
ユーザーズガイド　IC-206 イメージコントローラ



本書に、乱丁、落丁などがありましたら、サービス実施店
もしくは、最寄の販売店にご連絡ください。新しいものと
お取替えいたします。



はじめに
このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございま
す。

本書は、インターネット／イントラネットを使用した、ネットワークス
キャン機能とネットワークプリント機能、PCLプリンタードライバー
の機能の使いかたを説明しています。

必ずご使用になる前にお読みください。

本機の使いかたと安全に関する注意事項については、本機に付属のユー
ザーズガイドをごらんください。

製品に同梱されているユーザーズガイドおよびCD-ROMは、大切に
保管してください。

エコマークについて

本機は資源採取からリサイクルまでのライ
フサイクル全体を通して環境に配慮し、エ
コマーク認定された製品です。

エコマーク認定番号  第 05 117 011 号

bizhub 163/163f は、「エコマーク事務局認定・環境保全型商品」で
す。

エコマークVersion2.0 とは？

環境省の指導のもとに環境にやさしい社会の実現に向けて、財団法人日
本環境協会が 2005年 8月 1日（Version2.0）に制定した規準です。
「製品の製造、使用、廃棄等による環境への負荷が相対的に少ない商
品」、また、「この製品を利用することにより、環境への負荷を極力抑え
ることができる商品」に認定されます。

商標、著作権等について

� KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、The essentials 
of imaging は、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商
標です。

� PageScope、bizhub は、コニカミノルタビジネステクノロジー
ズ株式会社の登録商標です。

� Netscapeは、米国およびその他の諸国のNetscape 
Communications Corporation 社の登録商標です。
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� Novell、およびNetWare は、米国およびその他の国における
Novell, Inc. の登録商標［または］商標です。

� Microsoft、WindowsおよびWindows NTは、米国Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標
です。

� Adobe、Adobeロゴ、Acrobat およびPostScript は、Adobe 
Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

� Ethernet は、Xerox Corporation の登録商標です。
� PCL は、米国Hewlett-Packard Company Limited の登録商標で

す。
� 本ユーザーズガイドに記載されているその他の会社名、商品名は、

該当各社の登録商標または商標です。
� その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

Kerberos

Copyright and Other Legal Notices
Copyright © 1985-2007 by the Massachusetts Institute of 
Technology.

All rights reserved.

Export of this software from the United States of America may 
require a specific license from the United States Government. 
It is the responsibility of any person or organization 
contemplating export to obtain such a license before 
exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, 
and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice appear in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 
software without specific, written prior permission.  
Furthermore if you modify this software you must label your 
software as modified software and not distribute it in such a 
fashion that it might be confused with the original MIT 
software.
M.I.T. makes no representations about the suitability of this 
software for any purpose. It is provided "as is" without express 
or implied warranty.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus 
Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, 
Sun Microsystems, FundsXpress, and others.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, 
Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the 
Massachusetts Institute of Technology(MIT). No commercial 
use of these trademarks may be made without prior written 
permission of MIT.

"Commercial use" means use of a name in a product or other 
for-profit manner.  It does NOT prevent a commercial firm from 
referring to the MIT trademarks in order to convey information 
(although in doing so, recognition of their trademark status 
should be given).

Portions of src/lib/crypto have the following copyright:

Copyright © 1998 by the FundsXpress, INC.

All rights reserved.

Export of this software from the United States of America may 
require a specific license from the United States Government.  
It is the responsibility of any person or organization 
contemplating export to obtain such a license before 
exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, 
and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice appear in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of 
FundsXpress. not be used in advertising or publicity pertaining 
to distribution of the software without specific, written prior 
permission.  FundsXpress makes no representations about 
the suitability of this software for any purpose.  It is provided 
"as is" without express or implied warranty.
163/163f 3



THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE

OpenLDAP Public License

The OpenLDAP Public License
Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated 
documentation ("Software"), with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright 
statements and notices,

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable 
copyright statements and notices, this list of conditions, 
and the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution, and

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this 
document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time 
to time. Each revision is distinguished by a version number.  
You may use this Software under terms of this license revision 
or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP 
FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE 
OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE 
AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE.
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The names of the authors and copyright holders must not be 
used in advertising or otherwise to promote the sale, use or 
other dealing in this Software without specific, written prior 
permission. Title to copyright in this Software shall at all times 
remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP 
Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood 
City, California, USA. All Rights Reserved.  Permission to copy 
and distribute verbatim copies of this document is granted.

Cyrus SASL

Copyright © 2001 Carnegie Mellon University.  All rights 
reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to 
endorse or promote products derived from this software 
without prior written permission. For permission or any other 
legal details, please contact 

Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA  15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

4. Redistributions of any form whatsoever must retain the 
following acknowledgment:
"This product includes software developed by Computing 
Services at Carnegie Mellon University 
(http://www.cmu.edu/computing/)."
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CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL 
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, 
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

OpenSLP License

Copyright © 2000 Caldera Systems, Inc 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 
Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 
Neither the name of Caldera Systems nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission. 
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.  

OpenSSL License

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project.  All rights 
reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyrightnotice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the 
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must 
not be used to endorse   or promote products derived from 
this software without prior written permission. For written 
permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called 
"OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names 
without prior written permission of the OpenSSL Project.
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6. Redistributions of any form whatsoever must retain the 
following acknowledgment:
"This product includes software developed by the 
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT 
"AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT 
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric 
Young (eay@cryptsoft.com).  This product includes software 
written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All 
rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with 
Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as 
long as the following conditions are aheared to.  The following 
conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The 
SSL documentation included with this distribution is covered 
by the same copyright terms except that the holder is Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright 
notices in the code are not to be removed. If this package is 
used in a product, Eric Young should be given tribution as the 
author of the parts of the library used.
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This can be in the form of a textual message at program 
startup or in documentation (online or textual) provided with 
the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above 

copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by 
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from 
the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative 
thereof) from the apps directory (application code) you 
must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available 
version or derivative of this code cannot be changed.  i.e. this 
code cannot simply be copied and put under another 
distribution licence [including the GNU Public Licence.]
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PageScope Web Connection について

ネットワークカードまたはイメージコントローラを装着することでネッ
トワークユーティリティ「PageScope Web Connection」が使用可
能となります。PageScope Web Connection はネットワーク経由
でネットワークやその他の設定を行う、非常に便利なネットワークユー
ティリティです。

PageScope Web Connection を使用するには、コンピューターに
Webブラウザ（Internet Explorer、Netscape Navigator）がイン
ストールされているだけでよく、特別なソフトウェアがなくても使用す
ることができます。PageScope Web Connection の使いかたにつ
いては、「PageScope Web Connection の使いかた」（p. 11-1）を
参照してください。

Copyright

© 2007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. All Rights 
Reserved.

免責

� 本ユーザーズガイドの一部または全部を無断で使用、複製すること
はできません。

� コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は本ユーザーズガ
イドを運用した結果の影響につきましては、一切の責任を負いかね
ますのでご了承ください。

� 本ユーザーズガイドに記載されている情報は、予告なく変更される
場合があります。

� ユーザーズガイド内で使用しているイラストなどは実際の装置とは
異なる場合があります。
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ソフトウェア使用許諾契約書
このソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）のパッケージを
開封される前に、または本ソフトウェアをダウンロード、インストール
もしくは使用を開始される前に、このソフトウェア使用許諾契約書（以
下、本契約といいます。）をよくお読みください。お客様が本ソフト
ウェアのパッケージを開封、本ソフトウェアのダウンロード、インス
トールまたは使用を開始された場合、本契約に同意されたものとみなさ
れます。本契約に同意いただけない場合は、本ソフトウェアのパッケー
ジの開封、本ソフトウェアのダウンロード、インストール、使用のいず
れも行うことはできません。

1. 著作権及びその他の知的財産権

本契約は使用許諾契約であって、売買契約ではありません。コニカミノ
ルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、コニカミノルタといいま
す）は、本ソフトウェアにかかる著作権及びその他の知的財産権を自ら
所有するか、または当該権利の所有者（以下、コニカミノルタのライセ
ンサーといいます）からその使用権の許諾を受けています。本ソフト
ウェア及びその複製物にかかるいかなる権利もコニカミノルタまたはコ
ニカミノルタのライセンサーによって所有されています。本契約は、コ
ニカミノルタ又はコニカミノルタのライセンサーからお客様に対して、
本ソフトウェアにかかるいかなる著作権及びその他の知的財産権を譲渡
するものではありません。本ソフトウェアは、著作権法及び国際条約に
より保護されています。

2. 使用許諾

コニカミノルタは、お客様に対して、非独占的かつ限定的な使用権を許
諾いたします。当該使用権に基づいてお客様は以下を行うことができま
す。

（i） 本ソフトウェアを、お客様の管理下にあるコンピュータにインス
トールし、使用すること。但し、本ソフトウェアに対応するコニカミノ
ルタ製品と接続されているコンピュータに限ります。

（ii） 上記コンピュータのユーザーに本ソフトウェアを使用させること。
但し、かかるユーザーに本契約の定めを遵守させることを条件としま
す。

（iii） お客様の日常業務又は個人的利用のためにのみ本ソフトウェアを
使用すること。

（iv）バックアップの目的に限り、本ソフトウェアの複製物を1部作成
すること。
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（v） 本契約のコピー及び全ての関連書類と一緒に本ソフトウェアを第
三者に譲渡すること。ただしこの場合には、お客様は、譲渡に当たっ
て、①かかる第三者に本契約の条件に同意させること、及び、②お客様
が所有する本ソフトウェアの複製物を全てかかる第三者に譲渡、または
お客様の責任で破壊するかのいずれかを行っていただくことを条件とし
ます。かかる譲渡によって、コニカミノルタからのお客様への使用許諾
は終了します。

3. 制限

（1） お客様はコニカミノルタの書面による事前同意を得ることなく、
以下の行為を行うことはできません。

（i） 本契約で許諾されている範囲を超えて、本ソフトウェア及びその
複製物を使用、複製、改変、結合又は譲渡すること

（ii） リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルまたは
その他の方法で本ソフトウェアを解析すること

（iii） 本ソフトウェア及びその複製物を再使用許諾、レンタル、リース
または頒布すること

（iv）本ソフトウェアに付けられている商標、ロゴ、著作権表示、シン
ボル及びラベルを除去すること、使用すること又は変更すること

（2） お客様は、いかなる国の適用可能な輸出管理法規や規則に違反し
て、本ソフトウェアを輸出しないことに同意するものとします。

4. 保証の否認・免責

（1） 本ソフトウェアがCD-ROMまたはデジタルデータを保存するそ
の他の有体の記憶媒体（以下、記憶媒体という）にて供給された場合、
コニカミノルタはお客様に対し、かかる供給の日から90日間、記憶媒
体に瑕疵のないことを保証いたします。本ソフトウェアは現状のままに
てお客様に提供されるものであり、この記憶媒体に対する保証を除い
て、コニカミノルタ、その関連会社、及びコニカミノルタのライセン
サーは、本ソフトウェアに関し明示または黙示を問わず、いかなる保証
（商品性、特定の目的に対する適合性、第三者の権利を侵害しない旨の
保証を含みますがそれらに限定されません。）もいたしません。

（2） 本ソフトウェアのインストールまたは使用、不使用または使用不
能に関連してお客様に発生する一切の損害（事業利益の損失、情報の損
失を含みますがそれらに限定されません。）、お客様の逸失利益その他の
派生的または付随的損害、及び第三者からお客様になされた損害賠償請
求に基づく損害について、コニカミノルタ、その関連会社またはコニカ
ミノルタのライセンサーは、法律で許される最大限の範囲において、一
切責任を負担いたしません。たとえコニカミノルタ、その関連会社また
はコニカミノルタのライセンサーがかかる損害を予測できた場合、また
事前にその可能性について知らされていた場合であっても同様としま
す。
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5. 契約の終了

お客様はいつでも、本ソフトウェアとその複製物の全てを廃棄すること
により本使用許諾を終了させることができます。また、お客様が本契約
の条件に反したときには、本契約はただちに終了します。お客様は、本
契約の終了とともに、ただちに本ソフトウェアとその複製物の全てを廃
棄いただかねばなりません。

6. 準拠法

本契約は、日本国法に準拠するものとします。

7. 分離可能性

本契約の一部が裁判所等によって無効であると決定された場合でも、本
契約のその他の部分は当該判断に何ら影響を受けることなく完全に有効
に存続するものとします。

8. NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 
48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of "commercial 
computer software" and "commercial computer software 
documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 
(September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 
C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. 
Government End Users shall acquire the Software with only 
those rights set forth herein.
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ご使用の前に 1
1 ご使用の前に
ご使用の前に知っておきたいことについて説明します。

1.1 概要
イメージコントローラ IC-206 を装着することで、本機をネットワーク
対応のPCLプリンターとしてご使用いただけます。PCLプリンターの
機能を利用するには、イメージコントローラに同梱のPCLプリンター
ドライバーをコンピュータにインストールしてお使いください。また、
スキャン機能を内蔵していますので、紙の書類を手軽に電子データ化し
たり、電子ファイリングなどに利用して情報にアクセスしやすくしたり
できます。読み取った画像データ（スキャンデータ）はTIFF 形式ファ
イルまたはPDFファイルとして保存され、ネットワーク経由でコン
ピューターに転送できます。
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1.2 操作パネル部の名称とはたらき

1 2 3 5

6

7

8

20

19

18

4

917 10111213141516

No. 名称 機能

1 【パワーセーブ】キー／ラン
プ

スリープモードに切替わります。

2 【混載原稿】キー／ランプ 混載原稿を選択します。

3 ディスプレイ コピー枚数や倍率、ファクスモード、設定メ
ニュー、エラーメッセージを表示します。

4 【▲】、【▼】、【*】、【)】キー
【OK】キー

【▲】、【▼】、【*】、【)】キーで、ディスプレイ上
の選択項目を移動したり設定値を変更します。
OKキーで、各種設定値を決定します。

5 【プリンタ】キー／ランプ コンピューターからのプリント中はランプが点灯
し、データの転送中はランプが点滅します。

6 【ID】キー 部門管理をしているときに使用します。

7 【短縮】キー よく使うファクス番号やアドレスを登録して、送
信時に呼び出します。

8 【アドレス帳】キー ワンタッチダイアル、グループダイアル、短縮ダ
イアルに登録されている内容が表示されます。

9 【戻る】キー 前の画面に戻ります。

10 アラームランプ エラーが発生したときに点灯または点滅します。

11 【濃度】キー コピーやファクス原稿の読み取り濃度を選択しま
す。

12 【画質】キー 原稿の画質を文字、写真、文字／写真から選択し
ます。

13 【倍率】キー コピー時の画像の拡大／縮小を設定します。

14 【用紙】キー 使用する用紙トレイを選択します。

15 【機能】キー／ランプ とじ代をつけてコピーする、親展通信するなど、
一歩進んだコピーや便利なファクスの送受信の設
定ができます。
1-2 163/163f



ご使用の前に 1
16 【仕上り】キー／ランプ コピーの仕上りモードを選択します。

17 【集約】キー／ランプ 複数枚（2枚または 4枚）の原稿画像を 1枚の用
紙に集約してコピーする（2in1、4in1）設定をし
ます。

18 【確認】キー カウンタの確認、通信結果の確認、レポート出力
（bizhub 163f のみ対応）を行います。

19 【設定メニュー】キー 設定メニュー画面で各種の設定を行います。
本体設定、トレイ設定、不定形サイズ登録、ユー
ザー保守、管理者設定、コピー設定 1、2、宛先登
録、ファクス登録、ファクス送信設定、ファクス
受信設定、レポート設定、スキャナ設定

20 【プログラム】キー 設定したコピー機能を登録したり、呼び出したり
します。

No. 名称 機能
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21 22 23 2524

26

27

2829

No. 名称 機能

21 【ファクス】キー／ランプ ファクスモードに切替えます。キーがグリーン点
灯し、ファクスモードであることを示します。

22 【スキャン】キー／ランプ スキャンモードに切替えます。キーがグリーン点
灯し、スキャンモードであることを示します。

23 【コピー】キー／ランプ コピーモードに切替えます。キーがグリーン色に
点灯し、コピーモードであることを示します。

24 【文字入力切替】キー 数字入力モードと文字入力モードが切替わります。

25 【リセット】キー ･ 操作パネルで入力したすべての設定（登録した
設定を除く）を解除します。

･ 設定中のジョブを消去します。（コピーモード、
ファクスモードへの切替えはできません。）

26 【割込み】キー／ランプ 割り込みモードに切替わります。キーがグリーン
色に点灯し、割り込みモードであることを示しま
す。
もう一度キーを押すと、割り込みモードを解除し、
割り込みモードに入る前のモードに戻ります。
ファクス受信／PCプリント中にこのキーを押す
と、プリントが停止し割り込みコピーができます。
もう一度キーを押すと、ファクス受信／PCプリ
ントを再開します。

27 【クリア／ストップ】キー ･ 入力中の文字や数字を消去します。
･ 連続コピー動作を停止させます。
･ ファクス送受信を停止させます。
･ PCプリントを停止させます。
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ご使用の前に 1
28 【スタート】キー／ランプ ･ コピー動作を開始します。
･ ファクス送信を開始します。
･ スキャン動作を開始します。（プッシュスキャン
時）

･ ウォームアップ中に押すと、予約コピー機能が
はたらきます。

･ グリーン色に点灯しているときはジョブ受け付
け可能なことを示し、オレンジ色に点灯してい
るときはコピー開始の準備ができないことを示
しています。

29 テンキー ･ コピー部数を設定します。
･ 各種設定値を入力します。
･ ファクス／スキャン宛先を入力します。
･ 短縮番号や文字を入力します。
･ ファクスモードではトーン送信（ダイアル回線）
用に キーを使用し、外線のアクセス用に #
キーを使用します。

No. 名称 機能
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1 ご使用の前に
30 31 32 33

35

34

No. 名称 機能

30 自動受信ランプ 自動受信モードに設定されているときに点灯しま
す。

31 【メモリ送信】キー／ランプ メモリ送信を設定します。メモリ送信モードに設
定されているときはランプがグリーン色に点灯し
ます。

32 【オンフック】キー 受話器をとった状態にします。もう一度キーを押
すと、受話器を置いた状態に戻ります。

33 【リダイアル /ポーズ】キー 最後にかけた相手先にダイアルします。
ダイアル時、内線から外線への発信、情報サービ
スを受けるときの待ち時間に利用します。

34 ワンタッチダイアルキー あらかじめ登録されている相手先にダイアルしま
す。
ワンタッチダイアルとグループダイアルの設定に
は、【01】～【32】を使用します。
プログラムダイアルの設定には、【29】～【32】
を使用します。

35 切替え板 ワンタッチダイアルキーの番号を切替えます。切
替え板を下に閉じているときは【01】～【16】に
なり、上に開いているときは【17】～【32】にな
ります。
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ご使用の前に 1
1.3 文字の入力のしかた
発信元を登録したり、ワンタッチダイアルキーなどに相手先の名前を登
録したりするときの、文字の入力のしかたについて説明します。

入力モードの変更

【文字入力切替】を押すたびに、数字入力モード、英字／記号入力モー
ド、カタカナ入力モードが切替わります。

［1…］：数字を入力できます。

［A…］：アルファベット、記号を入力できます。

［ｱ…］：カタカナを入力できます。

キー操作

テンキーで数字、カタカナ、英字、記号を入力します。

数字、英字／記号とカタカナの入力切替えは【入力切替】で行います。

数字入力時は、［1…］がディスプレイに表示されます。

英字／記号入力時は、［A…］がディスプレイに表示されます。

カタカナ入力時は［ｱ…］がディスプレイに表示されます。

テンキーの各キーで使用できる文字は、以下の表のようになっていま
す。

＜テンキー入力文字列一覧＞

テンキー
入力文字列

［1…］ ［A…］ ［ｱ…］

1 1 .（ピリオド）@ _ （アンダーバー） 
-（ハイフン）1

アイウエオ
ァィゥェォ

2 2 ABC2abc カキクケコ

3 3 DEF3def サシスセソ

4 4 GHI4ghi タチツテトッ

5 5 JKL5jkl ナニヌネノ

6 6 MNO6mno ハヒフヘホ

7 7 PQRS7pqrs マミムメモ

8 8 TUV8tuv ヤユヨャュョ

9 9 WXYZ9wxyz ラリルレロ

0 0 （スペース）0 ワヲン（スペース）

* + & / ∗ = ! ? ( ) % 
[ ] ^ ’ ‘ { } | ̃ $ , : ; < > ゛

ﾞﾟ
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1 ご使用の前に
入力例

名前を入力する場合の例： エイギョウブ

【文字入力切替】を押して入力モード［ア］を選択します。

※ ディスプレイ上のカーソル（_）は、その位置の文字と交互に表示さ
れます。

# # # #

テンキー
入力文字列

［1…］ ［A…］ ［ｱ…］

【1】 × 4 回

【)】

【1】 × 2 回
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ご使用の前に 1
【2】 × 2 回

【 】 × 1 回

【8】 × 6 回
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1 ご使用の前に
【1】 × 3 回

【6】 × 3 回

【 】 × 1 回
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ご使用の前に 1

文字列の訂正のしかたと入力時の注意

� 入力済みの文字を削除したい場合：
【*】【)】で削除したい文字にカーソル（_）を合わせ、【クリア /ス
トップ】を押します。

� 文字列に文字を追加したい場合：
【*】【)】で追加したい場所の文字にカーソル（_）を合わせ、文字
を入力します。（カーソル位置の文字の前に、入力した文字が挿入さ
れます。）

� テンキーで文字を入力する場合：
直前に入力した文字と次に入力する文字で同じキーを使う場合は、
次の文字を入力する前に【)】を押します。（「入力例」（p. 1-8）を
ごらんください。）

� スペースを入力したい場合：
【文字入力切替】を押して［A…］を表示し、テンキーの【0】を押
します。

� すべての入力、登録をキャンセルしたい場合：
【リセット】を押します。
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1 ご使用の前に
1.4 ローカルエリアネットワーク（LAN）への接続のし
かた
本機は、LANを使い TCP/IP プロトコルで通信します。そのため、
ネットワークケーブルで本体を LANに接続する必要があります。

