません。J-Powerさんは
すんなり起動できたみたいですがどこがいけないのでしょうか？

 Re: 無題　 (有)ヒロシステム　秋山2010/10/16(Sat) 0No.3177  j-power様からの書き込みがないですね。
私がアドバイスできる事を書き込みます。
KMEのレジストリデータのコピーとはどこをコピーしたのでしょうか？OSがNT
からXPに変わっているし、そのほかのソフト環境も違うわけですし、本来は
ほんの一部を省き、コピーしてもまともには動かないはずです。
このことは棚上げして、まともに動いたとして、ドングルエラーが出る原因を
考えてみました。

1.ドングルが認識されていない場合
　　ドングルドライバーは正しく導入されていまか
　　インストールの時ファイル名を指定して実行から
　ファイル名の後ろに　-i　を付けて実行していますか？
　　後はバージョン問題です。
HASPドライバーはNT版はWindows2000までは使えます。今回使用したいの
はXP対応のものです。
ホームページでは常に更新が行われていますのでどのバージョンが公開さ
れているかが心配です。
　　私が使用しているのが、V4.50の2001年9月ものですが、情報によると、
パソコンによりだと思うのですが、このバージョンでは認識しなかったことが
あるようです。
その人の場合はHASP4という最新バージョンを使ったら認識したそうです。



2.「HKEY_LOCAL_MACHINE」→「HARDWARE」→「DESCRIPTION」→
「System」この中の「CenterlProcessor」→「0」→「Identifier」の値が違う。
　　ELWINとELWINJuniorとは違いますので注意してください。
　　この値は起動のたびに更新されてしまいますので、プログラムのスタート
アップバッチファイルを登録してこの部分だけを毎回書き換えるようにしてや
らないとだめです。
　　書き換わっているかをチェックするには、ELWINソフトを立ち上げる直前
に、Identifierの値を確認してみてください。私がアドバイスできるのはこのく
らいです。
他に。アドバイスできる方お願いします。

 Re: 無題　 (有)ヒロシステム　秋山2010/10/16(Sat) 0No.3178  追伸ドングルドライバーのHP確認しましたが、2種類アップされていました。
USB・プリンターポート共有の方でないとだめです。

 Re: 無題　 てつ - 2010/10/16(Sat) No.3179  ドングルドライバーは、教えてもらったリンク先のUSBプリンターポート共用
のものがダメでしたので、HASP4をインストールしましたが、これでもドング
ルエラーになります。
ファイル名を指定して実行から　ファイル名の後ろに　-i　を付けて実行しま
した。
Identifierの値も間違いなくELWINの「x86 Family 6 Model 5 Stepping2」に
なっています。
試しにELWINjuniorの「x86 Family 6 Model 6 Stepping5」でやってもだめでし
た。
NT 4.0 Server で Pentium 2 のELWINNT 4.0 Workstation で Pentium 3 の
ELWIN があり、Pentium 3 のELWINのドングルですが「x86 Family 6 Model 5
Stepping2」でよいですか？
KMEのレジストリデータのコピーでまともに動かないと私も思うのですがJ-
Powerさんはすんなり起動できたと言っておられるのでXPで使えればと思っ
ています。
「KME」というキーをすべて、６個ありました。最後の１個、「HKEY_USERS」に

 Re: 無題　 ㈲ヒロシステム秋山 -2010/10/16(Sat) No.3180  ドングルの種類は２種類です。
見分け方は、ドングルに書いてある文字の色で、赤文字がELWIN用で。黒
文字がELWINJunior用です。
ドングルの問題ではないようですね。
レジストリーの問題かもしれませんね、例えばプリンターポート自体が認識
していないとか。