ネットワークケーブルを接続する

ネットワークケーブルのコネクタを本体左側のネットワークポート
（LAN）に差し込み、もう一方のコネクタをネットワークハブの空いて
いるポートに差し込みます。

�
ご注意）
ネットワークケーブルは、カテゴリ5または 5Eのケーブルを使用
してください。なお、ネットワークケーブルは本機に付属していま
せん。

ネットワークポートの LEDについて

LED1（LINK）： ネットワークケーブルが正しく接続されていると
点灯します。正しく接続されているにもかかわら
ず点灯しない場合は、もう一度接続を確認してく
ださい。双方が正しく接続されているにもかかわ
らず点灯しない場合は、ネットワークケーブルが
断線している可能性があります。

LED2（ACT）： データの送受信時に点滅します。

LED1

LED2
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プリンタードライバーのインストール 2
2 プリンタードライバーのインストール
コンピューターとの接続およびプリンタードライバーのインストール方
法について説明します。

2.1 動作環境
プリンタードライバーを使用するのに必要な動作環境は、以下のとおり
です。

�
ご注意）
Windows 95/98/NT 4.0 には、対応していません。

CPU Intel Pentium 200 MHz
（推奨環境：Pentium 4/1.6 GHz）

OS サーバー Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2003 
x64 Edition

クライアント Windows Vista/Windows XP（SP2 以降）/Windows 
2000（SP4 以降）/Windows Me/Windows 98 SE/
Windows Vista x64 Edition/Windows XP 
Professional x64 Edition

メモリ 128 MB RAM（Windows XP/Server 2003）、64 MB 
RAM（Windows 2000/Me/98 SE）
（推奨環境：256 MB RAM）

ポート Ethernet 10Base-T/100Base-TX
USB Revision 2.0 準拠 USB ポート *
*Windows 98 SE には対応していません。

ドライブ CD-ROM/DVD ドライブ
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2 プリンタードライバーのインストール
2.2 接続方法とドライバーのインストール

コンピューターとの接続方法

本機は以下のいずれかの接続方法でコンピューターに接続できます。

USB ポートへの接続

本機とコンピューターをUSBケーブルで直接接続する方法です。

USBポートへ接続すると、TWAIN ／プリンタードライバーのインス
トールが始まります。本機をUSBで接続したときの TWAIN ／プリン
タードライバーのインストール方法については、「プラグアンドプレイ
を使ってプリンタードライバーをインストールする」（p. 2-6）をごら
んください。

�
ご注意）
Windows 98 SE のコンピュータはUSBインターフェイスで接続
できません。
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プリンタードライバーのインストール 2

ネットワークへの接続

本機とコンピューターをネットワークケーブルで直接接続する方法で
す。

ネットワーク接続の場合は、「プリンタの追加ウィザード」を使ってプ
リンタードライバーをインストールします。本機をネットワーク で接
続したときのプリンタードライバーのインストール方法については、
「プリンタの追加ウィザードを使ってプリンタードライバーをインス
トールする」（p. 2-23）をごらんください。
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2 プリンタードライバーのインストール
接続方法とドライバーのインストール方法

プリンタードライバーのインストール方法は、プラグアンドプレイを使
用する方法と、プリンタの追加ウィザードを使用する方法があります。

接続する方法によりインストール方法が異なります。接続方法に対応し
たインストール方法を確認してください。

�
ご注意）
USB ポート接続の場合は、プラグアンドプレイでインストールして
ください。ネットワーク接続の場合は、プリンタの追加ウィザード
でインストールしてください。

�
メモ）
プラグアンドプレイでインストールする場合は、スキャナー機能用
のTWAIN ドライバーも同時にインストールされます。TWAIN ド
ライバーについては、TWAINドライバーのユーザーズガイドをご
らんください。

Windows 98SEのコンピュータはUSBインターフェイスで接続
できません。

接続方法 対応OS プリンタードライバーのインストール
方法

USBポート接続 Windows XP/Windows 
Server 2003/Windows 
Vista/Windows 2000/
Windows Me

プラグアンドプレイでインストールし
てください。
詳しくは、「プラグアンドプレイを使っ
てプリンタードライバーをインストー
ルする」（p. 2-6）をごらんください。

ネットワーク接
続

Windows XP/Windows 
Server 2003/Windows 
Vista/Windows 2000/
Windows Me/Windows 
98 SE

プリンタの追加ウィザードでインス
トールしてください。
詳しくは、「プリンタの追加ウィザード
を使ってプリンタードライバーをイン
ストールする」（p. 2-23）
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プリンタードライバーのインストール 2
2.3 ドライバーインストールの流れ
次の流れでドライバーがインストールされます。

プラグアンドプレイによるインストール

プラグアンドプレイによるインストールの場合、OS によってインス
トールの流れが異なります。

プリンタの追加ウィザードによるインストール

プリンタの追加ウィザードによるインストールの場合、すべてのOS で
インストールの流れは同じです。

Windows Meの場合 Windows XP/Windows Server 2003/
Windows Vista/Windows 2000 の場合

TWAIN ドライバーのインストール

USB printing support ドライバーのイン
ストール

プリンタードライバーのインストール

Windows 98 SE の場合 Windows Meの場合

Windows XP/Windows 
Server 2003/Windows 
Vista/Windows 2000 の
場合

プリンタードライバーのインストール
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2 プリンタードライバーのインストール
2.4 プラグアンドプレイを使ってプリンタードライバーを
インストールする

コンピューターとのUSB接続

本機とコンピューターとをUSBケーブルで接続すると、プラグアンド
プレイ機能によりデバイス機器として認識され、必要なドライバーのイ
ンストールが始まります。

1 Windows を起動し、コンピューターのCD-ROM/DVD ドライブ
にCD-ROM を入れます。

2 本機の電源をオンにします。

3 本機の起動が終わってコピー受け付け可能な状態になったら、USB
ケーブルで本機とコンピューターを接続します。

本機が検出され「新しいハードウェアの検出ウィザード」
（Windows Meは「新しいハードウェアの追加ウィザード」）が表
示されます。

以降は、OSにより手順が異なります。ご使用のOSに対応する手順に
したがってください。

� Windows XP/Server 2003 「Windows XP/Server 2003 にプラ
グアンドプレイでインストールする」（p. 2-7）

� Windows Vista 「Windows Vista にプラグアンドプレイでインス
トールする」（p. 2-10）

� Windows 2000 「Windows 2000 にプラグアンドプレイでインス
トールする」（p. 2-15）

� Windows Me 「Windows Me にプラグアンドプレイでインストー
ルする」（p. 2-19）
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プリンタードライバーのインストール 2
�
メモ）
Windows XP/Server 2003/Vista/2000 の場合は、
Administrator 権限のあるユーザー名でログオンしてプリンタード
ライバーをインストールしてください。

Windows XP/Server 2003 にプラグアンドプレイでインストールす
る

�
ご注意）
プラグアンドプレイを使ってインストールを行う場合、最初にス
キャナー機能用の TWAIN ドライバーがインストールされ、その後、
連続してプリンタードライバーのインストールが始まります。本書
では、TWAIN ドライバー／プリンタードライバーを続けてインス
トールする手順で説明します。TWAINドライバーについては、
TWAINドライバーのユーザーズガイドをごらんください。

�
メモ）
Windows XP（SP2） をお使いの場合は、Windows Update に接
続するかどうかを確認する次の画面が表示される場合があります。
この場合は、「いいえ」の項目を選択し、［次へ］をクリックします。
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2 プリンタードライバーのインストール
「新しいハードウェアの検出ウィザード」の指示にしたがってインス
トールを行います。

1「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、
［次へ］をクリックします。

2「次の場所を含める」を選択し、CD-ROM内のドライバーが保存さ
れている次のフォルダーを指定します。

� 指定するフォルダー：「￥Driver￥WIN2K_XP￥Japanese」
� フォルダーは［参照］をクリックして指定できます。

�
メモ）
64 ビットOSの場合は「￥Driver￥WinXP64￥Japanese」
を選択してください。
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プリンタードライバーのインストール 2

3［次へ］をクリックします。

�
メモ）
Windows ロゴテストの注意画面が表示される場合は、［続行］をク
リックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」ダイアログボックス
が表示されます。

4［完了］をクリックします。

TWAINドライバーのインストールが完了します。
もう一度「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され、プ
リンタードライバーのインストールが始まります。

5 手順 1～ 4を繰り返し、プリンタードライバーをインストールしま
す。
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2 プリンタードライバーのインストール
Windows Vista にプラグアンドプレイでインストールする

�
ご注意）
プラグアンドプレイを使ってインストールを行う場合、最初にス
キャナー機能用のTWAIN ドライバーがインストールされ、その後、
連続してプリンタードライバーのインストールが始まります。本書
では、TWAIN ドライバー／プリンタードライバーを続けてインス
トールする手順で説明します。TWAIN ドライバーについては、
TWAIN ドライバーのユーザーズガイドをごらんください。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」の指示にしたがってインス
トールを行います。

1「新しいハードウェアが見つかりました」画面で、「ドライバソフト
ウェアを検索してインストールします（推奨）」を選択します。
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�
メモ）
「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、
［続行］をクリックします。

オンラインで検索するかどうかを確認する次の画面が表示され
るときは、「オンラインで検索しません」をクリックします。
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2 プリンタードライバーのインストール
2 ディスクを確認する画面で「ディスクはありません。他の方法を試
します」をクリックします。

3 プリンタードライバーのCD をコンピューターのCD-ROM/DVD 
ドライブに入れます。

4「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上
級）」をクリックします。
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プリンタードライバーのインストール 2

5「サブフォルダも検索する」を選択し、CD-ROM 内のドライバーが

保存されている次のフォルダーを指定します。

� 指定するフォルダー：「￥Driver￥WinVista￥Japanese」
� フォルダーは［参照］をクリックして指定できます。

�
メモ）
64 ビットOSの場合は「￥Driver￥WinVista64￥
Japanese」を選択してください。

6［次へ］をクリックします。
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2 プリンタードライバーのインストール
�
メモ）
「Windowsセキュリティ」の画面が表示されるときは、「このド
ライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

7 インストールが終了したら［閉じる］をクリックします。

TWAIN ドライバーのインストールが完了します。
もう一度「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され、プ
リンタードライバーのインストールが始まります。

8 手順2 ～ 7 を繰り返し、プリンタードライバーをインストールしま
す。
2-14 163/163f



プリンタードライバーのインストール 2

Windows 2000 にプラグアンドプレイでインストールする

�
ご注意）
プラグアンドプレイを使ってインストールを行う場合、最初にス
キャナー機能用の TWAIN ドライバーがインストールされ、その後、
連続してプリンタードライバーのインストールが始まります。本書
では、TWAIN ドライバー／プリンタードライバーを続けてインス
トールする手順で説明します。TWAINドライバーについては、
TWAINドライバーのユーザーズガイドをごらんください。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」の指示にしたがってインス
トールを行います。

1「新しいハードウェアの検出ウィザード」を確認し、［次へ］をク
リックします。
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2 プリンタードライバーのインストール
2「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、［次へ］
をクリックします。

3「場所を指定」を選択し、［次へ］をクリックします。
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4 CD-ROM内のドライバーが保存されている以下のフォルダーを指

定します。

� 指定するフォルダー：「￥Driver￥WIN2K_XP￥Japanese」
� フォルダーは［参照］をクリックして指定できます。

5［次へ］をクリックします。
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2 プリンタードライバーのインストール
�
メモ）
Microsoft デジタル署名の注意画面が表示される場合は、［はい］
をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」ダイアログボックス
が表示されます。

6［完了］をクリックします。

TWAIN ドライバーのインストールが完了します。
もう一度「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され、プ
リンタードライバーのインストールが始まります。

7 手順1～ 6を繰り返し、プリンタードライバーをインストールしま
す。
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Windows Me にプラグアンドプレイでインストールする

�
ご注意）
プラグアンドプレイを使ってインストールを行う場合、最初にス
キャナー機能用の TWAIN ドライバーがインストールされ、その後、
連続してUSB printing support ドライバーのインストール、プリ
ンタードライバーのインストールが始まります。本書では、TWAIN 
ドライバー／USB printing support ドライバー／プリンタードラ
イバーを続けてインストールする手順で説明します。TWAINドラ
イバーについては、TWAINドライバーのユーザーズガイドをごら
んください。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」の指示にしたがってインス
トールを行います。

1「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、
［次へ］をクリックします。
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2「検索場所の指定」を選択し、CD-ROM内のドライバーが保存され
ている以下のフォルダーを指定します。

� 指定するフォルダー：「￥Driver￥Win98_ME￥Japanese」
� フォルダーは［参照］をクリックして指定できます。

3［次へ］をクリックします。

4 ドライバーの場所を確認し、［次へ］をクリックします。

完了を示すダイアログボックスが表示されます。
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5［完了］をクリックします。

TWAINドライバーのインストールが完了します。
もう一度「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示され、
USB printing support ドライバーのインストールが始まります。

6 手順 1～ 5を繰り返し、USB printing support ドライバーをイン
ストールします。

USB printing support ドライバーのインストールが完了します。
もう一度「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示され、プ
リンタードライバーのインストールが始まります。

7 手順 1～ 4を繰り返し、プリンタードライバーをインストールしま
す。

プリンター名を設定するダイアログボックスが表示されます。

8［完了］をクリックします。

� プリンター名を変更する場合は入力します。
� 本機を通常使うプリンターにする場合は「はい」を選択します。

完了を示すダイアログボックスが表示されます。
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9［完了］をクリックします。

プリンタードライバーのインストールが完了します。

プラグアンドプレイでプリンタードライバーを再インストールする

1 本機とコンピューターを接続しない状態もしくは、接続されている
場合は本機の電源がオフの状態でプリンタードライバーをアンイン
ストールし、コンピューターを再起動します。

� 詳しくは、「プリンタードライバーのアンインストール」
（p. 2-45）をごらんください。

2 本機とコンピューターをUSB ケーブルで接続します。

3 画面にしたがい、プリンタードライバーを再インストールします。

� CD-ROM はディレクトリを指定する画面で挿入し、インストー
ルを続けます。
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2.5 プリンタの追加ウィザードを使ってプリンタードライ
バーをインストールする

コンピューターとのネットワーク接続

本機とコンピューターとをネットワークで接続する場合は、プリンター
ドライバーのインストールは、接続前でも接続後でも問題ありません。

1 ネットワークケーブルで本機とコンピューターを接続します。

プリンタードライバーのインストールは、OSにより手順が異なりま
す。ご使用のOSに対応する手順にしたがってください。

� Windows XP/Server 2003 「Windows XP/Server 2003 にプリ
ンタの追加ウィザードでインストールする」（p. 2-24）

� Windows Vista 「Windows Vista にプリンタの追加ウィザードで
インストールする」（p. 2-30）

� Windows 2000 「Windows 2000 にプリンタの追加ウィザードで
インストールする」（p. 2-36）

� Windows Me/98 SE 「Windows Me/98 SE にプリンタの追加
ウィザードでインストールする」（p. 2-41）
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�
メモ）
Windows XP/Server 2003/Vista/2000 の場合は、
Administrator 権限のあるユーザー名でログオンしてプリンタード
ライバーをインストールしてください。

Windows XP/Server 2003 にプリンタの追加ウィザードでインス
トールする

�
ご注意）
本機とコンピューターをUSBケーブルで接続している場合は、本
機の電源をオフにしてプリンタードライバーをインストールしてく
ださい。電源をオンにしていると、プラグアンドプレイ機能による
「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

1 Windows が起動している状態で、プリンタードライバーのCD-
ROM をコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。

2 Windows の［スタート］ボタンをクリックして、「プリンタと
FAX」をクリックします。

� 「プリンタと FAX」ウィンドウが表示されます。

�
メモ）
［スタート］メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場
合は、［スタート］メニューから「コントロールパネル」を開き、
「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと
FAX」を選びます。
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3「プリンタのタスク」メニューから「プリンタのインストール」をク

リックします。

� 「プリンタのタスク」メニューがない場合は、「プリンタの追加」
アイコンをダブルクリックします。

「プリンタの追加ウィザード」が起動します。

4［次へ］をクリックします。
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5「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、
［次へ］をクリックします。

� 「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインス
トールする」のチェックは外しておきます。

�
メモ）
ネットワーク環境で使用するためには、接続ポートをネットワーク
ポートに設定する必要があります。ポートの設定はインストール後
でも行えるため、ここではプリンタードライバーをローカル接続の
方法でインストールします。ポートの設定方法については、「コン
ピューターと本機をネットワーク接続する」（p. 3-16）をごらんく
ださい。

6「次のポートを使用」の「LPT1:（推奨プリンタポート）」を選択
し、［次へ］をクリックします。
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7［ディスク使用］をクリックします。

8［参照］をクリックし、CD-ROM 内の「￥Driver￥WIN2K_XP￥
Japanese」を選択し、［開く］をクリックします。

�
メモ）
64 ビットOSの場合は「￥Driver￥WinXP64￥Japanese」
を選択してください。

9 もう一度［開く］をクリックします。
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10「製造元のファイルのコピー元」を確認し、［OK］をクリックしま
す。

11インストールするプリンターを選択し、［次へ］をクリックします。

12お使いになる環境に合わせて選択しながら、［完了］ボタンが表示さ
れるまで［次へ］をクリックします。
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�
メモ）
ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテストプリ
ントを行ってください。

13［完了］をクリックします。

�
メモ）
「Windowsロゴテスト」に関する画面が表示されるときは、［続行］
をクリックします。

14インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが「プ
リンタと FAX」ウィンドウに表示されていることを確認し、CD-
ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

プリンタードライバーのインストールが完了しました。
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Windows Vista にプリンタの追加ウィザードでインストールする

�
ご注意）
本機とコンピューターをUSB ケーブルで接続している場合は、本
機の電源をオフにしてプリンタードライバーをインストールしてく
ださい。電源をオンにしていると、プラグアンドプレイ機能による
「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

1 Windows が起動している状態で、プリンタードライバーのCD-
ROMをコンピューターのCD-ROM/DVD ドライブに入れます。

2［スタート］をクリックして、「コントロールパネル」をクリックし
ます。

3「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。

「プリンタ」ウィンドウが開きます。

�
ひとこと）
「コントロールパネル」がクラシック表示になっている場合は、
「プリンタ」をダブルクリックします。

4 ツールバーの「プリンタのインストール」をクリックします。

「プリンタの追加」が表示されます。
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5「ローカル プリンタを追加します」をクリックします。

「プリンタポートの選択」が表示されます。

�
メモ）
ネットワーク環境で使用するためには、接続ポートをネット
ワークポートに設定する必要があります。ポートの設定はイン
ストール後でも行えるため、ここではプリンタードライバーを
ローカル接続の方法でインストールします。ポートの設定方法
については、「コンピューターと本機をネットワーク接続する」
（p. 3-16）をごらんください。

6「既存のポートを使用」の「LPT1:（プリンタポート）」を選択し、
［次へ］をクリックします。
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7［ディスク使用］をクリックします。

8［参照］をクリックし、CD-ROM 内の「￥Driver￥WinVista￥
Japanese」を選択し、［開く］をクリックします。

�
メモ）
64 ビットOSの場合は「￥Driver￥WinVista64￥
Japanese」を選択してください。

9 もう一度［開く］をクリックします。
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10「製造元のファイルのコピー元」を確認し、［OK］をクリックしま

す。

11インストールするプリンターを選択し、［次へ］をクリックします。

12お使いになる環境に合わせて選択しながら、［完了］ボタンが表示さ
れるまで［次へ］をクリックします。
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�
メモ）
「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、
［続行］をクリックします。

「Windowsセキュリティ」の画面が表示されるときは、「このド
ライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。
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13［完了］をクリックします。

�
メモ）
ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテスト
プリントを行ってください。

14インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが「プ
リンタ」ウィンドウに表示されていることを確認し、CD-ROMを
CD-ROM ドライブから取り出します。

プリンタードライバーのインストールが完了しました。
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Windows 2000 にプリンタの追加ウィザードでインストールする

�
ご注意）
本機とコンピューターをUSBケーブルで接続している場合は、本
機の電源をオフにしてプリンタードライバーをインストールしてく
ださい。電源をオンにしていると、プラグアンドプレイ機能による
「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

1 Windows が起動している状態で、プリンタードライバーのCD-
ROM をコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。

2 Windows の［スタート］ボタンをクリックし、「設定」－「プリン
タ」を選択します。

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。

3「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。

「プリンタの追加ウィザード」が起動します。

4［次へ］をクリックします。
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5「ローカルプリンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。

� 「プラグ アンド プレイプリンタを自動的に検出してインストー
ルする」のチェックは外しておきます。

�
メモ）
ネットワーク環境で使用するためには、接続ポートをネットワーク
ポートに設定する必要があります。ポートの設定はインストール後
でも行えるため、ここではプリンタードライバーをローカル接続の
方法でインストールします。ポートの設定方法については、「コン
ピューターと本機をネットワーク接続する」（p. 3-16）をごらんく
ださい。

6「次のポートを使用」の「LPT1:」を選択し、［次へ］をクリックし
ます。
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7［ディスク使用］をクリックします。

8［参照］をクリックし、CD-ROM 内の「￥Driver￥WIN2K_XP￥
Japanese」を選択し、［開く］をクリックします。

9 もう一度［開く］をクリックします。

10「製造元のファイルのコピー元」を確認し、［OK］をクリックしま
す。
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11インストールするプリンターを選択し、［次へ］をクリックします。

12お使いになる環境に合わせて選択しながら、［完了］ボタンが表示さ
れるまで［次へ］をクリックします。

�
メモ）
ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテストペー
ジの印刷を行ってください。
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13［完了］をクリックします。

�
メモ）
「デジタル署名」に関する画面が表示されるときは、［はい］をク
リックします。

14インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが「プ
リンタ」ウィンドウに表示されていることを確認し、CD-ROM を
CD-ROM ドライブから取り出します。

プリンタードライバーのインストールが完了しました。
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Windows Me/98 SE にプリンタの追加ウィザードでインストールす
る

�
ご注意）
本機とコンピューターをUSB ケーブルで接続している場合は、本
機の電源をオフにしてプリンタードライバーをインストールしてく
ださい。電源をオンにしていると、プラグアンドプレイ機能による
「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

Windows 98SE のコンピューターはUSB インターフェイスで接
続できません。ネットワークでのみ接続できます。

1 Windows が起動している状態で、プリンタードライバーのCD-
ROM をコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。

2 Windows の［スタート］ボタンをクリックし、「設定」－「プリン
タ」を選択します。

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。

3「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。

「プリンタの追加ウィザード」が起動します。

4［次へ］をクリックします。
163/163f 2-41



2 プリンタードライバーのインストール
5「ローカルプリンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。

�
メモ）
ネットワーク環境で使用するためには、接続ポートをネットワーク
ポートに設定する必要があります。ポートの設定はインストール後
でも行えるため、ここではプリンタードライバーをローカル接続の
方法でインストールします。ポートの設定方法については、「コン
ピューターと本機をネットワーク接続する」（p. 3-16）をごらんく
ださい。

6［ディスク使用］をクリックします。
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7［参照］をクリックし、CD-ROM 内の「￥Driver￥WIN98_ME￥

Japanese」を選択し、［OK］をクリックします。

8 もう一度［OK］をクリックします。

9「製造元のファイルのコピー元」を確認し、［OK］をクリックしま
す。

10インストールするプリンターを選択し、［次へ］をクリックします。
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11使用するポートに「LPT1:」を選択し、［次へ］をクリックします。

12［完了］をクリックします。

13インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが「プ
リンタ」ウィンドウに表示されていることを確認し、CD-ROM を
CD-ROM ドライブから取り出します。

プリンタードライバーのインストールが完了しました。

プリンタードライバーをプリンタの追加ウィザードで再インストールす
る

1 本機とコンピューターを接続しない状態もしくは、接続されている
場合は本機の電源がオフの状態でプリンタードライバーをアンイン
ストールし、コンピューターを再起動します。

� 詳しくは、「プリンタードライバーのアンインストール」
（p. 2-45）をごらんください。

2「プリンタの追加ウィザード」で、プリンタードライバーを再インス
トールします。
2-44 163/163f



プリンタードライバーのインストール 2
2.6 プリンタードライバーのアンインストール

�
メモ）
Windows XP/Server 2003/Vista/2000 の場合は、
Administrator 権限のあるユーザー名でログオンしてプリンタード
ライバーを削除してください。

TWAIN ドライバーの削除については、TWAIN ドライバーのユー
ザーズガイドをごらんください。

プリンターを削除する

1「プリンタと FAX」ウィンドウ（Windows Vista/2000/Me/98 
SE の場合は「プリンタ」ウィンドウ）を表示します。

� Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］ボタンをク
リックして、「プリンタと FAX」を選択します。

� Windows Vista の場合は、［スタート］をクリックして「コント
ロールパネル」を開き、「ハードウェアとサウンド」の「プリン
タ」をクリックします。

� Windows 2000/Me/98 SE の場合は、［スタート］ボタンをク
リックして、「設定」－「プリンタ」を選択します。

�
メモ）
Windows XP/Server 2003 で［スタート］メニューに「プリンタ
と FAX」が表示されていない場合は、［スタート］メニューから
「コントロールパネル」を開き、「プリンタとその他のハードウェア」
を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。

Windows Vista で「コントロールパネル」がクラシック表示に
なっている場合は、「プリンタ」をダブルクリックします。

2 本機のプリンター名を選択し、キーボードの［Delete］キーで削除
します。

� 関連ファイルを削除するメッセージが表示された場合は、削除
します。

� Windows XP/Server 2003/Vista/2000 をお使いの場合は、
手順 3 へ進みます。

� Windows Me/98 SE をお使いの場合は、手順7 へ進みます。
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3「サーバーのプロパティ」を開きます。

� Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、「ファイル」メ
ニューをクリックし、「サーバーのプロパティ」をクリックしま
す。

� Windows Vista の場合は、「プリンタ」ウィンドウの何もない部
分を右クリックし、「管理者として実行」－「サーバーのプロパ
ティ」をクリックします。

4「ドライバ」タブをクリックします。

5「インストールされたプリンタドライバ」一覧から、削除したいプリ
ンタードライバーを選択し、［削除］をクリックします。

� Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、手順7に進みま
す。

� Windows Vista の場合は、手順6に進みます。

6 削除の対象を確認する画面で「ドライバとパッケージを削除する」
を選択して、［OK］をクリックします。

7 削除の確認画面で［はい］をクリックします。

� Windows Vista の場合は、さらに削除を確認する画面が表示さ
れますので［削除］をクリックします。

8 開いているウィンドウを閉じます。

9 コンピューターを再起動します。
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関連するファイルを削除する

「プリンタと FAX」ウィンドウからプリンタードライバーを削除して
も、機種情報ファイルはコンピューターに残ります。

Windows XP/Server 2003 をお使いの場合、同一バージョンのプリ
ンタードライバーを再インストールしても、ドライバーが書き替えでき
ない場合があります。プリンタードライバーを再インストールしても更
新されない場合は、次の手順で機種情報ファイルも削除してください。

1 次のフォルダーを開きます。

� 「C:￥WINDOWS￥system32￥spool￥drivers￥w32x86」

�
メモ）
コンピューターの設定によっては、「Windows」フォルダーの内容
を非表示にしている場合があります。画面の指示に従い表示する設
定にしてください。

2 本機の名前を含むフォルダーがあれば、そのフォルダーごと削除し
ます。

� ただし、GDI プリンタードライバーとPCLプリンタードライ
バーの両方がインストールされている場合は、両方の機種情報
が削除されます。一方のドライバーを残す場合は削除しないで
ください。

3 次のフォルダーを開きます。

� 「C:￥WINDOWS￥inf」

�
メモ）
コンピューターの設定によっては、「inf」フォルダーが非表示に
なっている場合があります。「ツール」メニューの「フォルダオプ
ション」の「表示」タブで「すべてのファイルとフォルダを表示す
る」に変更してください。

4 本機の情報を含む「oem*.inf」と「oem*.PNF」を削除します。

� 「oem*.inf」と「oem*.PNF」のファイル名の「*」は番号を示
し、番号はコンピューターの環境により異なります。削除する
前に inf ファイルを開いて、最後の数行に記述してある機種名を
確認し、該当機種のファイルであることを確認してください。
PNFファイルは inf ファイルと同じ番号となります。

5 コンピューターを再起動します。
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3 ネットワークプリンティング
本章では、イメージコントローラを装着して、本機をネットワークプリ
ンターとして使用する方法を説明します。

3.1 ネットワークプリント方法を選択する
イメージコントローラを装着することでいくつかのネットワークプリン
ト方法が可能となります。ここでは、コンピューターと、本機をネット
ワーク接続する方法を説明します。その中から、お使いのオペレーティ
ングシステム（OS）により、お客様に使用可能なネットワークプリン
ト方法を選択していただきます。

Windows OSをお使いの場合

ピアツーピアプリント

適用OS：Windows98 SE / Windows Me

bizhub 163/163f

TCP/IP プロトコル

IC-206

お使いのコンピューター
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3 ネットワークプリンティング
� ピアツーピアユーティリティを使用して、コンピューターと本機を
ネットワーク接続します。コンピューターは、クライアント機、
サーバー機の区別がないため、小規模 LANでのネッワーク接続に
向いています。ピアツーピアユーティリティはプリンタードライ
バーをインストールするとお使いのコンピューターにインストール
されます。

LPR プリント / PORT9100 プリント

適用OS：Windos2000 / Windows XP / Windows Sever 2003 / 
Windows Vista

LPR プリント

� LPR （ラインプリンターリモート）プリントサービスによりコン
ピューターと本機をネットワーク接続します。

� LPR プリントサービスはOSが標準でサポートしています。
� TCP/IP ポートを使用し、印刷プロトコルに LPRを使用します。

PORT9100 プリント

� PORT9100 プリントサービスによりコンピューターと本機をネッ
トワーク接続することができます。

� PORT9100 プリントサービスはOSが標準でサポートしています。
� TCP/IP ポートを使用し、印刷プロトコルにRAWを使用します。

bizhub 163/163f

IC-206

お使いのコンピューター

TCP/IP （LPR/RAW）
プロトコル
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IPP プリント

適用OS：Windos2000 / Windows XP / Windows Sever 2003 / 
Windows Vista

� IPP （Internet Printing Protocol）プリントサービスによりコン
ピューターと本機をネットワーク接続します。

� IPP プリントサービスはOSが標準でサポートしています。
� TCP/IP プロトコルのひとつであるHTTP（Hyper Text Transfer 

Protocol）で通信します。企業や組織では、不正アクセスを防止す
るためファイアウォール設置していることがありますが、一般的に
HTTP はファイアウォールを通過できる設定がされています。した
がってHTTP を使用して通信する IPP 接続では、コンピューター
から、ファイアウォールの外にあるプリンターでプリントすること
ができます。

bizhub 163/163f

IC-206 TCP/IP （HTTP）プロトコル

インターネット

アクセスアクセス

アクセス
お使いの

コンピューター
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3 ネットワークプリンティング
NetWare 環境 （NetWare サーバー／ Windows クライアント）をお
使いの場合

NetWare 環境をお使いの場合、Windows コンピューターを
NetWare クライアントとして使用し、NetWare サーバーを経由して
本機でプリントすることができます。

bizhub 163/163f

TCP/IP プロトコル
もしくは

IPX/SPXプロトコル

NetWare サーバー

NetWare クラ
イアントPC
（Windows
コンピュータ）

IC-206
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NetWare サーバーと本機の接続方法

NetWare サーバーと本機をネットワーク接続する場合、以下の方法が
サポートされています。

�
メモ）
NetWare 環境でGDI プリンタードライバーを使用する場合は、
OSにマイクロソフト社が提供する修正プログラムを適用する必要
があります。下記のURLにアクセスして修正プログラムを適用し
てください。

http：//support.microsoft.com/kb/884897/jp

NetWare バージョン プロトコル エミュレーション サービスモード

NetWare 4.x IPX NDS / Bindery Pserver / 
Nprinter

NetWare 5.x / 6 IPX NDS / Bindery Pserver / 
Nprinter

TCP/IP NDPS（lpr）
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3.2 セットアップ作業を確認する
ここでは、ご利用になるネットワークプリント方法ごとに、どのような
セットアップ作業が必要かをフロー形式で説明しています。

ピアツーピアプリント

1 ネットワークケーブルを接続します（「ローカルエリアネットワーク
（LAN）への接続のしかた」（p. 1-12）をごらんください）。

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
ウェイの設定を行います（「IPアドレスの設定」（p. 3-9）をごらん
ください）。

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント」
（p. 3-14）をごらんください）。

4 プリンタードライバーをインストールします。プリンタードライ
バーをインストールするとピアツーピアユーティリティがインス
トールされます。

� PCL ドライバーをインストールする場合は、「プリンタの追加
ウィザードを使ってプリンタードライバーをインストールする」
（p. 2-23）をごらんください。

� GDI ドライバーをインストールする場合は、本機に同梱されて
いるユーザーズガイド 「bizhub 163/163f GDI プリンタード
ライバー」をごらんください。

�
ご注意）
Windows 98 SE 、Windows Me 以外のオペレーティングシステ
ムをお使いの場合は、ピアツーピアユーティリティはインストール
されません。

5 コンピューターにネットワークポートを追加します（「コンピュー
ターと本機をネットワーク接続する」（p. 3-16）をごらんくださ
い）。
3-6 163/163f



ネットワークプリンティング 3

LPR / PORT9100 プリント

1 ネットワークケーブルを接続します（「ローカルエリアネットワーク
（LAN）への接続のしかた」（p. 1-12）をごらんください）。

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
ウェイの設定を行います（「IPアドレスの設定」（p. 3-9）をごらん
ください）。

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント」
（p. 3-14）をごらんください）。

4 プリンタードライバーをインストールします。

� PCL ドライバーをインストールする場合は、「プリンタの追加
ウィザードを使ってプリンタードライバーをインストールする」
（p. 2-23）をごらんください。

� GDI ドライバーをインストールする場合は、本機に同梱されて
いるユーザーズガイド 「bizhub 163/163f GDI プリンタード
ライバー」をごらんください。

5 コンピューターにネットワークポートを追加します（「コンピュー
ターと本機をネットワーク接続する」（p. 3-16）をごらんくださ
い）。

IPP プリント

1 ネットワークケーブルを接続します（「ローカルエリアネットワーク
（LAN）への接続のしかた」（p. 1-12）をごらんください）。

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
ウェイの設定を行います（「IPアドレスの設定」（p. 3-9）をごらん
ください）。

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント」
（p. 3-14）をごらんください）。

4 プリンタードライバーをインストールします。ネットワークポート
の指定は、ドライバーのインストール時に行います。

� ネットワークポートの指定については、「コンピューターと本機
をネットワーク接続する」（p. 3-16）をごらんください。

� PCL ドライバーをインストールする場合は、「プリンタの追加
ウィザードを使ってプリンタードライバーをインストールする」
（p. 2-23）をごらんください。
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� GDI ドライバーをインストールする場合は、本機に同梱されて
いるユーザーズガイド 「bizhub 163/163f GDI プリンタード
ライバー」をごらんください。

NetWare サーバー／クライアント（ NDPS 以外）

1 ネットワークケーブルを接続します。（「ローカルエリアネットワー
ク（LAN）への接続のしかた」（p. 1-12）をごらんください）

2 本機をNetWare サーバーに接続するための設定を行います。（「コ
ンピューターと本機をネットワーク接続する」（p. 3-16）をごらん
ください）

3 NetWare クライアントからNetWare サーバー経由でプリントで
きるように設定します。（「コンピューターと本機をネットワーク接
続する」（p. 3-16）をごらんください）

NetWare サーバー／クライアント（ NDPS ）

1 ネットワークケーブルを接続します。（「ローカルエリアネットワー
ク（LAN）への接続のしかた」（p. 1-12）をごらんください）

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
ウェイの設定を行います。（「IPアドレスの設定」（p. 3-9）をごら
んください）

3 設定情報をプリントし、設定を確認します。（「設定情報のプリント」
（p. 3-14）をごらんください）

4 本機をNetWare サーバーに接続するための設定を行います。（「コ
ンピューターと本機をネットワーク接続する」（p. 3-16）をごらん
ください）

5 NetWare クライアントからNetWare サーバー経由でプリントで
きるように設定します。（「コンピューターと本機をネットワーク接
続する」（p. 3-16）をごらんください）
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3.3 IP アドレスの設定
本機の操作パネルから本機に IPアドレスを割り当てます。

�
メモ）
IP アドレスの設定は必ずネットワーク管理者の指示に従ってくださ
い。

IPアドレスの設定は、設定メニューの管理者設定で行います。

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「管理者設定」を選択し、【OK】を押しま
す。
163/163f 3-9



3 ネットワークプリンティング
3 管理者番号を入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「000000」です。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

4【▼】、【▲】を押して、「ネットワーク設定」を選択し、【OK】を押
します。

＜bizhub163 ＞

＜ bizhub163f ＞
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5 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押して、「IP アドレス」

を選択し、【OK】を押します。

6【▼】、【▲】を押して、「自動設定」または「固定」を選択し、
【OK】を押します。

� 「自動設定」を選択すると、DHCP サーバーから自動的に IP ア
ドレスを取得します。「受付けました」と表示されたあと、ネッ
トワーク設定画面に戻ります。

� 「固定」を選択すると、IP アドレス入力画面が表示されます。手
順 7へ進みます。

�
メモ）
「自動設定」は、ネットワーク内にDHCPサーバーがある場合のみ
有効です。「自動設定」を選択したときは、サブネットマスク、ゲー
トウェイを設定する必要はありません。
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7 テンキーで IP アドレスを入力し、【OK】を押します。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

8 テンキーでサブネットマスクを入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
「サブネットマスク」については、ネットワーク管理者に問い合わせ
てください。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア / ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。
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9 テンキーでゲートウェイを入力します。

�
メモ）
「ゲートウェイ」については、ネットワーク管理者に問い合わせてく
ださい。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア / ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

10【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま
す。

11操作パネルの【リセット】を押します。

次の画面が表示されたら、本機の電源をオフ／オンして、本機を再
起動させてください。

�
ご注意）
設定を有効にするには、本機の電源をオフ／オンして、再起動する
必要があります。
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3.4 設定情報のプリント
設定情報をプリントし、設定内容を確認することができます。

1 操作パネルで、【確認】キーを押します。

確認モード画面が表示されます。

2【▼】、【▲】を押して、「レポート出力」を選択し、【OK】を押しま
す。

レポート出力画面が表示されます。

3【▼】、【▲】を押して、「プリンタ設定」を選択します。
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4【OK】を押します。

「プリンタ：印字中」と表示され、設定情報がプリントされます。

�
メモ）
「フォントリスト」を選択するとプリンターフォントの一覧が確認で
きます。
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3.5 コンピューターと本機をネットワーク接続する
コンピューターと本機をネットワーク接続し、コンピューターから、
ネットワーク経由で本機にプリントジョブを送信できるように設定を行
います。

この章では、以下の接続方法を説明しています。

� ピアツーピア プリント
Windows 98 SE/ Windows Me

� LPR プリント
Windows 2000

� PORT9100 プリント
Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista

� IPP プリント
Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista

� NetWare サーバーと本機の接続
NetWare 4.x / 5.x / 6 プリントサーバーモード設定

NetWare 4.x / 5.x / 6 リモートプリンターモード設定

NetWare 5.x / 6 Novell Distributed Print Service（NDPS）
の設定

NetWare クライアント（Windows）の印刷設定

ピアツーピアプリント

対象OS：Windows 98 SE/ Windows Me

�
ご注意）
設定を行う前に、以下の準備ができていることを必ず確認してくだ
さい。

� コンピューターがTCP/IP プロトコルで通信できる状態であること。
� 本機がTCP/IP プロトコルで通信できる状態であること。
� コンピューターにプリンタードライバーがインストールされている

こと。
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（プリンタードライバーのインストールについては、PCL ドライ
バーをインストールする場合は、「プリンタの追加ウィザードを使っ
てプリンタードライバーをインストールする」（p. 2-23）をごらん
ください。GDI ドライバーをインストールする場合は、本機に同梱
されているユーザーズガイド「bizhub 163/163f GDI プリンター
ドライバー」をごらんください。）

1［スタート］-［設定］-［プリンタ］を順に選択して、「プリンタ」
フォルダを開きます。

2 インストールしたプリンターアイコンを右クリックします。
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3［プロパティ］をクリックして、プロパティダイアログボックスを開
きます。

4「詳細」シートを開き、［ポートの追加］をクリックします。
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5「その他」を選択し、追加のポートの種類に表示されている
「Peer2Peer」を選択します。

6［OK］をクリックします。

7 本機の IP アドレスを入力し、［OK］をクリックします。

8［適用］または［OK］をクリックします。
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LPRプリント

対象OS：Windows 2000 

�
ご注意）
設定を行う前に、以下の準備ができていることを必ず確認してくだ
さい。

� コンピューターがTCP/IP プロトコルで通信できる状態であること。
� 本機がTCP/IP プロトコルで通信できる状態であること。
� コンピューターにプリンタードライバーがインストールされている

こと。
（プリンタードライバーのインストールについては、PCL ドライ
バーをインストールする場合は、「プリンタの追加ウィザードを使っ
てプリンタードライバーをインストールする」（p. 2-23）をごらん
ください。GDI ドライバーをインストールする場合は、本機に同梱
されているユーザーズガイド「bizhub 163/163f GDI プリンター
ドライバー」をごらんください。）

1［スタート］-［設定］-［プリンタ］を順に選択して、「プリンタ」
フォルダを開きます。
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2 インストールしたプリンターアイコンを右クリックします。

3［プロパティ］をクリックして、プロパティダイアログボックスを開
きます。
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4「ポート」シートを開き、［ポートの追加］をクリックします。

5「プリンタポート」ダイアログボックスで、Standard TCP/IP 
Port を選び、［新しいポート］をクリックします。
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6 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードが起動したら、［次

へ］をクリックします。

7 プリンタ名または IP アドレスに、本機の IP アドレスを入力し、
［次へ＞］をクリックします。
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8 カスタムを選択し、［設定］をクリックします。

9 プロトコルの LPR を選択し、キュー名ボックスに LPR 設定の
キュー名を入力し、［OK］をクリックします。

�
メモ）
キュー名は、英字で始まる半角文字を入力してください（例：
print ）。
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10［次へ］ボタンをクリックします。

11［完了］ボタンをクリックします。

12［閉じる］ボタンをクリックします。
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13［閉じる］または［適用］ボタンをクリックします。

PORT9100 プリント

対象OS：Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003/
Windows Vista

�
ご注意）
設定を行う前に、以下の準備ができていることを必ず確認してくだ
さい。

� コンピューターがTCP/IP プロトコルで通信できる状態であること。
� 本機がTCP/IP プロトコルで通信できる状態であること。
� コンピューターにプリンタードライバーがインストールされている

こと。
（プリンタードライバーのインストールについては、PCL ドライ
バーをインストールする場合は、「プリンタの追加ウィザードを使っ
てプリンタードライバーをインストールする」（p. 2-23）をごらん
ください。GDI ドライバーをインストールする場合は、本機に同梱
されているユーザーズガイド「bizhub 163/163f GDI プリンター
ドライバー」を参照してください。）
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1 Windows 2000 の場合は、［スタート］-［設定］-［プリンタ］を

順に選択して、「プリンタ」フォルダを開きます。

Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］-［コントロー
ルパネル］-［プリンタとその他のハードウェア］-［インストール
されているプリンタまたは FAX プリンタを表示する］を順に選択
して、「プリンタと FAX」フォルダを開きます。
Windows Vista の場合は、［スタート］-［コントロールパネル］-
［ハードウェアとサウンド］-［プリンタ］を順に選択して、「プリン
タ」フォルダを開きます。

2 プリンターアイコンを右クリックします。
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3［プロパティ］をクリックして、プロパティダイアログボックスを開
きます。

4「ポート」シートを開き、［ポートの追加］をクリックします。
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5「プリンタポート」ダイアログボックスで、Standard TCP/IP 

Port を選び、［新しいポート］ボタンをクリックします。

6 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードが起動したら、［次
へ］をクリックします。
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7 プリンタ名または IP アドレスに、本機の IP アドレスを入力し、
［次へ］をクリックします。

8 カスタムを選択し、［設定］をクリックします。

9 プロトコルのRAW を選択します。
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10RAW 設定で、ポート番号に9100 と入力し、［OK］をクリックし

ます。

11［次へ］をクリックします。
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12［完了］をクリックします。

13［閉じる］をクリックします。

14［閉じる］または［適用］をクリックします。
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IPP プリント

対象OS：Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista

�
メモ）
IPP の利用に際しては、PageScope Web Connection
（PSWC）で IPPの設定項目が有効になっている必要があります。
「PageScope Web Connection から IPP関連の設定の確認」
（p. 3-34）をごらんください。

�
ご注意）
設定を行う前に、以下の準備ができていることを必ず確認してくだ
さい。

� コンピューターがTCP/IPプロトコルで通信できる状態であること。
� 本機が TCP/IP プロトコルで通信できる状態であること。
� コンピューターにプリンタードライバーがインストールされている