 Re: 無題　 Hirosawa - 2010/10/17(Sun) No.3182  ぼくも昔NTのVer9をインストールCDなしでXPに移行させようとしてあれこ
れ試して失敗しまくってあきらめました。
（レジストリデータをコピーしてみたり某掲板に書き込んであったQuark用ドン
グルドライバーを使用してみたり）……結局何をやってもダメでした。
ELWINと互換性のあるXP版のJ-Powerを入手できたので問題は解決したの
ですがもともとインストールCDがあるとかなりそのあたりは簡単にいくみた
いです。
そもそもバージョンアップのときにXP版はCDをもらえるのにNT版のときには
バージョンアップのときにも絶対にCDをくれないのですよね。
NT版は無理でもXP版のELWINのCDのコピーだけでも入手できれば移行は
かなり楽になるようです。
（他の印刷会社からコピーさせてもらうかモトヤに相談してみるのもいいかも
しれません）うちはNT版のRIPが限界っぽいのですがモトヤの担当の人に
相談したら製造元ではもうサポートしていませんけどプリンタボートのある
PCを用意できれば何とか移行できないか一応はやってみてくれると言ってく

 Re: 無題　 てつ - 2010/10/18(Mon) No.3183  インストールCD無しでXPに移行は、やはり無理みたいですね。
XP版のELWINとは、ELWIN XVですか？それならあります。
USBドングルのELWIN XVインストールCDでXPでプリンターポートドングルの
ELWIN ver9が使えるのですか？もともとELWINを４台使っていてELWINが開
発終了となったとき他のソフトに移行することに。
会社は、とりあえず、しのぎで、ELWIN XVを１台購入してあとは、InDesignに
と考えたのですがInDesignでは、まともに組み版出来ず表組み、文字の罫
囲み、外字・・・・などなどなど値段を考えればわかると思うのですがInDesign
でELWINと同じことができると思っていて困っています。
InDesignに移行できないものの方が多く、ELWIN XVが１台では到底無理で
なんとか、XPでELWINが使えないかと思っています。Pentium 3 のELWINを
突然死しそうな状態で使っています。
ハードディスクがダメになってきているぽいのですがハードディスクの交換く
らいはしますと言ってくれていますが１年くらいで、すぐまた　つぶれそうにな
りパソコンがパソコンだけにハードディスクの交換にお金を使って交換しても
所詮、いまどきPentium 3ですか？　の遺産的PCですし・・・XPでプリンター
ポートドングルのELWINが使えたら。。。。



 Re: 無題　 Hirosawa - 2010/10/18(Mon) No.3184  Administrator以外の何かユーザーアカウントを作るか使います。
そのユーザーアカウントでELWIN XVをC\ProgramFiles\Pwin_dtpとかにイン
ストールします。
その状態でC\にNT版のPwin_dtpをコピーします。そしてProgram
Files\Pwin_dtpにあるStartup.dllをC\のPwin_dtpに上書きします。
C:\にtempというフォルダーを作ります。
XPがProfessionalならいったんログオフしてCtrl+Alt+Delを２度押しすること
でAdministratorに入れます。
Homeだったら起動のときにF8を連打してセーフモードでAdministratorに入り
ます。
そしてC\Pwin_dtpのAcroSet.exeをクリックするとPDFの挿入ができるように
します。
その後に元のユーザーアカウントにもどってデスクトップの編集ソフトプロパ
ティでリンク先と作業フォルダからProgram Files\の部分を削除してC\の
Pwin_dtpとリンクさせます。
さらにC\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プログラム
\の中のELWINの中のショートカットのプロパティを同様の方法で
C:\Pwin_dtpにリンクさせます。
これで起動画面はELWIN XVのものになりますがNT版のELWINが起動する
はずです。ただしプリンタのEPSファイル出力用（Pwin_dtp）を追加するときは
C\ProgramFiles\Pwin_dtp\のepsfout.infを使って下さい。

 Re: 無題　 てつ - 2010/10/19(Tue) No.3185  ありがとうございます！XPでNT版のELWINが起動できました。
助かります。本当にありがとうございます！！ちょっと欲張って残りのドング
ルがある分もXPに移植しようかと思っていますが、先月、駆け込みで購入し
たXPパソコンにプリンターポートが無いのです！！USB←→プリンターポー
トの変換ケーブルでもドングルは認識できますか？
されたこと　ありますか？

 Re: 無題　 Hirosawa - 2010/10/20(Wed) No.3186  ……ほんとうはマズいのでしょうけれどこのやり方だと＊＊＊＊はなくても
起動できてしまうのです。
だから書き込んではいけないのかなとも思いましたが、かなり困っておられ
たようなので…いちおう飾りでもドングルはつけておいてできるだけドングル
のある分だけに移行はとどめておいたほうがよいと思います。
ちなみにうちの会社は人数分のXP版のJ-Powerを買ってますが企業からの
仕事がとれないので主に文章のみをつづった様な自費出版の仕事が多く
なって社長の方針もあって以前からの仕事の残りはJ-Powerでやっていま
すが新しい仕事はInDesignが主力になりつつあります。

 Re: 無題　 てつ - 2010/10/20(Wed) No.3187  申し訳ございませんでした。確認しました。管理者様、Hirosawa様　もし
も・・・なら書き込み削除していただいてもいいです。自分勝手なことですい
ませんでした。失礼しました。



お知らせ２　 投稿者：(有)ヒロシステ投稿日：2010/10/No.3164 新しいホームページのURLはhttp://hirosystem.pa.land.to/　　です。細かな
ところはまだチェック中ですが、大体は大丈夫のようです。時間が無かった
為、新しいホームページは手抜きだらけですが、少しずつ使いやすくして行
くつもりです。

無題　 投稿者：(有)ヒロシステ投稿日：2010/10/No.3161 ホームページアドレス変更に伴う掲示板テスト

環境移行　 投稿者：futosan 投稿日：2010/08/No.3089 もっと速いPCへの移行、およびマザーボード等の交換（デルの場合同じマ
ザーボードがない時、交換マザーボードは同じドライバー使用との事）を視
野にいれての事で今回PCの環境移行をためしました。
試験的に　古いデルGX280（PEN4）から　まだ比較的新しいデルボストロ400
（クアッドコア）への環境移行をためしました。ソフトはアクロニス2010です
（プラスパック別購入で他環境への移行可）。
何回も試行錯誤した結果どうにかデルボストロ400で動かすことができまし
た。はじめJ-POWERはドングルが認識しませんでした。J-POWERの再イン
ストでもドングルが認識しませんでした。そこでプログラムの追加と削除の中
のSentinel　System　Driver5.41.0（32-bit）のアンインストをして、J-POWER
の再インストをしたらドングルが認識し通常動作しました。そしてあらかじめ
コピーしておいたDドライブのPwin_dtpの最新データを上書きしました。
これで一応、組版の作業はできます。他ソフトの中にはアクティベーションが
必要なものもありましたが、ほとんどのソフトが通常動作しました。ほんの走
りなので、細かい所の確認とか修正が必要とは思いますがそれなりには移
行できたと思います。
ほんとうは再インストしたら間違いはないと思いますが…（再インストの時間
がないのが本音です）。
環境移行作業がなれてくれば、復元及びドライバーをインスト作業など、通
常動作できるまでの作業時間は最短1時間未満で移行できると思います）ア
クロニス2010使用での他環境移行できた人がいらっしゃったら書込みおね

すいません少し困ってま投稿者：Hirosawa 投稿日：2010/08/No.3080 連続で書き込んでばかりですみません。
イメージセッターのRIPに使っているWindowaNT4.0のＰＣ（NT版ELWINと同じ
筐体です）が起動すると「システムログファイルが一杯になりました」とメッ
セージを出すようになりました。
これはそのままで大丈夫なものでしょうか？それともモトヤに連絡をとるべ
きなのでしょうか？