こと。
（プリンタードライバーのインストールについては、PCL ドライ
バーをインストールする場合は、「プリンタの追加ウィザードを使っ
てプリンタードライバーをインストールする」（p. 2-23）をごらん
ください。GDI ドライバーをインストールする場合は、本機に同梱
されているユーザーズガイド「bizhub 163/163f GDI プリンター
ドライバー」を参照してください。）
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PageScope Web Connection から IPP関連の設定の確認

PageScope Web Connection については、「PageScope Web 
Connection の使いかた」（p. 11-1）をごらんください。

1 PageScope Web Connection を起動します。

2 パスワードを入力し、管理者モードにログインします。

�
メモ）
パスワードについては、ネットワーク管理者に問い合わせてくださ
い。
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3「ネットワーク」タブをクリックし、「IPP情報」メニューを選択し

ます。

4 IPP を有効とするがチェックされていることを確認してください。
チェックがされていないと IPP プリントができません。
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IPP プリント接続

IPP プリント接続を行います。IPP プリント接続をセットアップする場
合、プリンタードライバーのインストールから始める必要があります。
（プリンタードライバーのインストールについては、PCL ドライバーを
インストールする場合は、「プリンタの追加ウィザードを使ってプリン
タードライバーをインストールする」（p. 2-23）をごらんください。
GDI ドライバーをインストールする場合は、本機に同梱されている
ユーザーズガイド「bizhub 163/163f GDI プリンタードライバー」を
参照してください。）

1 Windows 2000 の場合は、［スタート］-［設定］-［プリンタ］を
順に選択して、「プリンタ」フォルダを開きます。

Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］-［コントロー
ルパネル］-［プリンタとその他のハードウェア］-［インストール
されているプリンタまたは FAX プリンタを表示する］を順に選択
して、「プリンタと FAX」フォルダを開きます。
Windows Vista の場合は、［スタート］-［コントロールパネル］-
［ハードウェアとサウンド］-［プリンタ］を順に選択して、「プリン
タ」フォルダを開きます。
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2 プリンター追加ウィザードを起動します。［次へ］をクリックしま

す。

3「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されて
いるプリンタ」を選択します。［次へ］をクリックします。

4「インターネット上または自宅 /会社のネットワーク上のプリンター
に接続する」を選択します。

5 URLフィールドに http:// 本機の IPアドレス /ipp.cgi を入力しま
す。

� （例）本機の IP アドレスが、192.168.1.20 の場合

http://192.168.1.20/ipp.cgi

6［次へ］をクリックすると、確認メッセージが表示されます。
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7［OK］を選択します。

8 画面に表示される指示に従って、プリンタードライバーのインス
トールを完了します。

IPP プリントNetWare サーバーと本機の接続

NetWare サーバーと本機の接続方法

NetWare 4.x / 5.x / 6 プリントサーバーモード設定

1 Admin 権限でログインします。

2 NWadmin を起動します。

3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、
ツールメニューより「プリントサービスクイックセットアップ」を
選択します。

4 プリントサーバー名、プリンター名、プリントキュー名、ボリュー
ム名を入力し、プリンターのタイプ名を「その他／不明」に設定し
て、保存します。

�
メモ）
キューを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、複数
のキューの割り当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを
参照して、必要に応じて設定してください。

5 PageScope Web Connection を起動し、管理者モードの「ネッ
トワーク」タブをクリックし、「NetWare 情報」メニューを選択し
て、以下のように本機の設定を行ってください。

� PageScope Web Connection については、「PageScope 
Web Connection の使いかた」（p. 11-1）を参照してくださ
い。

6 NetWare サーバーのコンソールで、MONITER.NLM をロードし
てください。

NetWare バージョン プロトコル エミュレーション サービスモード

NetWare 4.x IPX NDS / Bindery Pserver / 
Nprinter

NetWare 5.x / 6 IPX NDS / Bindery Pserver / 
Nprinter

TCP/IP NDPS（lpr）
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7 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成したPServer が

接続していることを確認してください。

〔＊〕印の設定を変更した場合は、本機の電源スイッチをオフ／オン し
てください。

NetWare 4.x / 5.x / 6 リモートプリンターモード設定

1 Admin 権限でログインします。

2 NWadmin を起動します。

3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、
ツールメニューより「プリントサービスクイックセットアップ」を
選択します。

4 プリントサーバー名、プリンター名、プリントキュー名、ボリュー
ム名を入力し、プリンターのタイプ名を「リモートパラレル、
LTP1」に設定して、保存します。

設定項目 NDS Bindery

NetWare 設定〔＊〕 有効（チェックをつけると有効になります）

フレームタイプ〔＊〕 自動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを
選択してください）

プリントサーバ名 手順 4 で作成したプリントサーバー名

NDS コンテキストネーム PServer を接続するコンテ
キスト名

設定不要

パスワード NetWare サーバー側で設定している場合のみ設定してく
ださい

パスワードの再入力 NetWare サーバー側で設定している場合のみ設定してく
ださい

ファイルサーバ 設定不要 Pserver を接続するファイ
ルサーバー名

NDS ツリー Pserver がログインするツ
リー名

設定不要

キュースキャン間隔〔＊〕 1（必要に応じて変更してください）

モード〔＊〕 Pserver

プリンターナンバー 1（設定に応じて変更してください）

コネクションモード Directory Services Bindry
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�
メモ）
キューを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、複数
のキューの割り当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを
参照して、必要に応じて設定してください。

5 PageScope Web Connection を起動し、管理者モードの「ネッ
トワーク」タブをクリックし、「NetWare 情報」メニューを選択し
て、以下のように本機の設定を行ってください。

� PageScope Web Connection については、「PageScope 
Web Connection の使いかた」（p. 11-1）を参照してくださ
い。

6 NetWare サーバーのコンソールで、PSERVER.NLM をロードし
てください。

7 NetWare サーバーのコンソールで、プリントサーバー画面を表示
し接続しているプリンター0に手順 4で入力したプリンター名が
「ジョブの待機中」になっていることを確認してください。

〔＊〕印の設定を変更した場合は、本機の電源スイッチをオフ／オン し
てください。

設定項目 NDS Bindery

NetWare 設定〔＊〕 有効（チェックをつけると有効になります）

フレームタイプ〔＊〕 自動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを
選択してください）

プリントサーバ名 手順 4 で作成したプリントサーバー名

NDS コンテキストネーム Pserver を接続するコンテ
キスト名

設定不要

パスワード NetWare サーバー側で設定している場合のみ設定してく
ださい

パスワードの再入力 NetWare サーバー側で設定している場合のみ設定してく
ださい

ファイルサーバ 設定不要 Pserver を接続するファイ
ルサーバー名

NDS ツリー Pserver がログインするツ
リー名

設定不要

キュースキャン間隔〔＊〕 1（必要に応じて変更してください）

モード〔＊〕 Nprinter

プリンターナンバー 1（設定に応じて変更してください）

コネクションモード Directory Services Bindry
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NetWare 5.x / 6 Novell Distributed Print Service（NDPS）の設定

�
メモ）
NDPS に関する設定を行う前に、NDPS Broker と NDPS マネー
ジャが作成、ロードされていることを確認してください。

NetWare サーバーで TCP/IP プロトコルが設定されていることを
確認し、コントローラーに IP アドレスが設定され、起動しているこ
とを確認してから作業を行ってください。

NDPS プリンターエージェントの作成

1 Admin 権限でログインします。

2 NWadmin を起動します。

3 プリンターエージェントを作成する［組織］、または、［部門］コン
テナを右クリックし、「作成」より「NDPS Printer」を選択しま
す。

4「NDPS プリンター名」欄に、プリンター名を入力します。

5「プリンターエージェントのソース」欄で、「新規プリンターエー
ジェントを作成する」を選択し、［作成］をクリックします。

6「プリンターエージェント名」を確認し、「NDPS マネージャ」欄
で、NDPS マネージャをブラウズし、登録します。

7「ゲートウェイタイプ」で、「Novell プリンターゲートウェイ」を選
択し、登録します。

8 Novell PDSの設定ウィンドウで、プリンター「（なし）」、ポートハ
ンドラ「Novell ポートハンドラ」を選択し、登録します。

9「接続タイプ」で、「リモート（IP 上で LPR）」を選択し登録しま
す。

10コントローラーに設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリ
ンター名にキュー名を入力して登録を終了してください。（キュー名
登録例：print）

11プリンタードライバーの登録画面が現れますが、各OS とも「な
し」を選択して登録を終了してください。
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�
メモ）
プリンターを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、
キューの割り当ては、NetWare のドキュメントを参照して、必要
に応じて設定してください。

NetWare クライアント（ Windows）の印刷設定

1［スタート］-［設定］-［プリンタ］画面でプリンターの追加をダブ
ルクリックします。

2 印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名
（またはNDPS プリンター名）を指定します。

3 プリンタードライバーを選択します。

4 ウィザードにしたがってインストールを完了します。
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4 プリンタードライバーの設定
コンピューターから印刷するときにプリンタードライバーで設定できる
機能について説明します。

4.1 プリンタードライバーの設定画面

設定画面の表示

Windows の「プリンタと FAX」ウィンドウ（Windows Vista/2000/
Me/98 SE の場合は「プリンタ」ウィンドウ）からプリンターを選択
し、プリンタードライバーの設定ダイアログボックスを表示させます。
このダイアログボックスで行った設定は、すべてのアプリケーションソ
フトウェアで適用されます。

1 Windows の「プリンタと FAX」（または「プリンタ」）ウィンドウ
を開きます。

� Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリック
して、「プリンタと FAX」をクリックします。

� Windows Vista の場合は、［スタート］をクリックして「コント
ロールパネル」を開き、「ハードウェアとサウンド」の「プリン
タ」をクリックします。

� Windows 2000/Me/98 SE の場合は、［スタート］をクリック
し、「設定」－「プリンタ」を選択します。

2「プリンタと FAX」（または「プリンタ」）ウィンドウで「KONICA 
MINOLTA 163 PCL」アイコンを選択します。

3 プリンタードライバー設定画面を指定します。

� Windows XP/Server 2003/Vista/2000 の場合は、インストー
ルしたプリンターのアイコンを右クリックして「印刷設定」を
選択します。

� Windows Me/98 SE の場合は、「ファイル」メニューから「プ
ロパティ」を選択します。
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次のようなプリンタードライバーの設定ダイアログボックスが表示され
ます。

�
メモ）
プリントするジョブごとに設定を変更する場合は、アプリケーショ
ンソフトウェアで「印刷」などの機能を指定したときに表示される
「印刷」画面で［プロパティ］（または［詳細設定］）をクリックして
ください。「印刷」画面のプロパティで設定した内容は、一時的な設
定となり、アプリケーションソフトウェアを終了すると、プリン
タードライバーの設定ダイアログボックスの設定にもどります。

変更したドライバーの設定値を登録しておき、必要に応じて呼び出
す「かんたん設定」機能もあります。「かんたん設定」機能について
は、「設定の登録（かんたん設定）」（p. 4-8）をごらんください。

Windows XP/Server 2003/Vista/2000 で「オプション」タブを
表示するときは、「プリンタと FAX」（または「プリンタ」）ウィン
ドウでインストールしたプリンターのアイコンを右クリックして
「プロパティ」を選択します。
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印刷設定画面

プリンタードライバーの設定ダイアログボックスからは印刷機能を指定
できます。

�
メモ）
Windows XP/Server 2003/Vista/2000 で印刷設定画面を表示す
るときは、「プリンタと FAX」（または「プリンタ」）ウィンドウで
インストールしたプリンターのアイコンを右クリックして「印刷設
定」を選択します。

Windows Me/98 SE で印刷設定画面を表示するときは、「プリン
タ」ウィンドウの「ファイル」メニューから「プロパティ」を選択
します。
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タブ名 項目名 機能

セットアッ
プ

印刷方向 原稿の用紙方向を設定します。

用紙サイズ 原稿の用紙サイズを設定します。

不定形サイズ設定 ユーザー定義の用紙サイズを設定します。

出力用紙サイズ 印刷する用紙サイズを設定します。原稿サイズ
と異なる場合は、自動的に拡大、縮小されま
す。

ズーム 拡大・縮小率を設定します。

部数 印刷する部数を設定します。

印刷順 複数部数を、部数ごと印刷するかページ順に印
刷するかを設定します。

給紙トレイ 使用する給紙トレイを選択します。

用紙種類 使用する用紙種類を選択します。

出力方法 出力方法を選択します。

レイアウト ページ割付 複数ページの文書を 1 枚の用紙に割付けて印刷
します。

ページ割付詳細 ページ割付の詳細として、割付順序やページ枠
の印刷を設定します。

ページ単位
設定

オモテ表紙 表紙をつけて印刷します。

給紙トレイ 表紙を給紙するトレイを選択します。

用紙種類 表紙の用紙種類を選択します。

ウラ表紙 ウラ表紙をつけて印刷します。

給紙トレイ ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。

用紙種類 ウラ表紙の用紙種類を選択します。

ウォーター
マーク

ウォーターマーク 文書にウォーターマーク（文字スタンプ）を重
ね合わせてプリントします。

1ページ目のみ ウォーターマークの印刷を最初のページのみに
設定します。

新規 ウォーターマークを作成します。

編集 ウォーターマークを変更します。

削除 ウォーターマークを削除します。

画像品質 解像度 印刷解像度を設定します。

調整 明るさやコントラストを設定します。

フォント設定 印刷時に、TrueType フォントを使うか、プリ
ンターフォントを使うかを設定します。

トナーセーブ トナーの消費をおさえて印刷します。

バージョン ― バージョン情報を表示します。
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プロパティ画面

プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスからはオプショ
ンの装着状態を指定できます。

�
ご注意）
本機に装着されているオプションが「オプション」タブで設定され
ていないと、プリンタードライバーでオプションの機能を使用でき
ません。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってくだ
さい。

�
メモ）
「オプション」タブを表示するときは、「プリンタと FAX」（または
「プリンタ」）ウィンドウでインストールしたプリンターのアイコン
を右クリックして「プロパティ」を選択します。

タブ名 項目名 機能

オプション オプション 装着している給紙トレイを設定します。

メモリ 装着しているメモリ容量を設定します。
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4.2 「オプション」タブ
オプションの装着状態を設定し、本機の機能をプリンタードライバーか
ら使用可能にします。

�
ご注意）
本機に装着されているオプションが「オプション」タブで設定され
ていないと、プリンタードライバーでオプションの機能を使用でき
ません。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってくだ
さい。

�
メモ）
「オプション」タブを表示するときは、「プリンタと FAX」（または
「プリンタ」）ウィンドウでインストールしたプリンターのアイコン
を右クリックして「プロパティ」を選択します。

オプション

装着している給紙トレイを設定します。

「オプション」の一覧から装着しているトレイをダブルクリックすると、
装着状態になります。再度ダブルクリックすると「なし」にもどりま
す。

メモリ

装着しているメモリ容量を設定します。

「メモリ」の右側の［▼］をクリックし、装着している容量を選択しま
す。
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4.3 共通操作
ここでは、ダイアログボックスで共通のボタンや、各タブに共通の設定
について説明します。実際に表示されるボタンは、OS によって異なる
場合があります。

共通項目

ボタン名 機能

OK このボタンをクリックすると、変更した設定を有効にして、設定画
面を閉じます。

キャンセル このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャンセル）
にして、設定画面を閉じます。

適用 このボタンをクリックすると、設定画面を閉じずに、変更した設定
内容を有効にします。
このボタンは、アプリケーションソフトウェアの「印刷」画面から
［プロパティ］（または［詳細設定］）で呼び出した設定画面には表示
されません。

ヘルプ このボタンをクリックすると、表示されている画面の各項目につい
てのヘルプが表示されます。

ビュー 用紙設定または本機の状態を表示します。
ビューの左下のボタンは［用紙ビュー］／［本体ビュー］と切換わ
り、ビューを選択できます。
［用紙ビュー］を選択すると、現在の設定でのページレイアウトのサ
ンプルが表示され、プリント結果のイメージを確認できます。
［本体ビュー］を選択すると、現在本機に装着設定されている給紙ト
レイなどのオプションを含むプリンター構成の図が表示され、「セッ
トアップ」タブの「給紙トレイ」で選択されている給紙トレイが水
色で表示されます。

かんたん設定 現在の設定を登録し、あとでその設定を呼び出すことができます。

用紙ビュー 本体ビュー
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設定の登録（かんたん設定）

現在の設定を登録し、あとでもう一度その設定を使用したいときにその
設定を呼び出すことができます。

1「セットアップ」タブや「レイアウト」タブなどでドライバーの設定
値を変更します。

2「かんたん設定」欄に登録名を入力します。

3［登録］をクリックします。

設定が登録されます。

�
メモ）
登録した設定を呼び出すときは、リストから設定名を選択します。

登録した設定の名前を変更するときは、リストから設定を選択して
から登録名を入力します。このときボタン名が［名前の変更］にな
ります。［名前の変更］をクリックすると登録名を変更できます。

登録した設定を削除するときは、リストから設定を選択します。こ
のときボタン名が［削除］になります。［削除］をクリックすると設
定を削除できます。

リストから「オリジナル設定」を選択すると、全設定が初期設定値
に戻ります。

登録名は20文字（Windows Me/98 SE では半角 20文字、全角
10文字）まで入力できます。

かんたん設定は31件まで登録できます。
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4.4 「セットアップ」タブ
「セットアップ」タブでは、原稿や、印刷を行う用紙に関する設定を行
います。また、印刷部数や印刷画像の方向も指定できます。

印刷方向

文書が印刷される方向を、縦にするか横にするか指定します。

用紙サイズ

ドロップダウンリストから原稿の用紙サイズをクリックして指定しま
す。

選択できる定形紙は次の通りです。

選択肢 実際のサイズ 選択肢 実際のサイズ

Letter 8 1/2 × 11 in FLS 220 × 330 mm

Legal 8 1/2 × 14 in FLS 8 1/8 × 13 1/4 206 × 337 mm

11 × 17 11 × 17 in FLS 8 × 13 203 × 330 mm

A3 297 × 420 mm 11 × 14 11 × 14 in

A4 210 × 297 mm Invoice 5 1/2 × 8 1/2 in

ABCD ABCDEF

縦
横
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�
メモ）
「ハガキ」を選択したときは、本機の操作パネルでトレイ 1の用紙
サイズ設定を「ハガキ」にしてください。

「ハガキ」や封筒サイズ、不定形サイズは、「給紙トレイ」が「自動」
または「トレイ1」、「手差し」のときに選択できます。

「用紙種類」が「OHP」のときは、「Letter」と「A4」のみ選択で
きます。

不定形サイズの設定

用紙サイズのリストに表示されないサイズは、カスタムサイズとして登
録します。

1「セットアップ」タブで［不定形サイズ設定］をクリックします。

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。

2［新規］をクリックします。

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが広がり、用紙設定項目が
表示されます。

A5 148 × 210 mm Env.You-1 120 × 176 mm

B4 257 × 364 mm Env.You-4 105 × 235 mm

B5 182 × 257 mm Env.You-6 98 × 190 mm

Env.Com10 4 1/8 × 9 1/2 in 8K 270 × 390 mm

Env.DL 110 × 220 mm 16K 195 × 270 mm

Env.C6Envelope 114 × 162 mm ハガキ 100 × 148 mm

FLS 8 1/4 × 13 210 × 330 mm Env.C6 3/4 3 5/8 × 6 1/2 in

FLS 8 1/2 × 13 216 × 330 mm

選択肢 実際のサイズ 選択肢 実際のサイズ
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3「名前」に用紙名を入力します。

4「サイズ」で用紙の幅と長さを設定します。

� サイズの数値単位は「単位」で変更できます。

5「不定形サイズ設定」ダイアログボックス右下の［OK］をクリック
します。

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスの用紙設定項目が隠れま
す。

6「不定形サイズ設定」ダイアログボックスの［OK］をクリックしま
す。

不定形サイズが登録され、用紙サイズのリストで選択できるように
なります。

�
メモ）
登録した不定形サイズの幅と長さを変更するときは、「不定形サイズ
設定」ダイアログボックスで目的の用紙を選択してから［編集］を
クリックすると数値を変更できます。名称は変更できません。

登録した不定形サイズを削除するときは、「不定形サイズ設定」ダイ
アログボックスで目的の用紙を選択してから［削除］をクリックし
ます。

登録名は 20文字（Windows Me/98 SEでは半角 20文字、全角
10文字）まで入力できます。

設定は 32件まで登録できます。
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出力用紙サイズ

印刷に使用する用紙サイズを指定します。

選択できる定形紙は「用紙サイズ」と同じです。

用紙サイズで指定したサイズと異なるサイズの用紙を指定すると、作成
した文書を、出力用紙に合わせて拡大／縮小して印刷します。

印刷される拡大／縮小率は、用紙ビューで確認できます。

�
メモ）
「ズーム」が「任意設定」に設定されているときは、出力用紙サイズ
の設定はできません。

「レイアウト」タブの「ページ割付」が「しない」以外に設定されて
いるときは、出力用紙サイズの設定はできません。
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ズーム

印刷する拡大／縮小率を指定します。

「任意設定」を選択し、25 % ～ 400 % の範囲の値を入力するか、ク
リックして設定します。

�
メモ）
「出力用紙サイズ」が「原稿サイズと同じ」以外に設定されていると
きは、「任意設定」にできません。

部数

印刷する部数を指定します。

1 ～ 99 の範囲の値を入力するか、クリックして設定します。

印刷順

同じ文書を複数の部数印刷するときに、文書全体を1 部ずつ印刷する
か、各ページをまとめて全部数分印刷するかを指定します。

「印刷順」のチェックをつけると、文書全体が1 部ずつまとまって印刷
されます。例えば部数が「5」の場合、文書の最初のページから最後の
ページまでが5 回印刷されます。

原稿

拡大縮小
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4 プリンタードライバーの設定
「印刷順」のチェックをはずすと、各ページが全部数分まとまって印刷
されます。例えば部数が「5」の場合、文書の 1ページ目が 5 部印刷さ
れ、次に2 ページ目が 5 部印刷され、5 ページ目まで印刷されます。

�
ご注意）
使用するアプリケーションソフトウェアによっては、印刷順の設定
が反映されない場合があります。プリンタードライバーで印刷順が
設定されている場合は、アプリケーションソフトウェア側の印刷順
の機能は使用しないようにしてください。