 Re: すいません少し困っヒロシステム（秋山） -2010/08/09(Mon) No.3086  NTの場合通常の設定ではイベントログの最大サイズは512KBで7日経過後
にイベントを上書きする設定になっていたと思います。
要するに7日以内のイベントが多すぎて、ログが最大サイズを超えてしまっ
たために表示されるのです。
（このこと自体が悪さをすることはありません）ただし、イベントを頻発させて
いる原因（エラーなど）があるはずですのでその原因を調べて取り除く必要
があります。
まずは、「スタート」→「プログラム」→「管理ツール」→「イベントビューア」を
表示させて、システムログ上で赤い表示のエラーをダブルクリックして、エ
ラー内容を確認してください。
エラー内容は少しわかりにくいかと思いますが、何関係のエラーかわかれ
ば、何か心当たりを探してください。
どうしてもわからなければ、ログのバックアップを保存してから、ログの削除
をしてみるのも一つの方法です原因が解決されていなくて、エラーが頻発し

 Re: すいません少し困っHirosawa - 2010/08/09(Mon) No.3087  わかりました。
だだわずかな掲示板を読む時間差もあって勝手な判断で赤い表示のエラー
を含めてすべてシステムログを消してしまいました。次から気をつけてみま
す。
ありがとうございました。

無題　 投稿者：Hirosawa 投稿日：2010/08/No.3085 問題解決しました。プログラム→管理ツール→イベントビュアーでログを消
せばよいとのことでした。

ELWINスレ、DAT落ち　 投稿者：某掲示板の1投稿日：2010/08/No.3071 某掲示板が無くなってしまった…

 Re: ELWINスレ、DAT落Hirosawa - 2010/08/02(Mon) No.3074  ほんとに残念です。もうここのサポート掲示板だけがたよりです。
海の向こうでは　 投稿者：某掲示板の1投稿日：2010/07/No.3061 速報！　米著作権庁、合法利用の範囲を大幅拡大―iPhone脱獄など全6項

目
　　http://jp.techcrunch.com/archives/20100726now-legal-in-the-u-s-
jailbreaking-your-iphone-ripping-a-dvd-for-educational-purposes/
よし、NT用ELWIN持ってる人は、こっそりドングル破壊すればプロテクト解
除、OKやね！（嘘々）

 Re: 海の向こうでは　 Hirosawa - 2010/07/28(Wed) No.3063  http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m79695455
しつこいようだけどオークション他に落札された後もまた再度出品。

 Re: 海の向こうでは　 某掲示板の109 - 2010/07/29(Thu) No.3064  やほオークションの世界には
・自分で落とす・仲間が落とす
・仲間で吊り上げる等々、色々あるんです メリット＞評価が上がる
・商売繁盛に見える デメリット＞5％くらい、やほに取られる（税金は誤魔化
せるかな？）
中古販売業者や出品者ネットワークみたいのがあるので、落札は程々にこ
のELWINはリース切れ返品廃棄PCの横流しじゃねぇ？



 Re: 海の向こうでは　 Hirosawa - 2010/07/29(Thu) No.3065  なるほど納得しました。
もともとの販売価格から考えてこの落札価格はあまりに安すぎるので…まさ
かと思ってしまいました。

おしえてください　 投稿者：futosan 投稿日：2010/07/No.3021 エルウイン・JPOWERのNT用のインストCDがありレジストリー等を書き替え
でXPで動くみたいですけども　XP　PROで動いている今の時代の最先端の
CPUでも基本的に可能なのですか？ もう一つですけど　今までの書込みで
ウインドウズ7でエルウイン・JPOWERを動かしている方がおられますけども
(32・64)、その後の使用状況でXPと比べて　不満もしくは、これはだんぜん
いいといった所があれば書き込みお願いいたします。

 Re: おしえてください　 ヒロシステム（秋山） -2010/07/16(Fri) 1No.3023  NT版は Core2Duoで動作確認済みです。
基本的に　X86　familyのCUPであれば大丈夫のようです。

 Re: おしえてください　 Hirosawa - 2010/07/16(Fri) 1No.3025  Win7の「Ultimate」「Professional」ならばXPモードを使えば今のところとくに
問題はなさそうです。
でもあくまでVirtual PCなのでおすすめはできません。

 Re: おしえてください　 futosan - 2010/07/16(Fri) 1No.3026  秋山さんありがとうございます。
それでもう一つですけどもNTからXPに自分自身でどうにかして以降できると
して(もちろんNTのドングルはXPのプリンターポートに差し込む)それで作業
をしたとき、それには法的には違法はないのですか？
(違法といってもピンからキリまで幅があると思いますけれども) NTからXPに
替えたことによっておこったことは事故責任ということになると思いますが。
それだけならよいのですが？

 Re: おしえてください　 futosan - 2010/07/16(Fri) 2No.3028  Hirosawaさん　ありがとうございます。参考にさせていただきます。
 Re: おしえてください　 ヒロシステム　秋山 - 2010/07/19(Mon) No.3037  法的な問題については、専門家でないので難しいですが、ELWINの使用許

諾諸のような物があれば、その中で本来決められていなければならないと
思うのですが、そのような物は見た覚えがありません。
一般的（OSのプレインストールPCのような物）にはハードとソフトをセット販
売されている場合はハードを変更してソフトを使うことは許されていないよう
です。
この事からすればソフト売り以外のELWINを違うハード上で動かす事は許さ
れないのではと思われます。
ただし、これは契約上の問題ですので契約時にこのような細かな契約書の
ようなものが存在するかどうかで違ってくるのではないでしょうか、そこで、
明らかに法律違反（プログラムの改造など）以外の使用上の工夫で元々の
使用者が使うような法的なグレーの部分はグレーのままにしておいたほう
が良いのではと思うのですが。



オークションは別にして 投稿者：某掲示板の1投稿日：2010/07/No.3030 １．稼動している正規のELWINの最終Ver.は
　　NT用＞Ver.9.x.x＝ソフト売り無　　XP用＞Ver.10.x.x＝ソフト売り有
２．NT用Ver.9は、複数の方法でXP上で稼動できる
３．CPUはインテル系(iX86)なら2010年販売中のものでも実行可能（使用す
るコアが一つだけ。マルチコアの恩得は無い）
４．NT用ELWINのドングル＞プリンタポートに挿す
　　XP用ELWINのドングル＞USBタイプ
５．WinVISTA、Win7で稼動させる場合、RIPなどのプリンタドライバ対応での
制限がある
６．XP用ELWINにはJuniorは無いし必要ない＞ドングル制御の為・起動スプ
ラッシュも単独
７．NT用ELWINは、インストールプログラムが４種類
　　面付け有モトヤ版　　面付け無モトヤ版（Junior）
　　面付け有パナ版　　面付け無パナ版（Junior）
　　違いは、初期設定・初期フォント・面付け機能・起動スプラッシュ
８．NT用面付け有モトヤ版のプロテクト解除版ほげほげファイルを
　　NT用面付け無パナ版に上書きすると「起動スプラッシュがJ-POWER
Juniorだけど面付け有」なELWINが起動Ver.9は、ほげほげファイルだけで制
御してるんだよ～

 Re: オークションは別にHirosawa - 2010/07/17(Sat) 0No.3031  そうでしたか…実は面付けのできないＮＴ版があることを今回はじめて知り
ました。
実はなさけない話ですがこちらのJ-Power ADVANCEはオプション類がすべ
てロックされたまんまですので面付けはVer.9のELWINがたのみだったりして
います。

これ何でしょうか？　 投稿者：Hirosawa 投稿日：2010/07/No.3003 PROX ELWIN Junior改
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m74509044
オークションに出品されているのですがモノがよくわからないです。ELWINの
ソフトなのでしょうか。

 Re: これ何でしょうか？　某掲示板の109 - 2010/07/14(Wed) No.3005  おっと危ねぇ～、何時もオークションで使ってるIDで質問書き込むところだっ
たインストールしてあるPC（本体だけ。
モニタ・キーボード・マウス無し）じゃないかな？（デスクトップの他のソフトが
気になる）