「部数」が「1」に設定されているときは、印刷順の設定はできませ
ん。

給紙トレイ

用紙を給紙する給紙トレイを選択します。

「自動」を選択すると、「出力用紙サイズ」で指定されたサイズの用紙が
セットされている給紙トレイが使用されます。

選択できる設定値はオプションの装着状態により異なります。

設定値： トレイ 1、トレイ 2～ 5（オプション）、手差し

チェックあり チェックなし

トレイ
手差しトレイ
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�
メモ）
「用紙サイズ」が「ハガキ」や封筒サイズ、不定形サイズのときは、
「トレイ 1」または「手差し」のみ選択できます。

「用紙種類」が「OHP」、「厚紙」、「封筒・はがき」に設定されてい
るときは、「トレイ 1」または「手差し」のみ選択できます。

用紙種類

印刷する用紙の種類を選択します。

設定値：普通紙、OHP、厚紙、封筒・はがき

�
メモ）
「給紙トレイ」で「トレイ 1」または「手差し」が選択されている場
合のみ変更できます。

「OHP」は、「用紙サイズ」が「Letter」または「A4」に設定され
ているときのみ選択できます。

出力方法

印刷する出力方法を選択します。

直接印刷するだけでなく、本機での出力時にパスワードを必要とする
「機密プリント」が選択できます。

設定値：印刷、機密プリント設定

�
ご注意）
「機密プリント設定」は、オプションのメモリが増設されている場合
のみ使用可能となります。
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機密プリントを利用する

文書にパスワードを設定できます。コンピューターから印刷した文書は
一時的に本機のメモリに保存され、操作パネルからパスワードを入力す
ることで出力します。機密性の高い文書を印刷する場合に選択します。

プリンタードライバーからの指定操作

1「セットアップ」タブをクリックします。

2「出力方法」のドロップダウンリストで、「機密プリント設定」を選
択します。

パスワードを入力する画面が表示されます。

3 パスワードを入力し［OK］をクリックします。

� パスワードは「0000～ 9999」の 4桁で入力します。

4 プリントジョブを送信します。

� アプリケーションソフトウェアなどから通常のプリント操作を
行います。
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本機側での出力操作

プリンタードライバーの「機密プリント設定」でパスワードを設定した
文書を出力するには、本機の操作パネルからパスワードを入力する必要
があります。

1 プリンタランプが点滅または点灯していることを確認し、【プリン
タ】を押します。

プリントモード画面に切り替わります。

2 操作パネル右上に鍵マークが表示されていることを確認します。

� 機密プリントが存在する場合は、鍵マークが表示されます。
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3【ID】を押します。

4 パスワードを入力します。

� プリンタードライバーで指定したパスワードと同じ数字を入力
してください。

5 印刷されることを確認します。

パスワードが正しければ、次の画面が表示され、ジョブが印刷され
ます。
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�
ご注意）
同一のパスワードを持った機密プリントが複数ある場合は、すべて
の機密プリントが印刷されます。
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4.5 「レイアウト」タブ
「レイアウト」タブでは、1 枚の用紙に何ページ分印刷するかを設定し
ます。

ページ割付

複数ページを1 枚の用紙に割付けて印刷します。ページ割付印刷は、
プリントする用紙の枚数を節約したい場合などに便利です。

ドロップダウンリストから1 枚の用紙に印刷するページ数を選択しま
す。

例えば「2 in 1」を選択すると、1 枚の用紙に 2 ページ分が印刷されま
す。「しない」を選択すると、1 枚の用紙に 1 ページ分が印刷されます。

設定値： しない、2 in 1、4 in 1、6 in 1、9 in 1、16 in 1

1 2 1 2

3 4

1 2

4 5

3

6

1 2

4 5

3

6

7 8 9

1 2

5 6

3

7

9 10 11

4

8

12

13 14 15 16

2 in 1

4 in 1 6 in 1

9 in 1 16 in 1
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ページ割付設定

［ページ割付詳細］をクリックするとページの並び順やページ枠の印刷
機能を設定できます。

ページ割付 1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。
「レイアウト」タブの「ページ割付」と同じ設定項目です。

順序 1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方
向、順番で印刷するかをクリックして選択してください。
設定値：

ページ枠の印刷 この項目にチェックをつけると、1 枚の用紙に複数ページ印刷する場
合に各ページの周りに境界線が印刷されます。

左上から
横方向

右上から
横方向

左上から
下方向

右上から
下方向
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4.6 「ページ単位設定」タブ
「ページ単位設定」タブでは、表紙をつけるかどうかを設定します。

オモテ表紙／ウラ表紙

表紙をつけるかどうかと、表紙を印刷するかどうかを設定できます。

設定値：

給紙トレイ

表紙用の用紙をセットしてある給紙トレイを選択します。

設定値：トレイ1、トレイ 2～ 5（オプション）、手差し

用紙種類

表紙用に出力する用紙の種類を設定します。

設定値：普通紙、OHP、厚紙、封筒・はがき

なし 表紙をつけず、文書データを同じトレイの用紙に印刷します。

白紙 「給紙トレイ」で指定されたトレイの用紙を、白紙のまま表紙にしま
す。

印刷 「給紙トレイ」で指定されたトレイの用紙に 1ページ目のデータを印
刷して表紙にします。
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4.7 「ウォーターマーク」タブ
「ウォーターマーク」タブでは、特定の文字をウォーターマークとして、
文書の背景にプリントします。

ウォーターマーク

ウォーターマークのリストから文字列を選択します。ウォーターマーク
を全ページに印刷するか最初のページのみに印刷するかも指定できま
す。

設定値： （なし）、秘密、コピー、コピー厳禁、ドラフト、最終、承認、
最高機密、任意の文字列

1「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2 リストから印刷したいウォーターマークを選択します。

3 最初のページのみに印刷するときは「1ページ目のみ」にチェック
をつけます。

� 全ページにウォーターマークを印刷するときはチェックをはず
します。

ウォーターマークの新規作成

新規にウォーターマークを登録できます。

1「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2［新規］をクリックします。

「新規」ダイアログボックスが表示されます。
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3 使用したいウォーターマークの文字列を「ウォーターマークテキス
ト」ボックスに入力します。

�
メモ）
文字列は20文字（Windows Me/98 SE では半角 20文字、全角
10文字）まで入力できます。

ウォーターマークは合計で32件まで登録できます（「なし」も含
む）。

4 各項目を設定します。

� フォント：ウォーターマークのフォントの種類を設定します。
お使いのコンピューター にインストールされているフォントか
ら選択できます。

� 太字： 太字の文字に設定します。
� 斜体： 斜体の文字に設定します。
� サイズ： フォントのサイズを 7 ポイント～ 300 ポイントで設定

します。
� 角度：文字列の用紙に対する角度を設定します。設定範囲は 0 ﾟ

～ 359 ﾟです。
� 文字の濃さ：文字の濃さを設定します。設定範囲は 10%～ 

100%です。
� 位置：文字を印刷する位置を指定します。水平位置と垂直位置

の値で位置を指定します。設定範囲は -100 ～ 100 です。
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プリンタードライバーの設定 4
�
メモ）
位置はプレビュー画面の右と下に表示されているスライダーでも変
更できます。

5［追加］をクリックします。

「ウォーターマーク」のリストに追加されます。

ウォーターマークの編集

登録したウォーターマークを編集して文字列やサイズ、位置などを変更
できます。

1「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2 リストから変更したいウォーターマークを選択します。

3［編集］をクリックします。

「編集」ダイアログボックスが表示されます。

4 各項目を設定します。

� ウォーターマークテキスト：ウォーターマークの文字列を入力
します。

� フォント：ウォーターマークのフォントの種類を設定します。
お使いのコンピューター にインストールされているフォントか
ら選択できます。

� 太字： 太字の文字に設定します。
� 斜体： 斜体の文字に設定します。

水平方向：
数字が小さくなると
左に移動します。

垂直方向：
数字が大きくなると
上に移動します。
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4 プリンタードライバーの設定
� サイズ： フォントのサイズを 7 ポイント～ 300 ポイントで設定
します。

� 角度：文字列の用紙に対する角度を設定します。設定範囲は 0 ﾟ
～ 359 ﾟです。

� 文字の濃さ：文字の濃さを設定します。設定範囲は 10%～ 
100%です。

� 位置：文字を印刷する位置を指定します。水平位置と垂直位置
の値で位置を指定します。設定範囲は -100 ～ 100 です。

�
メモ）
文字列は20文字（Windows Me/98 SE では半角 20文字、全角
10文字）まで入力できます。

位置はプレビュー画面の右と下に表示されているスライダーでも変
更できます。

水平方向：
数字が小さくなると
左に移動します。

垂直方向：
数字が大きくなると
上に移動します。
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5［OK］をクリックします。

ウォーターマークが変更されます。

�
メモ）
登録したウォーターマークを削除するときは、リストからウォー
ターマークを選択し、［削除］をクリックします。
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4 プリンタードライバーの設定
4.8 「画像品質」タブ
「画像品質」タブでは、印刷品質の設定を行います。

解像度

ドロップダウンリストから、印刷解像度を「600 × 600 dpi」または
「1200 × 600 dpi」で選択します。

�
ご注意）
「1200 × 600 dpi」の設定の方が印刷品質は高くなりますが、「600 
× 600 dpi」に設定したときよりも印刷時間が長くなります。

調整

［調整］をクリックすると明るさやコントラストを設定できます。

明るさ 印刷画像の明るさを調整します。設定範囲は -50 ～ 50 です。
数値が大きいほどコントラストの高いくっきりした画質になります。

コントラスト 印刷画像のコントラストを調整します。設定範囲は -50 ～ 50 です。
数値が大きいほど明るい画質になります。
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フォントの設定

Windows で使われている TrueType フォントを本機に搭載されてい
るプリンターフォントに置き換える設定を行います。

フォントの設定

1「画像品質」タブをクリックします。

2［フォント設定］をクリックします。

3 各項目を設定します。

� プリンタフォントを使用する：
置き換えテーブルにしたがって TrueType フォントをプリン
ターフォントに置き換えます。

� ビットマップ化した TrueType フォントでダウンロードする：
TrueType フォントをダウンロードして印刷します。

�
メモ）
プリンターフォントを使うとプリント時間は少なくてすみますが、
画面の表示とプリント結果に差が出ることがあります。
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4 プリンタードライバーの設定
置き換えテーブルを設定する

1［新規］をクリックします。

� 対応を変更する場合は、変更するフォントの対応行を選択し、
［編集］をクリックします。

2 上の段に置き換えたいTrueType フォントを、下の段に使用するプ
リンターフォントを選択します。

� 編集の場合は、TrueType フォントは変更できません。
� 置き換えられない TrueType フォントの場合は、プリンター

フォントを選択できません。

3［追加］をクリックします。

� 編集の場合は［OK］をクリックします。

�
メモ）
設定した対応を削除する場合は、フォントの対応行を選択し、［削
除］をクリックします。
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プリンタードライバーの設定 4

トナーセーブ

トナーの消費をおさえて印刷します。テスト印刷などの場合に利用でき
ます。
163/163f 4-31



4 プリンタードライバーの設定
4-32 163/163f



プリンター機能のパネル操作 5
5 プリンター機能のパネル操作
本機の操作パネルで行うことができるプリンター操作について説明しま
す。

5.1 プリンター操作
本機の初期モードはコピーモードです。通常、接続されたコンピュー
ターでプリント操作を行うと、自動的にプリントが開始されます。

詳しくは、「プリント動作の開始」（p. 5-2）をごらんください。

「セットアップ」タブの給紙トレイリストで「手差し」を選択して印刷
を行うときは、「シングル手差しトレイを使用する場合」（p. 5-5）をご
らんください。

プリンタランプ

プリンタランプは、コンピューターからのプリントデータの状況を示し
ます。

プリンタランプ プリントの状況

点滅 ･ 本機がプリントデータを受信中です。他のモード時にも点滅し
ます。

･ 本機でエラーが発生しています。

点灯 ･ プリントデータをプリント中です。プリント中にデータを受信
しているときも、ランプは点滅せず、点灯したままになります。

消灯 ･ 本機のメモリにプリントデータはありません。
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5 プリンター機能のパネル操作
プリント動作の開始

通常、接続されたコンピューターでプリント操作を行うと、プリントが
開始されます。

� 通常、接続されたコンピューターでプリント操作を行うと、自動的
にプリントが開始されます。

� 接続されたコンピューターでプリント操作を行ったときに本機がコ
ピー中の場合は、30 秒間コピー操作が行われないと、自動的にプリ
ントが開始されます。

� 163f をお使いの場合：ファクス受信が行われているときにプリント
データを受信したときは、プリントデータの印刷が優先されます。
ファクスモードのジョブ受信が完了してからプリントデータが印刷
され、そのあとにファクスジョブが印刷されます。

� プリント中は、コピーの設定操作やファクス操作を行うこともでき
ます（コピーやファクスの印刷出力はプリント後になります）。

プリントジョブのキャンセル

本機の操作パネルでプリントジョブのプリントを中止することができま
す。ただし、プリントモード画面でのみ、操作パネルからプリントジョ
ブをキャンセルできます。

1 プリンタランプが点滅または点灯していることを確認し、【プリン
タ】を押します。

2 本機のディスプレイに「プリンタモード印字中です」と表示されて
いることを確認します。

�
メモ）
表示されるメッセージは本機の状態によって異なります。
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プリンター機能のパネル操作 5

3【クリア /ストップ】を押します。

「ジョブ取消し」という確認メッセージが表示されます。

4【▲】【▼】で「する」を選択し、【OK】を押します。

� 「しない」を選択すると、プリントを続けます。
� 5 秒以内にどのキーも押されない場合は、プリントを続けます。
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5 プリンター機能のパネル操作
ディスプレイに「受付けました」と表示され、そのプリントジョブ
がキャンセルされます。

�
ご注意）
ディスプレイに以下のいずれかのメッセージが表示されたときも、
上記操作の手順2 ～ 3 を繰り返して、プリントジョブをキャンセル
することができます。

用紙切れです

用紙が詰まりました

用紙サイズエラーです

用紙を確認

最適用紙がありません

排紙トレイが一杯です

手差しトレイの用紙を取除いて下さい

用紙をセット

用紙サイズが違います

用紙種類が違います

＊受信中＊

前扉が開いています

右扉が開いています

トナーがありません
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プリンター機能のパネル操作 5

シングル手差しトレイを使用する場合

シングル手差しトレイを使用して一度に1 枚ずつ用紙にプリントする
場合は、以下の操作を行ってください。

1 コンピューター側でプリンタードライバーの「セットアップ」タブ
を表示し、給紙トレイの設定（p. 4-14）で「手差し」を指定しま
す。

2 コンピューター側でプリント操作を行います。

3「プリンタモード 用紙をセット」メッセージが表示されたら、シン
グル手差しトレイに用紙をセットします。

� 用紙（1枚）はプリントする面を下に向け、用紙が止まる位置ま
で軽く差し込みます。
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5 プリンター機能のパネル操作
� ガイドを用紙サイズにあわせて調整します。

4 文書のプリントが完了するまで、必要な回数だけ手順 3を繰り返し
ます。

�
ご注意）
必ず、最初にコンピューター側でプリント操作を行った後に、シン
グル手差しトレイに用紙をセットしてください。プリント操作を行
う前にシングル手差しトレイに用紙をセットしてしまったときは次
のように処理してください。

・シングル手差しトレイから用紙を引き抜く
・【リセット】を押す
・【プリント】を押す
・手順3の操作を行う。

シングル手差しトレイには、用紙を1枚ずつセットしてください。

マルチ手差し給紙ユニット（オプション）装着時は、100 枚の用紙
をセットできるため、通常の用紙トレイと同様に使用できます。

マルチ手差し給紙ユニットには、封筒10 枚、OHP フィルム 20 
枚、官製はがき20 枚、ラベル用紙20 枚、普通紙 100 枚をセット
することができます。
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プリンター機能のパネル操作 5

プレヒートモード

本機がプレヒートモードの状態のときにプリントデータを受信した場合
は、プレヒートモードが解除されます。

プリントデータを受信すると本機がウォームアップしてからデータが印
刷されます。
163/163f 5-7



5 プリンター機能のパネル操作
5-8 163/163f



ネットワークスキャン 6
6 ネットワークスキャン
ネットワークスキャン機能を使って、スキャンしたデータをEメール
で、相手のコンピューターに送ったり、スキャンしたデータを FTP
サーバーにアップロードできます。

スキャンデータを転送するには、以下の方法があります。ネットワーク
環境や使用目的にあわせてご使用ください。

�
ご注意）
ネットワークスキャン機能を使用するには、TCP/IP ネットワーク
環境が必要です。
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6 ネットワークスキャン
Scan to E-mail

�
メモ）
メールサーバーのあるネットワーク環境が必要です。

スキャンデータを、TIFF 形式ファイルまたはPDFファイルとして
メールに添付し、ネットワーク上のコンピューターやインターネット経
由でコンピューターへ送信します。

メールサーバー

メールサーバー

クライアントPC

クライアントPC

イントラネット

インターネット
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ネットワークスキャン 6

Scan to Server（FTP）

スキャンデータを、TIFF 形式ファイルまたはPDFファイルとして
FTPサーバーの指定のディレクトリにアップロードします。

�
メモ）
FTP サーバーのあるネットワーク環境が必要です。

プロキシサーバー経由でインターネット上の FTPサーバーにアクセ
ス可能です。

�
ご注意）
ネットワークスキャン機能を使用するには、TCP/IP ネットワーク
環境が必要です。

FTPサーバー

イントラネット

インターネット

FTPサーバー
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6 ネットワークスキャン
アップロードしたデータの FTP内の格納場所を、指定した相手先（10
箇所）にメールで通知するように設定することもできます。

�
ご注意）
ネットワークスキャン機能を使用するには、TCP/IP ネットワーク
環境が必要です。

FTPサーバー

イントラネット

インターネット

クライアントPC

FTPサーバー

メールサーバー

インターネット

クライアントPC
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ネットワークスキャン送信に必要な環境

ネットワークスキャン機能を使用するためには、以下の環境が必要で
す。

Scan to E-mail Scan to Server（FTP）

イメージデータ転送に必要
な環境

メールサーバー（SMTP
サーバー）

･ FTPサーバー
･ メール通知を使用する場
合は、メールサーバー
（SMTPサーバー）

イメージデータ取り込みに
必要な環境

･ メールクライアントPC
･ メールサーバー（POP3
サーバー）

FTPクライアントPC
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ネットワークの設定 7
7 ネットワークの設定
操作パネルを使用して行うネットワークの設定について説明します。

7.1 ネットワークの設定について
本機を接続するネットワーク環境によって、使用できるネットワーク機
能が制限される場合があります。使用する機能および環境に合わせて
ネットワークの設定を行ってください。

�
ワンポイントアドバイス）
ネットワークの設定は、本体操作パネルまたはPageScope Web 
Connection の管理者モードから行います。（PageScope Web 
Connection については、「PageScope Web Connection の使
いかた」（p. 11-1）をごらんください）

ネットワークの設定一覧

機能 説明 Scan 
To 
E-mail 

Scan
To
Server
（FTP）

設定

本体操作パネ
ル

PageScope
Web 
Connection

○ : 必要、-：不必要、●：必要に応じて ○：設定可能
－：設定不可能

ネットワーク設定

IP ｱﾄﾞﾚｽ 本機の IP アドレ
スを設定します。
ネットワーク管
理者に取得依頼
をしてください。

○ *2 ○ *2 ○ ○

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ ネットワークの
サブネットマス
ク値を設定しま
す。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

○ *2 ○ *2 ○ ○

ｹﾞｰﾄｳｴｲ ネットワークに
ルータがある場
合に、デフォル
トゲートウェイ
（ルータの IP ア
ドレス）を設定
します。ネット
ワーク管理者に
問い合わせてく
ださい。

○ *2 ○ *2 ○ ○
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7 ネットワークの設定
DNS設定 DNS（Domain 
Name System）
を使用するかど
うかを設定しま
す。ネットワー
ク内にDNS
サーバーがある
場合は、DNS
サーバーの IP ア
ドレスを入力し
ます。
ネットワーク内
にDNS サー
バーがある場合
は「許可」に設
定します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

● ● ○ ○

ｹﾞｰﾄｳｴｲ
送信

*4

ダイレクトファ
クスを使用する
場合は「許可」
に設定します。

- - ○ -

WEB設定 PageScope 
Web 
Connection へ
のアクセスを設
定します。

○ ○ ○ -

LPD設定 TCP/IP ネット
ワークを経由し
て印刷を行なう
プロトコルを設
定します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

- - ○ ○

SLP設定 TCP/IP ネット
ワーク上のサー
ビスの検索や、
クライアントの
自動設定などを
可能にするプロ
トコルを設定し
ます。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

● ● ○ ○

機能 説明 Scan 
To 
E-mail 

Scan
To
Server
（FTP）

設定

本体操作パネ
ル

PageScope
Web 
Connection
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ネットワークの設定 7
SNMP設
定

TCP/IP を使っ
たネットワーク
環境での管理プ
ロトコルを設定
します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

● ● ○ ○

メール送信設定

送信者名 送信者名を設定
します。

○ ● *1 ○ ○

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 送信者のメール
アドレスを設定
します。
ネットワーク管
理者に取得依頼
をしてください。

○ ● *1 ○ ○

SMTP
ｻｰﾊﾞｱﾄﾞﾚｽ

SMTP サーバー
の IP アドレスま
たはホスト名を
設定します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

○ ● *1*3 ○ ○

SMTP 
ﾎﾟｰﾄ番号

SMTP サーバー
のポート番号
（1～ 65535）
を設定します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

○ ● *1 ○ ○

SMTP
ｻｰﾊﾞ ﾀｲﾑ
ｱｳﾄ

SMTP サーバー
との接続をタイ
ムアウトするま
での時間（秒）
を設定します。
（30 秒～ 300
秒）
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

○ ● *1 ○ ○

ﾃｷｽﾄ挿入 スキャンデータ
をメールに添付
して送信する場
合、画像データ
が添付されてい
ることを説明す
る文章を挿入す
るかどうかを設
定します。

○ ● *1 ○ ○

機能 説明 Scan 
To 
E-mail 

Scan
To
Server
（FTP）

設定

本体操作パネ
ル

PageScope
Web 
Connection
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7 ネットワークの設定
件名 スキャンデータ
をメールに添付
して送信する場
合のデフォルト
の件名
（Subject）を設
定します。

○ ● *1 ○ ○

POP 
BEFORE 
SMTP

POP before 
SMTP認証をす
るかしないかを
設定します。

● *6 ● *7 ○ ○

ﾒｰﾙ ﾓｰﾄﾞ
*5

インターネット
ファクスで（テ
ンキーで相手先
を入力して）送
信する場合の送
信モードの初期
設定（基本モー
ド、拡張モード）
を設定します。

- - ○ ○

メール受信設定

POP3
ｻｰﾊﾞ ｱﾄﾞﾚｽ

POP3 サーバー
の IP アドレスま
たはホスト名を
設定します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