 Re: これ何でしょうか？　Hirosawa - 2010/07/14(Wed) No.3006  なるほどＮＴ版と一緒で本体のみの販売であってやはりインストールディス
クとかがついているソフトウェアのタイプではないのですね。
改という部分が何なのかよくわかりませんがＸＰで稼動しているようですが
Ver.9なのでしょうね。
でもインストールしてある他のソフトは削除しないと違法ということになります
ね。……とくに購入の意志はないのですが何だか気になりました。109様あ
りがとうございました。



 Re: これ何でしょうか？　futosan - 2010/07/15(Thu) No.3009  オークションの所でもう一枚の画像がありまして、よくみると
　XP　PROでSP3
　ペンティアム4(たぶん3GHz)メモリーは1Gというのがかすかにみえますあと
デスクトップ上に
　イラレCS3　フォトCS3　アクロバット　ワード　エクセル　があるみたいです
よね
 このPCにインストしてある　エルウィン(NTバージョン)がわかりません　9.？
だと思いますが、ソフト売りの場合のバージョンとのファイルの共有はNTの
場合バージョンいくつからだったのでしょうか？私は今NTは使わなくなってし
まったので片隅で眠っています。
あと余談ですがこの頃のバックアップソフトのメーカーはマザーボート等が
故障して違うマザーボードに変えた時、デバイスが変わっても復元する時、
必要なデバイスを聞いてきてインストして復元ができるみたいです。逆に言
えば他のPCにも、もっていけるということにもなりますよね。(その時ドングル
付以外のソフトが入っていれば違法ということになりますよね)

 Re: これ何でしょうか？　Hirosawa - 2010/07/15(Thu) No.3011  たしかソフト売りのバージョンは10からだったと思いますが、Juniorというの
は調べたら面付け機能を制限したＮＴ版の下位機種のようですね。

だとするとおそらくバージョンは９で本体の写真がのってないのでわからな
いですが他のＸＰのＰＣにインストールしなおしてる場合でプリンタポートが
ない機種だとドングル解除してる違法品の可能性もあるかもしれませんね。
（Ver.10ならドングル解除は不可能なようなので違法の可能性はないようで
すが）

 Re: これ何でしょうか？　ヒロシステム（秋山） -2010/07/16(Fri) 0No.3016  たぶん、XPパソコンにモトヤのインストールディスク(NT用Ver9）を使いイン
ストールして、junior用のドングルを付けての運用だと思います。ドングルに
はjunior用とELWIN用がありドングルで判別しています。ドングル解除するな
ら、わざわざjuniorにする必要ないですから。OSの違いを乗り切るために、
たぶん、以前この場で投稿した方法で、レジストリーの書き換えをしている

 Re: これ何でしょうか？　Hirosawa - 2010/07/16(Fri) 0No.3017  そうでした…よく考えたらドングル解除するなら面付機能を制限する必要は
ないのですね。
だとしたら仕事で使っても問題なさそうですね。

 Re: これ何でしょうか？　futosan - 2010/07/16(Fri) 0No.3018  オークションでの質問が掲載されていました。
どうやらドングルはないみたいです

 Re: これ何でしょうか？　Hirosawa - 2010/07/16(Fri) 1No.3019  質問のところ読みました。インストールディスクのコピーはちょっと欲しいか
も。
ドングルなしだとするとやはり起動のときのファイルをいじってるのかもしれ
ませんね。

 Re: これ何でしょうか？　ヒロシステム（秋山） -2010/07/16(Fri) 1No.3022  質問への回答をよく見てみるとUSBドングルはなしとなっています。
NT版はUSBドングルではありませんプリンターポートに付けるドングルで
す。



 Re: これ何でしょうか？　futosan - 2010/07/16(Fri) 1No.3024  いまいちよく理解できないのですが、(自分自身ではオークション用していな
いので、質問がでまきせん) このオークション品はドングルなしでエルウイン
が使えるのではなくこのPCを落札して
　落札者の持っているドングル(NTなのでプリンターポートに差し込む)を差し
込んで　エルウインが起動するというふうに受け取ったらよいのでしょう
か。？
 中にあるCS3とかは体験版のアイコンなら問題ないと思います。
又は認証だけ抜くこともできるのではないかと思います。どうなんでしょう？