● *6 ● *7 ○ ○

POP3
ﾎﾟｰﾄ番号

POP3 サーバー
のポート番号
（1～ 65535）
を設定します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

● *6 ● *7 ○ ○

POP3
ｻｰﾊﾞﾀｲﾑ
ｱｳﾄ

POP3 サーバー
との接続をタイ
ムアウトするま
での時間（秒）
を設定します。
（30 秒～ 300
秒）
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

● *6 ● *7 ○ ○

POP3
ｱｶｳﾝﾄ

POP3 サーバー
へログインする
際のアカウント
名を設定します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

● *6 ● *7 ○ ○

機能 説明 Scan 
To 
E-mail 

Scan
To
Server
（FTP）

設定

本体操作パネ
ル

PageScope
Web 
Connection
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*1：URL をメールで通知する場合は必要です。

*2：DHCP サーバーによる自動取得もできます。

*3：ネットワーク上に使用可能なSMTP サーバーがない場合は、IP ア
ドレスを「0.0.0.0」に設定してください。

*4：ダイレクトファクスを使用する時に設定が必要です。ダイレクト
ファクスについては、bizhub 163f のユーザーズガイドをごらん
ください。

*5：インターネットファクスを使用する時に設定します。インター
ネットファクスについては、bizhub 163f のユーザーズガイドを
ごらんください。

*6：POP before SMTPを使用する場合は必要です。

*7：POP before SMTPを使用してメール通知を行う場合は必要で
す。

POP3
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

POP3 サーバー
へログインする
際のパスワード
を設定します。
ネットワーク管
理者に問い合わ
せてください。

● *6 ● *7 ○ ○

自動受信
*5

自動受信機能使
用時にメールを
確認する間隔
（分）を設定しま
す。（OFF、1分
～ 60 分）

- - ○ -

結果転送
ｱﾄﾞﾚｽ

*5

インターネット
ファクス受信で
エラーが発生し
た場合に、エ
ラー通知メール
を転送する相手
先を設定します。

- - ○ -

ﾍｯﾀﾞｰﾌﾟﾘﾝ
ﾄ

*5

受信したメール
をプリントする
場合、メールの
ヘッダー情報を
プリントするか
どうかを設定し
ます。

- - ○ -

機能 説明 Scan 
To 
E-mail 

Scan
To
Server
（FTP）

設定

本体操作パネ
ル

PageScope
Web 
Connection
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7 ネットワークの設定
LDAPの設定一覧

LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）サーバーを使用
する場合の設定項目です。

機能 説明 設定

本体操作パネ
ル

PageScope 
Web 
Connection

○： 設定可能、
－： 設定不可能

LDAPサーバーア
ドレス

LDAP サーバーの IP アドレスま
たはホスト名を設定します。ネッ
トワーク管理者に問い合わせてく
ださい。

○ ○

LDAPポート番号 LDAP サーバーとの通信に使用す
るポート番号（1 ～ 65535）を設
定します。ネットワーク管理者に
問い合わせてください。

○ ○

SSL設定 SSLを使用して送信データの暗号
化を行うかどうかを選択します。

○ ○

検索ベース LDAPサーバのネームスペース内
でどこから検索を始めるのかを指
定します。ネットワーク管理者に
問い合わせてください。

○ ○

検索属性（操作パネ
ル用）

操作パネルを使用して LDAP
サーバから相手先を検索する場合
の検索属性を設定します。ネット
ワーク管理者に問い合わせてくだ
さい。

○ ○

検索属性（ウェブ
ツール用）

PageScope Web Connection
を使用して LDAPサーバから相
手先を検索する場合の検索属性を
設定します。ネットワーク管理者
に問い合わせてください。

－ ○

検索方法 相手先を検索する場合の検索方法
を設定します。

○ ○

LDAPタイムアウ
ト

検索のタイムアウト時間（秒）を
設定します。（5秒～ 300 秒）

○ ○

最大検索数 LDAP の検索結果として受け取る
最大数を設定します。（5～ 100
件）

○ ○

認証方式 LDAP の認証方式を選択します。
ネットワーク管理者に問い合わせ
てください。

○ ○

LDAPアカウント LDAPサーバーへ接続する際のア
カウント名を設定します。認証方
式でAnonymous 以外の項目を
選択した場合に入力します。ネッ
トワーク管理者に問い合わせてく
ださい。

○ ○
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LDAPパスワード LDAPサーバーへ接続する際のパ
スワードを設定します。認証方式
でAnonymous 以外の項目を選
択した場合に入力します。ネット
ワーク管理者に問い合わせてくだ
さい。

○ ○

ドメイン名 LDAPサーバーへ接続する際のド
メイン名を必要に応じて設定しま
す。ネットワーク管理者に問い合
わせてください。

○ ○

機能 説明 設定

本体操作パネ
ル

PageScope 
Web 
Connection
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7 ネットワークの設定
7.2 本体操作パネルからの設定
本体操作パネルからネットワークの設定を行うことができます。本体操
作パネルでのネットワークの設定は、【設定メニュー】を押して、設定
メニューの「管理者設定」で表示される各メニューで行います。

「管理者設定」で設定できるネットワーク関係の項目は以下のとおりで
す。

メニュー サブメニュー 設定項目

ネットワーク設定 IP アドレス 自動設定／固定

サブネットマスク *1 -

ゲートウェイ *1 -

DNS設定 禁止／許可

ゲートウェイ送信 *3 禁止／許可

WEB設定 禁止／許可

LPD設定 禁止／許可

SLP 設定 禁止／許可

SNMP設定 禁止／許可

メール送信設定 送信者名 -

メールアドレス -

SMTPサーバ -

SMTPポート番号 1-65535

SMTPタイムアウト 30 ～ 300 秒

テキスト挿入 しない／する

件名 -

POP BEFORE SMTP しない／する（0 ～ 60 秒）

メールモード *3 基本／拡張

メール受信設定 POP3サーバ -

POP3ポート番号 1-65535

POP3タイムアウト 30 ～ 300 秒

POP3アカウント -

POP3パスワード -
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*1：「IP アドレス」で「固定」を選択した場合のみ表示されます。

*2：本機が、bizhub163 で、ネットワークカードNC-503 を装着し
ている場合、またはイメージコントローラ IC-206を装着している
場合は設定可能

*3：本機が､ bizhub163f の場合は設定可能

LDAP設定 LDAPサーバーアドレス -

LDAPポート番号 1-65535

SSL 設定 禁止／許可

検索ベース -

検索属性 -

検索方法 -

LDAPサーバータイムアウト 5 ～ 300 秒

最大検索数 5 ～ 100 件

認証方式 ANONYMOUS／ SIMPLE ／
DIGEST-MD5／ GSS-
SPNEGO

LDAPアカウント -

LDAPパスワード -

ドメイン名 -

ユーザー設定 NTP サーバ *2 -

タイムゾーン *2 -

メニュー サブメニュー 設定項目
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7 ネットワークの設定
7.3 ネットワークの設定
ネットワーク設定は、設定メニューの管理者設定で行います。

ここでは、以下の機能の設定方法について説明しています。

� IP アドレス
� サブネットマスク
� ゲートウェイ
� DNS設定
� ゲートウェイ送信
� WEB設定
� LPD設定
� SLP設定
� SNMP設定

�
ご注意）
ネットワーク設定を行う前に、必要な情報をネットワーク管理者に
確認してください。

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する

IP アドレスからゲートウェイまでを、続けて設定します。

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。
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2【▼】、【▲】を押して、「管理者設定」を選択し、【OK】を押しま

す。

3 管理者番号を入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「000000」です。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。
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7 ネットワークの設定
4【▼】、【▲】を押して、「ネットワーク設定」を選択し、【OK】を押
します。

5 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押して、「IPアドレス」
を選択し、【OK】を押します。

<bizhub 163>

<bizhub 163f>
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6【▼】、【▲】を押して、「自動設定」または「固定」を選択し、
【OK】を押します。

� 「自動設定」を選択すると、DHCPサーバーから自動的に IP アド
レスを取得します。「受付けました」と表示されたあと、ネット
ワーク設定画面に戻ります。

� 「固定」を選択すると、IPアドレス入力画面が表示されます。手
順 7へ進みます。

�
メモ）
「自動設定」は、ネットワーク内にDHCPサーバーがある場合のみ
有効です。「自動設定」を選択したときは、サブネットマスク、ゲー
トウェイを設定する必要はありません。

7 テンキーで IPアドレスを入力し、【OK】を押します。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。
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7 ネットワークの設定
8 テンキーでサブネットマスクを入力し、【OK】を押します。

ゲートウェイ入力画面が表示されます。

�
メモ）
「サブネットマスク」については、ネットワーク管理者に問い合わせ
てください。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

9 テンキーでゲートウェイを入力します。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

10【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま
す。
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11操作パネルの【リセット】押します。

� 次の画面が表示されたら、本機の電源をオフ／オンして、本機
を再起動させてください。

�
ご注意）
設定を有効にするには、本機の電源をオフ／オンして、再起動する
必要があります。

DNSを設定する

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押して、「DNS設定」を
選択し、【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「禁止」または「許可」を選択し、【OK】を
押します。
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� 「禁止」を選択すると、「受付けました」と表示されたあと、
ネットワーク設定画面に戻ります。

� 「許可」を選択すると、DNSサーバーの IPアドレス入力画面が表
示されます。手順 3へ進みます。

3 テンキーでDNSサーバーの IPアドレスを入力します。

�
メモ）
DNS サーバーの IP アドレスについては、ネットワーク管理者に問
い合わせてください。

4【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま
す。

5 操作パネルの【リセット】押します。

� 次の画面が表示されたら、本機の電源をオフ／オンして、本機
を再起動させてください。

�
ご注意）
設定を有効にするには、本機の電源をオフ／オンして、再起動する
必要があります。
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ゲートウェイ送信を設定する

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押して、「ゲートウェイ送
信設定」を選択し、【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「禁止」または「許可」を選択し、【OK】を
押します。

� 「禁止」／「許可」のどちらを選択しても、「受付けました」と
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。

�
メモ）
ゲートウェイ送信の設定は、bizhub 163 では表示されません。
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WEBを設定する

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押して、「WEB設定」を
選択し、【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「禁止」または「許可」を選択し、【OK】を
押します。

� 「禁止」／「許可」のどちらを選択しても、「受付けました」と
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。

LPDを設定する

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押して、「LPD設定」を
選択し、【OK】を押します。
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2【▼】、【▲】を押して、「禁止」または「許可」を選択し、【OK】を

押します。

� 「禁止」／「許可」のどちらを選択しても、「受付けました」と
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。

SLPを設定する

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押して、「SLP設定」を
選択し、【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「禁止」または「許可」を選択し、【OK】を
押します。

� 「禁止」/「許可」のどちらを選択しても、「受付けました」と表
示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。
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SNMPを設定する

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押して、「SNMP設定」
を選択し、【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「禁止」または「許可」を選択し、【OK】を
押します。

� 「禁止」／「許可」のどちらを選択しても、「受付けました」と
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。
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7.4 メール送信設定
メール送信設定は、設定メニューの管理者設定で行います。

ここでは、以下の機能の設定方法について説明しています。

� 送信者名
� 送信者メールアドレス
� SMTPサーバーアドレス
� SMTPポート番号
� SMTPサーバータイムアウト
� テキスト挿入
� 件名
� POP BEFORE SMTP
� メールモード（本機が､ bizhub163f の場合のみ設定可能）

�
ご注意）
メール送信設定を行う前に、必要な情報をネットワーク管理者に確
認してください。

送信者名を登録する

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。
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2【▼】、【▲】を押して、「管理者設定」を選択し、【OK】を押しま
す。

3 管理者番号を入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「000000」です。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。
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4【▼】、【▲】を押して、「メール送信設定」を選択し、【OK】を押し

ます。

5 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「送信者名」を選択
し、【OK】を押します。

6 送信者名を入力します。

<bizhub 163>

<bizhub 163f>
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�
メモ）
送信者名は最大20文字を登録できます。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

7【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り
ます。

送信者メールアドレスを設定する

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「メールアドレス」
を選択し、【OK】を押します。

2 送信者のメールアドレスを入力します。
7-24 163/163f



ネットワークの設定 7
�
メモ）
メールアドレスは最大 64文字を入力できます。

本機でメールを受信しない場合は、管理者のメールアドレスを入力
します。

本機に登録するメールアドレスについては、あらかじめネットワー
ク管理者に取得依頼をしてください。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り
ます。

SMTPサーバーアドレスを設定する

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「SMTPサーバ」
を選択し、【OK】を押します。

2 SMTPサーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。
【OK】を押します。
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�
メモ）
ホスト名は最大64文字を入力できます。

ホスト名でSMTPサーバーを指定する場合は、DNS設定がされて
いる必要があります。

SMTPサーバーの IP アドレス、ホスト名についてはネットワーク
管理者に問い合わせてください。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り
ます。

SMTPポート番号を設定する

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「SMTPポート番
号」を選択し、【OK】を押します。

2 SMTPサーバーのポート番号を入力します。
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�
メモ）
ポート番号は 1から 65535 まで設定できます。通常は、ポート番
号 25を使用します。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り
ます。

SMTPサーバータイムアウトを設定する

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「SMTPタイムア
ウト」を選択し、【OK】を押します。

2 SMTPサーバーのタイムアウト（秒数）を入力します。

�
メモ）
タイムアウトは 30秒から 300秒の範囲で設定します。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り
ます。
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テキスト挿入を設定する

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「テキスト挿入」を
選択し、【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「しない」または「する」を選択し、【OK】
を押します。

� 「しない」／「する」のどちらを選択しても、「受付けました」
と表示されたあと、メール送信設定画面に戻ります。
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メールの件名を設定する

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「件名」を選択し、
【OK】を押します。

2 メールの件名を入力します。

�
メモ）
件名は英数字で最大 20文字を登録できます。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り
ます。
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POP BEFORE SMTPを設定する

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「POP BEFORE 
SMTP」を選択し、【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「しない」または「する」を選択し、【OK】
を押します。

� 「しない」を選択すると、「受付けました」と表示されたあと、
メール送信設定画面に戻ります。

� 「する」を選択すると、POP BEFORE SMTPの秒数を設定でき
ます。秒数を設定し、【OK】を押すと、「受付けました」と表示
されたあと、メール送信設定画面に戻ります。

�
メモ）
秒数は0から 60秒の範囲で設定できます。
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メールモードを設定する

� メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「メールモード」を
選択し、【OK】を押します。

�
メモ）
メールモードは､本機が､ bizhub163f の場合のみ設定可能です｡
設定方法については､bizhub163fのユーザーズガイドをごらんくだ
さい｡
163/163f 7-31



7 ネットワークの設定
7.5 メール受信設定
メール受信設定は、設定メニューの管理者設定で行います。

ここでは、以下の機能の設定方法について説明しています。

� POP3サーバーアドレス
� POP3ポート番号
� POP3サーバータイムアウト
� POP3アカウント
� POP3パスポート

POP3サーバーアドレスを設定する

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「管理者設定」を選択し、【OK】を押しま
す。
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3 管理者番号を入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「000000」です。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

4【▼】、【▲】を押して、「メール受信設定」を選択し、【OK】を押し
ます。

<bizhub 163>

<bizhub 163f>
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5 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「POP3サーバ」
を選択し、【OK】を押します。

6 POP3サーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。

�
メモ）
ホスト名は最大64文字入力できます。

ホスト名でPOP3サーバーを指定する場合、DNSが設定されてい
る必要があります。

POP3サーバーの IPアドレス、ホスト名については、ネットワー
ク管理者に問い合わせてください。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

7【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り
ます。
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POP3ポート番号を設定する

1 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「POP3ポート番
号」を選択し、【OK】を押します。

2 POP3サーバーのポート番号を入力します。

�
メモ）
ポート番号は 1から 65535 の間で設定できます。通常は、ポート
番号 110を使用します。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り
ます。
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POP3サーバータイムアウトを設定する

1 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「POP3タイムア
ウト」を選択し、【OK】を押します。

2 タイムアウト（秒数）を入力します。

�
メモ）
タイムアウトは30秒～ 300秒の範囲で設定できます。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り
ます。
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POP3アカウントを設定する

1 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「POP3アカウン
ト」を選択し、【OK】を押します。

2 アカウント名を入力します。

�
メモ）
アカウント名は最大 64文字を入力できます。

アカウント名については、ネットワーク管理者に問い合わせてくだ
さい。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り
ます。
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POP3パスワードを設定する

1 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押して、「POP3パスワー
ド」を選択し、【OK】を押します。

2 パスワードを入力します。

�
メモ）
パスワードは最大32文字を入力できます。

パスワードについては、ネットワーク管理者に問い合わせてくださ
い。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した文
字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り
ます。
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7.6 LDAP設定
ネットワークで LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）
サーバーを使用するための設定を行います。

LDAP設定は、設定メニューの管理者設定で行います。

ここでは、以下の機能の設定方法について説明しています。

� LDAPサーバ
� LDAPポート番号
� SSL設定
� 検索ベース
� 検索属性
� 検索方法
� LDAPタイムアウト
� 最大検索数
� 認証方法
� LDAPアカウント
� LDAPパスワード
� ドメイン名

�
ご注意）
LDAP設定を行う前に、必要な情報をネットワーク管理者に確認し
てください。

LDAPサーバーアドレスを設定する

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。
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2【▼】、【▲】を押して、「管理者設定」を選択し、【OK】を押しま
す。

3 管理者番号を入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「000000」です。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。
7-40 163/163f



ネットワークの設定 7

4【▼】、【▲】を押して、「LDAP設定」を選択し、【OK】を押しま

す。

5 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「LDAPサーバ」を選
択し、【OK】を押します。

6 LDAPサーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。

<bizhub 163>

<bizhub 163f>
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�
メモ）
ホスト名は最大 64文字入力できます。

ホスト名で LDAPサーバーを指定する場合、DNSが設定され
ている必要があります。

LDAPサーバーの IPアドレス、ホスト名については、ネット
ワーク管理者に問い合わせてください。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

7【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。

LDAPポート番号を設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「LDAPポート番号」
を選択し、【OK】を押します。

2 ポート番号を入力します。
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�
メモ）
ポート番号は 1から 65535 の間で設定できます。
通常は、ポート番号 389を使用します。
SSLを有効とする場合には、ポート番号636を使用します。

3【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。

SSL を設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「SSL設定」を選択
し、【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「禁止」または「許可」を選択し、【OK】を
押します。

「禁止」／「許可」のどちらを選択しても、「受付けました」と表示
されたあと、LDAP設定画面に戻ります。
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検索ベースを設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「検索ベース」を選択
し、【OK】を押します。

2 LDAPサーバーを検索するデータベースを入力します。

�
メモ）
検索ベースは最大 64文字入力できます。

検索ベースについては、ネットワーク管理者に問い合わせてく
ださい。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。
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検索属性を設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「検索属性」を選択し、
【OK】を押します。

2 検索属性を入力します。

�
メモ）
検索属性は最大 32文字入力できます。

検索属性については、ネットワーク管理者に問い合わせてくだ
さい。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。
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検索方法を設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「検索方法」を選択し、
【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「始まる」／「含む」／「終わる」から選択
し、【OK】を押します。

「始まる」／「含む」／「終わる」のどれを選択しても、「受付けま
した」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。

LDAPタイムアウトを設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「LDAPタイムアウ
ト」を選択し、【OK】を押します。
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2 LDAPのタイムアウト（秒数）を入力します。

�
メモ）
タイムアウトは 5秒～ 300秒の範囲で設定できます。

3【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。

最大検索数を設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「最大検索数」を選択
し、【OK】を押します。

2 最大検索数を入力します。
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�
メモ）
最大検索数は 5～ 100件の範囲で設定できます。

3【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。

認証方式を設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「認証方式」を選択し、
【OK】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「ANONYMOUS」、「SIMPLE」、
「DIGEST-MD5」、「GSS-SPNEGO」から該当する認証方式を選
択し、【OK】を押します。

どの認証方式を選択しても「受付けました」と表示されたあと、
LDAP設定画面に戻ります。

�
メモ）
認証方式についてはネットワーク管理者に問い合わせてくださ
い。

工場出荷時の設定は「ANONYMOUS」です。
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LDAPアカウントを設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「LDAPアカウント」
を選択し、【OK】を押します。

2 LDAPサーバーのアカウント名を入力します。

�
メモ）
アカウント名は最大 64文字を入力できます。

LDAPサーバーのアカウント名については、ネットワーク管理
者に問い合わせてください。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。
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LDAPパスワードを設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「LDAPパスワード」
を選択し、【OK】を押します。

2 パスワードを入力します。

�
メモ）
パスワードは最大 32文字を入力できます。

パスワードについては、ネットワーク管理者に問い合わせてく
ださい。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。
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ドメイン名を設定する

1 LDAP設定画面から【▼】、【▲】を押して、「ドメイン名」を選択
し、【OK】を押します。

2 ドメイン名を入力します。

�
メモ）
ドメイン名は最大 64文字を入力できます。

ドメイン名については、ネットワーク管理者に問い合わせてく
ださい。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

3【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、LDAP設定画面に戻ります。
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7.7 ユーザー設定
NTP サーバーとタイムゾーンの設定ついて説明します。

�
メモ）
NTP サーバーとタイムゾーンは、bizhub 163にネットワークカー
ドNC-503 を装着した場合、またはイメージコントローラ IC-206
を装着した場合に表示されます。

NTP サーバーを設定する

本機をNTPサーバーに接続することによって、NTPサーバーから自動
的に正確な時刻データを取得することができます。メール送信 /FTP送
信時には、そのデータを利用して送信時刻をスキャンデータ名として付
加すると同時に、送信履歴にも記録します。

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、管理者設定を選択し、【OK】を押します。
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3 管理者番号を入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「000000」です。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した番
号を消去し、再入力します。

4【▼】、【▲】を押して、ユーザー設定を選択し、【OK】を押します。

5 ユーザ設定画面から【▼】、【▲】を押して、「NTPサーバ」選択し、
【OK】を押します。
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6 テンキーでNTPサーバーのアドレスを入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
NTPサーバーを設定した場合：
Scan to E- Mail、Scan to FTPで送信されたデータに、送信した
日時が自動的に付加されると同時に、送信履歴に、送信日時が記録
されます。

NTPサーバーを設定しない場合：
Scan to E- Mail、Scan to FTPで送信されたデータには、送信番
号が付加されるだけで、送信日時は付加されません。送信履歴にも
日時は記録されません。

NTPサーバーアドレスについては、ネットワーク管理者に問い合わ
せてください。

� 「受付けました」と表示されたあと、ユーザ設定画面に戻りま
す。

7【リセット】を押します。

NTPサーバーから時刻データを受け取り、本機に時刻を設定しま
す。
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タイムゾーンを設定する

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、管理者設定を選択し、【OK】を押します。

3 管理者番号を入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「000000」です。
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�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力した番
号を消去し、再入力します。

4【▼】、【▲】を押して、ユーザー設定を選択し、【OK】を押します。

5 ユーザ設定画面から【▼】、【▲】を押して、「タイムゾーン」選択
し、【OK】を押します。

6 タイムゾーン画面から【▼】、【▲】を押して、該当するタイムゾー
ンを選択し、【OK】を押します。

� 「受付けました」と表示されたあと、ユーザ設定画面に戻りま
す。
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7【▼】、【▲】を押して、「戻る」を選択し、【OK】を押します。
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8 送信先の登録
送信先のアドレスの登録について説明します。

8.1 送信先の登録について
送信先の登録は、本体操作パネル、PageScope Web Connection
のどちらからでも登録することができます。ここでは、本体操作パネル
からの登録について説明します。

�
メモ）
PageScope Web Connection からの登録については、
「PageScope Web Connection の使いかた」（p. 11-1）をごら
んください。

機能 メールアドレス登録
先

説明 本体操作パネ
ル

PageScope 
Web 
Connection

〇：設定可能、-：設定不可能

Scan to 
E-mail

ワンタッチダイアル
キー
（bizhub163f のみ
対応）

ワンタッチダイアル
キーを押して、簡単
に宛先を指定できま
す。
LDAPサーバーを
使用している環境で
は､ LDAPサーバー
から宛先を検索して
登録できます｡

〇 〇

Scan to 
E-mail

短縮ダイアル番号 3桁の短縮番号で宛
先を指定できます。
LDAPサーバーを
使用している環境で
は､ LDAPサーバー
から宛先を検索して
登録できます｡

〇 〇

Scan to 
E-mail

グループダイアル
キー
（bizhub163f のみ
対応）

ひとつのダイアル
キーで複数の相手先
に同時に、送信でき
ます。

〇 〇

Scan to 
Server
（FTP）

短縮ダイアル番号
（FTPサーバーアド
レス登録）

データを FTPに
アップできます。 - 〇
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8 送信先の登録
ワンタッチダイアルの登録

�
メモ）
ワンタッチダイアルは、bizhub 163 には装着されていません。

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「宛先登録」を選択し、【OK】を押します。

3【▼】、【▲】を押して、「ワンタッチ」を選択し、【OK】を押しま
す。
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送信先の登録 8

4 ワンタッチダイアルに登録するキーを押します。

登録したキー番号が表示され、登録の設定画面が表示されます。

�
メモ）
ワンタッチダイアルは、01～ 32まで登録できます。

5「手動設定」または「LDAP検索」を選択し、【OK】を押します。

� 「手動設定」を選択した場合は、手順 6へ進みます。
� 「LDAP検索」を選択した場合は、手順 9へ進みます。
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8 送信先の登録
＜手動設定＞

6 相手先名を入力し、【OK】を押します。

7 相手先のメールアドレスを入力します。

� 相手先を入力すると、「送信設定変更＝▼」が表示されます。イ
ンターネットファクスで送信する場合の送信サイズや解像度な
どを設定できます。この設定はインターネットファクス送信手
順にしたがって送信した場合に有効になります。Scan to E-
mail 送信手順にしたがって送信した場合には反映されません。
Scan to E-mail については、「Scan to E-mail の使いかた」
（p. 9-1）をごらんください。
インターネットファクスについては、bizhub 163f のユーザー
ズガイドをごらんください。

8【OK】を押します。

「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。
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送信先の登録 8

＜ LDAP検索＞

9 ワンタッチダイアル設定画面から、「LDAP検索」を選択し、【OK】
を押します。

10検索する宛先の「名前」または「メールアドレス」を選択し、
【OK】を押します。

� 「名前」／「メールアドレス」のどちらを選択しても、このあと
は同じ手順で進みます。それぞれ画面には「LDAP検索（名
前）」／「LDAP検索（メール）」と表示されます。
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8 送信先の登録
11検索する「名前」／「メールアドレス」の登録名／アドレスに含ま
れる文字の一部を入力し、【OK】を押します。

�
メモ）
検索する文字は、10文字まで入力できます。

�
ご注意）
LDAP設定の検索方法で、設定した検索方法によって検索され
る「名前」／「メールアドレス」が異なります。
･「始まる」を設定した場合は、入力した文字から始まる「名前」
／「メールアドレス」を検索します。

･「含む」を設定した場合は、入力した文字を含む「名前」／
「メールアドレス」を検索します。
･「終わる」を設定した場合、入力した文字で終わる「名前」／
「メールアドレス」を検索します。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

<名前 >

<メールアドレス >
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送信先の登録 8

「検索中」と表示されたあと、該当する「名前」／「メールアドレ
ス」に一覧が表示されます。

12【▼】／【▲】を押して、検索結果から「名前」／「メールアドレ
ス」を選択し、【OK】を押します。

� 【)】を押すと、名前とメールアドレスが表示されます。確認し
て【OK】を押します。もし選択を間違えたら、【戻る】を押し
ます。一つ前の画面に戻ります。

�
ご注意）
検索したメールアドレスが 64文字以上の場合は、「注意」と表
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

<名前 >

<メールアドレス >
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8 送信先の登録
13相手先名を確認して、【OK】を押します。

14相手先のメールアドレスを確認して、【OK】を押します。

「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

�
メモ）
【▼】押すと、インターネットファクスで送信する場合の送信サ
イズや解像度などを設定できます。この設定は、インターネッ
トファクス送信手順にしたがって送信した場合に有効になりま
す。Scan to E-mail の送信手順にしたがって送信した場合には
反映されません。

Scan to E-mail については、「Scan to E-mail の使いかた」
（p. 9-1）をごらんください。

インターネットファクスについては、bizhub163f のユーザー
ズガイドをごらんください。
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送信先の登録 8

短縮ダイアルの登録

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「宛先登録」を選択し、【OK】を押します。

3【▼】、【▲】を押して、「短縮」を選択し、【OK】を押します。
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8 送信先の登録
4 登録する短縮番号を入力し、【OK】を押します。

登録した短縮番号が表示され、登録の設定画面が表示されます。

�
メモ）
短縮ダイアルは、操作パネルからは、001～ 240まで登録できま
す。

5「手動設定」または「LDAP検索」を選択し、【OK】を押します。

� 「手動設定」を選択した場合は、手順 6へ進みます。
� 「LDAP検索」を選択した場合は、手順9へ進みます。

＜手動設定＞

6 相手先名を入力し、【OK】を押します。
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送信先の登録 8

7 相手先のメールアドレスを入力します。

�
メモ）
「送信設定変更＝▼」は本機が 163f のときのみ表示され、インター
ネットファクスで送信する場合の送信サイズや解像度などを設定で
きます。この設定はインターネットファクス送信手順にしたがって
送信した場合に有効になります。Scan to E-mail 送信手順にした
がって送信した場合には反映されません。Scan to E-mail につい
ては、「Scan to E-mail の使いかた」（p. 9-1）をごらんください。
インターネットファクスについては、bizhub 163f のユーザーズガ
イドをごらんください。

8【OK】を押します。

「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

＜ LDAP検索＞

9 短縮ダイアル設定画面から、「LDAP検索」を選択し、【OK】を押
します。
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8 送信先の登録
10検索する宛先の「名前」または「メールアドレス」を選択し、
【OK】を押します。

� 「名前」／「メールアドレス」のどちらを選択しても、このあと
は同じ手順で進みます。それぞれ画面には「LDAP検索（名
前）」／「LDAP検索（メール）」と表示されます。

11検索する「名前」／「メールアドレス」に含まれる文字を入力し、
【OK】を押します。

�
メモ）
検索する文字は、10文字まで入力できます。

<名前 >

<メールアドレス >
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送信先の登録 8
�
ご注意）
LDAP設定の検索方法で、設定した検索方法によって検索され
る「名前」／「メールアドレス」が異なります。
･「始まる」を設定した場合は、入力した文字から始まる「名前」
／「メールアドレス」を検索します。

･「含む」を設定した場合は、入力した文字を含む「名前」／
「メールアドレス」を検索します。
･「終わる」を設定した場合、入力した文字で終わる「名前」／
「メールアドレス」を検索します。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

「検索中」と表示されたあと、該当する「名前」／「メールアドレ
ス」に一覧が表示されます。

12【▼】／【▲】を押して、検索結果から「名前」／「メールアドレ
ス」を選択し、【OK】を押します。

<名前 >

<メールアドレス >
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8 送信先の登録
� 【)】を押すと、名前とメールアドレスが表示されます。確認し
て【OK】を押します。もし選択を間違えたら、【戻る】を押し
ます。一つ前の画面に戻ります。

�
ご注意）
検索したメールアドレスが 64文字以上の場合は、「注意」と表
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

13相手先名を確認して、【OK】を押します。

14相手先のメールアドレスを確認して、【OK】を押します。

「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。
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送信先の登録 8
�
メモ）
【▼】押すと、インターネットファクスで送信する場合の送信サ
イズや解像度などを設定できます。この設定は、インターネッ
トファクス送信手順にしたがって送信した場合に有効になりま
す。Scan to E-mail の送信手順にしたがって送信した場合には
反映されません。

Scan to E-mail については、「Scan to E-mail の使いかた」
（p. 9-1）をごらんください。

インタネットファクスについては、bizhub163f のユーザーズ
ガイドをごらんください。

短縮ダイアル（FTPサーバー）の登録

スキャンしたデータを FTP に送信するときの FTP サーバーアドレスを
短縮ダイアルの「241 ～ 250」に登録します。

�
メモ）
FTP サーバーアドレスを短縮ダイアルに登録するためには、
PageScope Web Connection の管理者モードから登録する必要
があります。PageScope Web Connection 接続へのアクセス方
法は、「PageScope Web Connection を使用するには」
（p. 11-1）をごらんください。

FTPサーバーアドレスの短縮ダイアルへの登録は、「短縮ダイアル
の登録」（p. 11-48）をごらんください。

グループダイアルの登録

�
メモ）
グループダイアルに登録するためには、相手先のメールアドレスを、
ワンタッチダイアルまたは、短縮ダイアルに登録しておく必要があ
ります。
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8 送信先の登録
1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「宛先登録」を選択し、【OK】を押します。

3【▼】、【▲】を押して、「グループ」を選択し、【OK】を押します。
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送信先の登録 8

4 グループダイアルに登録するワンタッチダイアルキーを押します。

グループダイアルに登録したワンタッチキーの番号が表示され、登
録の設定画面が表示されます。

5 相手先名を入力し、【OK】を押します。

6 ワンタッチキーまたは短縮ダイアル番号で相手先を指定します。
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8 送信先の登録
相手先が表示されます。【OK】を押します。

7 グループに相手先を追加する場合は、【▼】、【▲】を押して、「追加」
を選択し、【OK】を押します。

8 追加する登録先を、ワンタッチダイアルまたは、短縮ダイアルで入
力します。

9 手順7、8を繰り返して、グループに登録したいすべての相手先を
入力します。

10【▼】、【▲】を押して、「戻る」を選択し、【OK】を押します。

「登録しました」と表示されたあと宛先登録画面に戻ります。
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送信先の登録 8
8.2 登録データの修正と削除

ワンタッチダイアルの修正と削除

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「宛先登録」を選択し、【OK】を押します。

3【▼】、【▲】を押して、「ワンタッチ」を選択し、【OK】を押しま
す。
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8 送信先の登録
4 修正または削除するワンタッチダイアルキーを押します。

登録済みの内容が表示されたあと、次の画面が表示されます。

� 入力したワンタッチダイアルキーにグループダイアルやプログ
ラムが登録されていた場合、「確認して下さい」と表示されてあ
と、宛先登録画面に戻ります。

5【▼】、【▲】を押して、「修正」または「削除」を選択します。

� 「削除」を選択し、【OK】を押した場合、「削除しました」と表
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

6 修正する場合は、「修正」を選択し、【OK】を押します。

登録した相手先名が表示されます。

� 相手先名を修正する場合は、【クリア／ ストップ】を押して、削
除し、修正する相手先名を再度入力します。
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送信先の登録 8

7【OK】を押します。

相手先が表示されます。

� 相手先のアドレスを修正する場合は、【クリア／ ストップ】を押
して、削除し、修正する相手先名を再度入力します。

8【OK】を押します。

「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

�
メモ）
修正したワンタッチダイアルが、グループダイアルに登録されてい
る場合は、次の画面が表示されます。

【▼】、【▲】を押して、「する」または「しない」を選択し、【OK】
を押します。
「する」／「しない」のどちらを選択しても、「登録しました」表示
されたあと、宛先登録画面に戻ります。
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8 送信先の登録
短縮ダイアルの修正と削除

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「宛先登録」を選択し、【OK】を押します。

3【▼】、【▲】を押して、「短縮」を選択し、【OK】を押します。
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送信先の登録 8

4 登録の修正または削除をする短縮番号を入力し、【OK】を押しま

す。

登録済みの内容が表示されたあと、次の画面が表示されます。

5【▼】、【▲】を押して、「修正」または「削除」を選択します。

� 「削除」を選択し、【OK】を押した場合、「削除しました」と表
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

6 修正する場合は、「修正」を選択し、【OK】を押します。

登録した相手先名が表示されます。

� 相手先名を修正する場合は、【クリア／ストップ】を押して、削
除し、修正する相手先名を再度入力します。

7【OK】を押します。

相手先が表示されます。
163/163f 8-23



8 送信先の登録
� 相手先のアドレスを修正する場合は、【クリア／ストップ】を押
して、削除し、修正する相手先名を再度入力します。

�
メモ）
「送信設定変更＝▼」は本機が163f のときのみ表示され、インター
ネットファクスで送信する場合の送信サイズや解像度などを設定で
きます。インターネットファクスについては bizhub 163f のユー
ザーズガイドをごらんください。

8【OK】を押します。

「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

グループダイアルの修正と削除

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「宛先登録」を選択し、【OK】を押します。
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送信先の登録 8

3【▼】、【▲】を押して、「グループ」を選択し、【OK】を押します。

4 修正または削除するグループが登録されているワンタッチダイアル
キーを押します。

登録済みの内容が表示されたあと、次の画面が表示されます。

� 入力したグループダイアルキーにワンタッチダイアルやプログ
ラムが登録されていた場合、「確認してください」と表示されて
あと、宛先登録画面に戻ります。

5【▼】、【▲】を押して、「修正」または「削除」を選択します。

� 「削除」を選択し、【OK】を押した場合、「削除しました」と表
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

6 修正する場合は、「修正」を選択し、【OK】を押します。

登録した相手先名が表示されます。

� 相手先名を修正する場合は、【クリア／ストップ】を押して、削
除し、修正する相手先名を再度入力します。
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8 送信先の登録
7【OK】を押します。

次の画面が表示されます。

� グループに相手先を追加する場合は、【▼】、【▲】を押して、
「追加」を選択し、【OK】を押します。

8 登録する相手先をワンタッチダイアル、または短縮ダイアルから入
力します。

グループに登録された新しい相手先が表示されます。

� 【OK】を押すと、手順 7の画面に戻ります。複数追加する場合
は、手順 7、8を繰り返して、追加するすべての相手先を登録し
ます。

9 追加登録がすべて終わったら、【▼】、【▲】を押して、「戻る」を選
択し、【OK】を押します。

「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。
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Scan to E-mail の使いかた 9
9 Scan to E-mail の使いかた
スキャンしたデータをメール送信する方法について説明します。

9.1 基本的な送信のしかた

�
ご注意）
Scan to E-mail では、文書はメールサーバーを経由して送信され
ます。相手先との直接通信は行いません。また、サーバーとの通信
が正常に終了した時点で、送信完了として扱われます。この操作を
行うには、あらかじめ IPアドレス、SMTPサーバーアドレス、
メールアドレスなどを設定しておく必要があります。

原稿送り装置を使用するとき

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
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2 原稿送り装置に送信したい原稿をセットします。

�
メモ）
原稿セットガイドを原稿サイズに合わせます。

読み取る面を上向きに原稿をセットします。

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲については、bizhub 163
または bizhub 163f のユーザーズガイドをごらんください。

3 テンキーで相手先のメールアドレスを入力します。

� 宛先を入力すると「送信設定変更＝▼」が表示されます。件名、
CCアドレス、ファイル形式などの送信設定を変更する場合は、
【▼】を押します。その他の設定画面が表示されます。送信設定
の変更については、「送信設定を変更する」（p. 9-10）をごらん
ください。
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�
ワンポイントアドバイス）
相手先は以下の方法でも指定できます。

「ワンタッチダイアルから相手先を選択する」（p. 9-36）をごらん
ください。（ワンタッチダイアルは、bizhub 163f のみ対応）

「短縮ダイアルから相手先を選択する」（p. 9-38）をごらんくださ
い。

「電話帳から相手先を選択する」（p. 9-42）をごらんください。

�
メモ）
【スキャン】を押した後に指定したメールアドレスは、Scan to 
E-mail の宛先として送信されます。

入力できる文字数は 64文字以内です。

4【スタート】を押します。

読み取り・送信が開始されます。

�
ワンポイントアドバイス）
読み取りを途中で中止したい場合は【クリア／ストップ】を押しま
す。

送信できなかったときは送信結果レポートがプリントされます。

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したい場合は、【機
能】を押し、「予約確認・削除」を選択してください。詳しくは、
bizhub 163f ユーザーズガイドをごらんください。 
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原稿ガラス上にセットするとき

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2 原稿カバーを開き、送信したい原稿をセットします。
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�
メモ）
読み取る面を下向きに原稿をセットします。

原稿ガラス上側と左側にある原稿スケールに合わせて原稿をセット
します。

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲については、bizhub 163
のユーザーズガイドを参照してください。

3 テンキーで相手先のメールアドレスを入力します。

� 宛先を入力すると「送信設定変更＝▼」が表示されます。件名、
CCアドレス、ファイル形式などの送信設定を変更する場合は、
【▼】を押します。その他の設定画面が表示されます。送信設定
変更については、「送信設定を変更する」（p. 9-10）をごらんく
ださい。

�
ワンポイントアドバイス）
相手先は以下の方法でも指定できます。

「ワンタッチダイアルから相手先を選択する」（p. 9-36）をごらん
ください。（ワンタッチダイアルは、bizhub 163f のみ対応）

「短縮ダイアルから相手先を選択する」（p. 9-38）をごらんくださ
い。

「電話帳から相手先を選択する」（p. 9-42）をごらんください。

�
メモ）
【スキャン】を押した後に指定したメールアドレスは、Scan to 
E-mail の宛先として送信されます。

入力できる文字数は 64文字以内です。
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4【スタート】を押します。

原稿ガラス面読取画面が表示されます。

5【▼】、【▲】を押して、「自動検出」または「手動」を選択し、
【OK】を押します。

� 「自動検出」を選択した場合と「手動」を選択した場合は、この
あとの手順が異なります。
9-6 163/163f



Scan to E-mail の使いかた 9

＜「自動検出」を選択した場合＞

1 手順 5で「自動検出」を選択し、【OK】を押すと次の画面が表示さ
れます。

2【OK】を押します。

「読取中」と表示され、読み取りが終了すると、次の画面が表示され
ます。

� 複数枚の原稿を読み取る場合は、次の原稿を原稿ガラスにセッ
トし、【OK】を押します。原稿の枚数分、繰り返します。

3 すべての原稿を読み取ったら、【スタート】を押します。

送信がスタートし、終了すると、「完了」と表示されたあと、スキャ
ン画面に戻ります。

�
ワンポイントアドバイス）
読み取りを途中で中止したい場合は【クリア／ストップ】を押しま
す。

送信できなかったときは送信結果レポートがプリントされます。

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したい場合は、【機
能】を押し、「予約確認・削除」を選択してください。詳しくは、
bizhub 163f ユーザーズガイドをごらんください。
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＜「手動」を選択した場合＞

�
メモ）
「手動」を選択すると、読み取りサイズを変更することができます。

1 手順5で「手動」を選択し、【OK】を押すと次の画面が表示されま
す。

2【▼】、【▲】を押して、該当する読み取りサイズを選択し【OK】を
押します。

�
メモ）
読み取りサイズは、A3w、A4w、A4v、A5w、A5v、B4w、
B5w、B5v、FLSw、8Kw、16Kw、16Kv、INCH（11 × 17、
11 × 14、LGLw、LTRw、LTRv，INVw、INVv）から選択でき
ます。
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3【OK】を押します。

「読取中」と表示され、読み取りが終了すると、次の画面が表示され
ます。

� 複数枚の原稿を読み取る場合は、次の原稿を原稿ガラスにセッ
トし、【OK】を押します。原稿の枚数分、繰り返します。

4 すべての原稿を読み取ったら、【スタート】を押します。

送信がスタートし、終了すると、「完了」と表示されたあと、スキャ
ン画面に戻ります。

�
ワンポイントアドバイス）
読み取りを途中で中止したい場合は【クリア /ストップ】を押しま
す。

送信できなかったときは送信結果レポートがプリントされます。

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したい場合は、【機
能】を押し、「予約確認・削除」を選択してください。詳しくは、
bizhub 163f ユーザーズガイドをごらんください。
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9.2 送信設定を変更する
スキャンしたデータについて「送信設定変更」から「件名」や「CCア
ドレス」、「ファイル形式」、「圧縮符号化方式」の設定や変更ができま
す。

件名の設定

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2 原稿をセットして、宛先を入力します。

「送信設定変更＝▼」が表示されます。
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3【▼】を押します。

その他の設定画面が表示されます。

4【▼】、【▲】を押して、「件名」を選択し、【OK】を押します。

5 送信メールの件名（タイトル）を入力し、【OK】を押します。

その他の設定画面に戻ります。

�
メモ）
入力できる文字数は 64文字以内です。
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CCアドレスの設定

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2 原稿をセットして、宛先を入力します。

「送信設定変更＝▼」が表示されます。

3【▼】を押します。

その他の設定画面が表示されます。
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4 その他の設定画面から、【▼】、【▲】を押して、「CCアドレス」を