無題　 投稿者：futosan 投稿日：2010/07/No.3020 NTの最終バージョンが9.01(個々の会社のネットワークの状況によりそれ以
上のバージョンがあるみたいです) だったと思います。
(うろおぼえですけど) ソフト売りのバージョンは10だい(最終は10.02)です
ファイルの共有の場合、バージョン10だいで作ったファイルをバージョン9.00
～9.01(NT)へファイルをもっていけます。す。
ジュニアの場合売りだした時、バージョン9.00でしたかね？
　仮にジュニアがNTのバージョン8だいで何らかの事情でバージョンアップし
なかったとすると10.00～10.02で作ったファイルは普通は開かないですよ
ね。
(以前、私どもの所で10で作業して　依頼の会社がNTバージョンで(ジュニア
でない機種)ファイルをもっていったら開かない時がありましてメーカーに聞
いたらNTの9バージョン以上でなかったらバージョン10とのファイルの共有

64bit　 投稿者：髭面 投稿日：2009/12/No.2597 EL-WINを64bitのＯＳで使用している方っているのでしょうか？
 EL-WINが動けば64bitＯＳ検討してみようかなと思っています。(64bitって
photshop・acrobatのバッチ処理とか速くなるんですよね？)

 Re: 64bit　 ノンタン - 2010/04/07(Wed) No.2842  win764bitで動作しましたよ～。
J-powerアドバンスですが・・・ ただ、デスクトップコンポジションなどを無効
にしてやらないと、動きが鈍いです。
（こちらのグラボが弱すぎるのか？）

 Re: 64bit　 髭面 - 2010/04/08(Thu) No.2844  情報ありがとうございます。
うちも、明日納品予定です。ところで
　デスコトップコンポジションって何？

デスコトップコンポジショ某掲示板の109 - 2010/04/09(Fri) 2No.2848  この辺＞
 Re: 64bit　 髭面 - 2010/04/12(Mon) No.2851  情報ありがとうございます。

勉強します。
とりあえず、フォトショップでのバッチ処理とっても速くなりました。
起動とファイルオープンが笑っちゃう程速いです。
マシンは　Xeon2.67　メモリ12G　HDにはSAS(15000回転)です 何かありまし
たらまた報告したいと思います。



 Re: 64bit　 髭面 - 2010/06/22(Tue) No.2974  ELWIN動作しましたが、XPモード内のネットワークが100MBしか出ていない
ので、重いです。
（データはファイルサーバーもどきで管理しています）（画像のリンクが多い
ファイル）X
Pモードの　ツール→設定→ネットワーク　で、本機に付いているネットワー
クボード（1000MB）を設定しているのにデバイスマネージャーのネットワーク
アダプタは別のボードが認識されています(Intel 21140-…)これが解決しな
いと使いづらいかも！

モリサワ MC-Smartを見投稿者：futosan 投稿日：2010/06/No.2971 19日土曜日に展示会でモリサワ MC-Smartを見てきました。
モリサワさんはだいぶん力を入れているソフトみたいです。発売は秋ぐらい
とのことでした。
まだ製作段階とのことでツールボタンはあってもできない機能があるとのこ
とでした。
1時間ぐらい、メーカーの人と話をしました。モリサワさんの展示会担当者さ
んの話ではエルウィン・Jパワーをだいぶん意識してこのソフトの開発をして
いますということでした。
担当者にエルウィン・Jパワーの出来る操作を説明してMC-Smartができる
のかを問い合わせました。担当者はエルウィン・Jパワーの操作性を言って
いただけたら今後のセカンドバージョンアップ又はそれ以降の対象になると
のことでしたので、できる限りの操作方法はお話しました。　(一例として手動
作表での線を4本囲んでできたセルでの作表はできないみたいでした。これ
らも要望しました。)以上です。