選択し、【OK】を押します。

5 CCで送信したい相手先のメールアドレスを入力し、【OK】を押し
ます。

「追加」、「確認／修正」画面が表示されます。

� 複数の相手先にCCで送信する場合は、「追加」を選択し、【OK】
を押します。CCアドレスの入力画面が表示されるので、追加す
る相手先のメールアドレスを入力します。すべての相手先の指
定が終わるまで繰り返します。

�
メモ）
入力できるCCアドレスは最大 254件です。

入力したCCアドレスの確認や修正をしたい場合は「確認／修正」
を選択し、【OK】を押します。
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＜CCアドレスの確認／修正＞

1 CCアドレスの「追加」、「確認／修正」の画面から、【▼】、【▲】を
押して、「確認／修正」を選択し、【OK】を押します。

入力したCCアドレスの一覧が表示されます。

2【▼】、【▲】を押して、確認または修正したいアドレスを選択しま
す。

� 【クリア／ストップ】を押すと、削除画面が表示されます。
【▼】、【▲】を押して、「する」を選択し、【OK】を押すと、「削
除しました」と表示されたあと、選択したアドレスが削除され
て、CCアドレス一覧画面が表示されます。続けて削除する場合
は、この手順を繰り返します。
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� 【OK】を押すと、選択されたアドレスのみ表示されます。【クリ

ア／ストップ】を押して、一文字ずつ削除します。すべて削除
して、【OK】を押すと、削除画面が表示されます。【▼】、【▲】
を押して、「する」を選択し、【OK】を押すと、「削除しました」
と表示されたあと、選択したアドレスが削除されて、CCアドレ
ス一覧画面が表示されます。続けて削除する場合は、この手順
を繰り返します。

3 CCアドレス一覧画面から、【戻る】を押します。CCアドレスの
「追加」、「確認／修正」の画面が表示されます。

4【▼】、【▲】を押して、「戻る」を選択し、【OK】を押します。

その他の設定画面に戻ります。
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ファイル形式の設定

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2 原稿をセットして、宛先を入力します。

「送信設定変更＝▼」が表示されます。

3【▼】を押します。

その他の設定画面が表示されます。
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4【▼】、【▲】を押して、「ファイル形式」を選択し、【OK】を押しま

す。

5【▼】、【▲】を押して、「TIFF」または「PDF」から、希望するファ
イル形式を選択します。

6【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、その他の設定画面に戻ります。

圧縮符号化方式の設定

1【スキャン】を押します。
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� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2 原稿をセットして、宛先を入力します。

「送信設定変更＝▼」が表示されます。

3【▼】を押します。

その他の設定画面が表示されます。

4【▼】、【▲】を押して、「圧縮符号化方式」を選択し、【OK】を押し
ます。
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5【▼】、【▲】を押して、「MH」、「MR」または「MMR」から、希望

する符号化方式を選択します。

6【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、その他の設定画面に戻ります。

7 すべての設定が終わったら【▼】、【▲】を押して、「戻る」を選択
し、【OK】を押します。

スキャン画面に戻ります。
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9.3 読み取り画質の設定を変更する
画質（解像度、原稿画質）を選択する画面から、読み取り画質の設定を
変更できます。設定変更をしない場合、［スキャン］を押したときに表
示された読み取りモードで、スキャンデータが送信されます。

解像度の設定

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
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2【画質】を押します。

3【▼】、【▲】を押して、「解像度」を選択し、【OK】を押します。

4【▼】、【▲】を押して、該当する解像度を選択します。

� 解像度は、150 × 150dpi、300 × 300dpi、600 × 600dpi から
選択できます。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、300 × 300dpi です。
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5【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、スキャン画面に戻ります。

原稿画質の設定

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
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2【画質】を押します。

3【▼】、【▲】を押して、「原稿」を選択し、【OK】を押します。

4【▼】、【▲】を押して、メールに添付する原稿の画質を選択します。

� 原稿の画質は、「文字／写真」、「文字」、「写真」から選択できま
す。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「文字／写真」です。
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5【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、スキャン画面に戻ります。
9-24 163/163f



Scan to E-mail の使いかた 9
9.4 読み取り原稿濃度の設定変更をする
濃度を選択する画面から、原稿の読み取り画質の設定を変更できます。

文字／写真、文字モードの設定

画質の設定で、「文字／写真」または「文字」が設定されている場合の
設定です。

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
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2【濃度】を押します。濃度設定画面が表示されます。

3【▼】、【▲】を押して、「自動設定」または「手動設定」を選択し、
【OK】を押します。

� 「自動設定」選択すると、「受付けました」と表示されたあと、
濃度が「自動」と表示されたスキャン画面に戻ります。
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� 「手動設定」選択すると、濃度を調整する画面が表示されます。
【*】、【)】を押して、濃度を調整します。

�
メモ）
左へ調整すると濃度が薄くなります。右へ移動させると、濃くなり
ます。

濃度を調整後に【OK】を押すと、「受付けました」と表示されたあ
と、調整した濃度に対応した濃度が表示されたスキャン画面が表示
されます。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「自動設定」です。
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写真モードの設定

画質の設定で、「写真」が設定されている場合の設定です。

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2【濃度】を押します。
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3【*】、【)】を押して、濃度を調整します。

4【OK】を押すと、「受付けました」と表示されたあと、調整した濃
度に対応した濃度が表示されたスキャン画面が表示されます。

� 濃度の調整で、中央より左側に設定すると、スキャン表示画面
も左側が濃くなり、右側に調整すると、右側が濃く表示されま
す。

�
メモ）
工場出荷時の設定は、「中央」です。
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9.5 スキャン設定項目の初期値を設定する
メール送信（Scan to E-mail）、サーバー送信（Scan to Server
（FTP））で読み取り・送信を行うときの画質（解像度）、データ形式、
圧縮符号化方式の初期値を変更することができます。

画質（解像度）の設定

1【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「スキャナ設定」を選択し、【OK】を押しま
す。

3【▼】、【▲】を押して、「解像度」を選択し、【OK】を押します。

4【▼】、【▲】を押して、表示された解像度から、該当の解像度を選択
します。
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� 解像度は、150 × 150dpi、300 × 300dpi、600 × 600dpi の 3

種類を設定できます。

5【OK】を押すと、「受付けました」と表示されたあと、スキャナ設
定画面に戻ります。

ファイル形式の設定

1【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「スキャナ設定」を選択し、【OK】を押しま
す。

3【▼】、【▲】を押して、「ファイル形式」を選択し、【OK】を押しま
す。

4【▼】、【▲】を押して、「TIFF」または「PDF」から、該当のファイ
ル形式を選択します。
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5【OK】を押すと、「受付けました」と表示されたあと、スキャナ設
定画面に戻ります。

圧縮符号化方式の設定

1【設定メニュー】を押します。

2【▼】、【▲】を押して、「スキャナ設定」を選択し、【OK】を押しま
す。

3【▼】、【▲】を押して、「圧縮符号化方式」を選択し、【OK】を押し
ます。

4【▼】、【▲】を押して、表示された圧縮符号化方式から、該当の圧縮
符号化方式を選択します。

� 圧縮符号化方式は、「MH」、「MR」、「MMR」の 3種類を設定で
きます。
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5【OK】を押します。

「受付けました」と表示されたあと、スキャナ設定画面に戻ります。
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9.6 原稿読み取り中にメモリ不足になった場合
原稿送り装置で、原稿を読み取っている途中でメモリ不足が近づくと、
警告メッセージが表示されます。送信を続けるか、送信を取り消すかを
選択します。

メモリ不足が近づくと、警告メッセージが表示されたあと、メモリ不足
/送信取消画面が表示されます。

� 【▼】、【▲】を押して、「する」または「しない」を選択し、【OK】
を押します。

� 「する」を選択し、【OK】を押すと、「受付けました」と表示さ
れたあと、スキャン画面に戻り、送信が取り消されます。

� 「しない」を選択し、【OK】を押すと、「＊メモリの空き待ち＊」
と表示され、読み取ったページの送信を開始します。送信が終
了すると残りのページの読み取りを自動的に開始します。

�
メモ）
原稿ガラスで、原稿を読み取っている途中でメモリ不足となった場
合は警告メッセージで「しない」を選択し、【OK】を押すと、読み
取ったページの送信を開始します。送信が終了すると「完了」と表
示されたあと、スキャン画面に戻ります。
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� メモリ不足／送信取消画面で、自動リセット時間が経過すると、
「メモリ不足です」と表示され、送信結果のリポートが印刷され
ます。いずれかのキーを押すと、「ジョブを取消しました」と表
示されたあと、スキャン画面に戻ります。
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9.7 ワンタッチダイアルから相手先を選択する

�
メモ）
ワンタッチダイアルは、bizhub 163f のみ対応しています。

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
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2 ワンタッチダイアルキーの【01】～【32】から、送信する相手先

のメールアドレスが登録されているキーを押します。

�
メモ）
あらかじめワンタッチダイアルに相手先を登録しておく必要があり
ます。

ワンタッチダイアルの登録については、「送信先の登録について」
（p. 8-1）を参照してください。
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9.8 短縮ダイアルから相手先を選択する

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
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2【短縮】を押し、テンキー 3桁の短縮番号（メールアドレスが登録

されている番号）を入力します。

3【OK】を押します。

送信先が設定されます。

�
メモ）
あらかじめ短縮ダイアルに相手先を登録しておく必要があります。

短縮ダイアルの登録については、「送信先の登録について」（p. 8-1）
をごらんください。

入力を間違えたときは、【戻る】を押して番号を入力しなおしてくだ
さい。
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9.9 グループダイアルから相手先を選択する

�
メモ）
グループダイアルは、bizhub 163f のみ対応しています。

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
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2 ワンタッチダイアルキーの【01】～【32】から、送信する相手先

のグループが登録されているキーを押します。

�
メモ）
あらかじめグループダイアルに相手先を登録しておく必要がありま
す。

グループダイアルの登録については、「送信先の登録について」
（p. 8-1）をごらんください。

グループダイアルキーの相手先にファクス番号が 1つでも登録され
ている場合は、そのグループダイアルキーをメール送信（Scan to 
E-mail）に使用できません。その場合は、ディスプレイに「メール
アドレスではありません」というメッセージが表示されます。
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9.10 電話帳から相手先を選択する
電話帳では、ワンタッチダイアルと短縮ダイアルに登録されている内容
が表示されます。また、LDAPサーバーを使用できる環境にある場合
は、LDAPサーバーを検索して、登録されている内容を表示できます。
この機能を使って、電話帳から相手先を探して指定し、送信できます。

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
9-42 163/163f



Scan to E-mail の使いかた 9

2【アドレス帳】を押します。

電話帳画面が表示されます。

3【▼】、【▲】を押して、「リスト」または「検索」、「LDAP検索」の
いずれかを選択し、【OK】を押します。

� 「リスト」を選択すると、ワンタッチダイアルと短縮ダイアルに
登録されている内容が表示されます。【▼】、【▲】、【)】を押し
て、相手先を選択します。
【)】を押すと、A→B→C … のように先頭文字で検索します。
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� 「検索」を選択すると、検索文字列を入力する画面が表示されま
す。相手先の登録名の一部（または全部）を入力して検索を行
います。電話帳検索の手順については、「電話帳の検索のしか
た」（p. 9-44）をごらんください。

� 「LDAP検索」を選択すると、LDAPサーバーに登録されている
相手先のアドレスを検索できます。LDAP検索の手順について
は、「LDAPサーバーの検索のしかた」（p. 9-47）をごらんくだ
さい。

4【スタート】を押します。

電話帳の検索のしかた

1【スキャン】を押します。
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� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2【アドレス帳】を押します。

電話帳画面が表示されます。

3【▼】、【▲】を押して、「検索」を選択し、【OK】を押します。
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4 相手先の登録名の先頭の何文字かを入力します。

�
メモ）
ワンタッチダイアルまたは短縮ダイアルに登録されている登録名の
一部を入力します。

10文字まで入力できます。

5【OK】を押します。

「検索中」と表示されたあと、検索結果が表示されます。

� 検索して該当する登録名が見つからなかった場合は、「見つかり
ません」と表示されたあと、手順 4の画面に戻ります。

6 相手先を選択し、【OK】を押します。

スキャン画面に相手先が表示されます。
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� 宛先を入力すると「送信設定変更 =▼」が表示されます。件名、

CCアドレス、ファイル形式などの送信設定を変更する場合は、
【▼】を押します。その他の設定画面が表示されます。送信設定
の変更については、「送信設定を変更する」（p. 9-10）をごらん
ください。

7【スタート】を押します。

LDAPサーバーの検索のしかた

1【スキャン】を押します。

スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。
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2【アドレス帳】を押します。

3【▼】、【▲】を押して、「LDAP検索」を選択し、【OK】を押しま
す。

4 検索する宛先の「名前」または「メールアドレス」を選択し、
【OK】を押します。

� 「名前」／「メールアドレス」のどちらを選択しても、このあと
は同じ手順で進みます。それぞれ画面には「LDAP検索（名
前）」／「LDAP検索（メール）」と表示されます。
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5 検索する「名前」／「メールアドレス」の登録名／アドレスに含ま

れる文字の一部を入力します。

�
メモ）
検索する文字は、10文字まで入力できます。

�
ご注意）
LDAP設定の検索方法で、設定した検索方法によって検索され
る「名前」／「メールアドレス」が異なります。
･「始まる」を設定した場合は、入力した文字から始まる「名前」
／「メールアドレス」を検索します。

･「含む」を設定した場合は、入力した文字を含む「名前」／
「メールアドレス」を検索します。
･「終わる」を設定した場合、入力した文字で終わる「名前」／
「メールアドレス」を検索します。

�
ワンポイントアドバイス）
間違って入力した場合は、【クリア／ストップ】を押して入力し
た文字を消去し、再入力します。

<名前 >

<メールアドレス >
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6【OK】を押します。

� 「検索中」と表示されたあと、該当する「名前」／「メールアド
レス」に一覧が表示されます。【▼】、【▲】を押して、相手先を
選択します。

� 【)】を押すと、名前とメールアドレスが表示されます。もし選
択を間違えたら、【戻る】を押します。一つ前の画面に戻りま
す。

�
ご注意）
検索したメールアドレスが 64文字以上の場合は、「注意」と表
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。

<名前 >

<メールアドレス >
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7【OK】を押します。

� 件名、CCアドレス、ファイル形式などの送信設定を変更する場
合は、【▼】を押します。その他の設定画面が表示されます。送
信設定の変更については、「送信設定を変更する」（p. 9-10）を
ごらんください。

スキャン画面に相手先のメールアドレスが設定されます。

8【スタート】を押します。
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9.11 通信結果の確認
スキャンの送信結果を確認することができます。

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2【確認】を押します。

確認モード画面が表示されます。
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3【▼】、【▲】を押して、「通信結果」を選択します。

4【OK】を押します。

すべての送信結果が表示されます。

<bizhub 163>

<bizhub 163f>
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�
メモ）
送信結果は、新しい結果から表示されます。【▼】を押すと、順番に
過去の送信結果が表示されます。

本機にネットワークカードNC-503 または、イメージコントローラ
IC-206 を装着している場合は、NTPサーバーを設定できます。

NTPサーバーが設定されている場合と設定されていない場合で送信
結果の表示内容が異なります。

NTPサーバーが設定されている場合：
Scan to E-Mail、Scan to FTPで送信されたデータは、送信番号
と送信した日時が表示されます。

NTPサーバーが設定されていない場合：
Scan to E-Mail、Scan to FTPで送信されたデータには、送信番
号のみが表示され、送信日時は表示されません。

5【OK】を押します。

スキャン画面に戻ります。
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10 Scan to Server（FTP）の使いかた
スキャンしたデータをサーバーに送信する方法について説明します。

10.1 基本的な送信のしかた
Scan to Server（FTP）を行うためには、あらかじめ FTPサーバー
アドレスなどを登録しておく必要があります。PageScope Web 
Connection を使用して設定します。（PageScope Web 
Connection については、「PageScope Web Connection の使い
かた」（p. 11-1）をごらんください。

また、FTPのサーバーアドレスを短縮ダイアルに登録しておく必要が
あります。「短縮ダイアル（FTPサーバー）の登録」（p. 8-15）を参照
してください。

�
ご注意）
Scan to Server（FTP） の 送信先サーバーアドレスや短縮ダイア
ルなどの設定は、PageScope Web Connection の画面からのみ
可能です。操作パネルからは設定できません。

原稿送り装置を使用するとき

1【スキャン】を押します。
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� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2 原稿送り装置に送信したい原稿をセットします。

�
メモ）
原稿セットガイドを原稿サイズに合わせます

読み取る面を上向きに原稿をセットします。

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲については、bizhub 163
もしくはbizhub 163f のユーザーズガイドをごらんください。
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3【短縮】を押し、テンキーで 3桁の短縮番号（アップロードしたい

FTPサーバーアドレスが登録されている番号）を入力します。

4【OK】を押します。

宛先が表示されます。
� 宛先を入力すると「送信設定変更＝▼」が表示されます。ファ

イル形式および圧縮符号化方式の送信設定を変更する場合は、
【▼】を押します。その他の設定画面が表示されます。送信設定
の変更については、「送信設定を変更する」（p. 9-10）をごらん
ください。

�
メモ）
短縮番号は、「241」～「250」の中から指定します。

FTPサーバーアドレスは短縮ダイアルのみで指定できます。また、
FTPサーバーアドレスの短縮ダイアルへの登録はPageScope 
Web Connection を使用して行います。「短縮ダイアル（FTP
サーバー）の登録」（p. 8-15）をごらんください。

アップロードした FTPサーバーアドレスを、設定した相手先（10
箇所）メールで通知するように設定することができます。
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PageScope Web Connection で短縮ダイアル登録時に「メール
通知を行う」を選択します。「短縮ダイアル（FTPサーバー）の登
録」（p. 8-15）をごらんください。

指定した短縮ダイアルに何も登録されていない場合はエラーメッ
セージが表示されます。再度、短縮番号を入力しなおしてください。

入力を間違えたときは、【戻る】を押して番号を入力しなおしてくだ
さい。

5【スタート】を押します。読み取り、FTPサーバーへの接続、ス
キャンデータのアップロードが開始されます。

�
ワンポイントアドバイス）
読み取りを途中で中止したい場合は【クリア /ストップ】を押しま
す。

送信できなかったときは送信結果レポートがプリントされます。

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したい場合は、【機
能】を押し、「予約確認・削除」を選択してください。詳しくは、
bizhub 163f ユーザーズガイドをごらんください。
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原稿ガラス面上にセットするとき

1【スキャン】を押します。

� スキャンモードに切り替わり、スキャン画面が表示されます。

2 原稿カバーを開き、送信したい原稿をセットします。
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�
メモ）
読み取る面を下向きに原稿をセットします。

原稿ガラス上側と左側にある原稿スケールに合わせて原稿をセット
します。

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲については、bizhub 163
／ 163f のユーザーズガイドを参照してください。

3【短縮】を押し、テンキーで3桁の短縮番号（アップロードしたい
FTPサーバーアドレスが登録されている番号）を入力します。

4【OK】を押します。

宛先が表示されます。
� 宛先を入力すると「送信設定変更＝▼」が表示されます。件名、

CCアドレス、ファイル形式などの送信設定を変更する場合は、
【▼】を押します。その他の設定画面が表示されます。送信設定
変更については、「送信設定を変更する」（p. 9-10）をごらんく
ださい。
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�
メモ）
短縮番号は、「241」～「250」の中から指定します。

FTPサーバーは短縮ダイアルのみで指定できます。また、FTP
サーバーアドレスの短縮ダイアルへの登録はPageScope Web 
Connection を使用して行います。「短縮ダイアル（FTPサー
バー）の登録」（p. 8-15）をごらんください。

アップロードした FTPサーバーアドレスを、設定した相手先（10
箇所）メールで通知するように設定することができます。
PageScope Web Connection で短縮ダイアル登録時に「メール
通知を行う」を選択します。「短縮ダイアル（FTPサーバー）の登
録」（p. 8-15）をごらんください。

指定した短縮ダイアルに何も登録されていない場合はエラーメッ
セージが表示されます。再度、短縮番号を入力しなおしてください。

入力を間違えたときは、【戻る】を押して番号を入力しなおしてくだ
さい。

5【スタート】を押します。
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6 原稿ガラス面読取画面が表示されます。【▼】、【▲】を押して、「自
動検出」または「手動」を選択し、【OK】を押します。

� 「自動検出」を選択した場合と「手動」を選択した場合では、こ
のあとの手順が異なります。

＜「自動検出」を選択した場合＞

1 手順6で「自動検出」を選択し、【OK】を押すと次の画面が表示さ
れます。

2【OK】を押します。

「読取中」と表示され、読み取りが終了すると、次の画面が表示され
ます。

� 複数枚の原稿を読み取る場合は、次の原稿を原稿ガラスにセッ
トし、【OK】を押します。原稿の枚数分、繰り返します。
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3 すべての原稿を読み取ったら、【スタート】を押します。

� FTPサーバーへの接続、アップロードがスタートします。送信
が終了すると、「完了」と表示されたあと、スキャン画面に戻り
ます。

�
ワンポイントアドバイス）
読み取りを途中で中止したい場合は【クリア／ストップ】を押しま
す。

送信できなかったときは送信結果レポートがプリントされます。

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したい場合は、【機
能】を押し、「予約確認・削除」を選択してください。詳しくは、
bizhub 163f のユーザーズガイドをごらんください。

＜「手動」を選択した場合＞

�
メモ）
「手動」を選択すると、読み取りサイズを変更することができます。

1 手順 6で「手動」を選択し、【OK】を押すと次の画面が表示されま
す。
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2【▼】、【▲】を押して、該当する読み取りサイズを選択し、【OK】
を押します。

選択した読み取りサイズが表示されます。

�
メモ）
読み取りサイズは、A3w、A4w、A4v、A5w、A5v、B4w、
B5w、B5v、FLSw8Kw、16Kw、16Kv、INCH（11 × 17、11 
× 14、LGLw、LTRw、LTRv，INVw、INVv）から選択できます。

3【OK】を押します。

「読取中」と表示され、読み取りが終了すると、次の画面が表示され
ます。

� 複数枚の原稿を読み取る場合は、次の原稿を原稿ガラスにセッ
トし、【OK】を押します。原稿の枚数分、繰り返します。

4 すべての原稿を読み取ったら、【スタート】を押します。

� FTPサーバーへの接続、アップロードがスタートします。送信
が終了すると、「完了」と表示されたあと、スキャン画面に戻り
ます。
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�
ワンポイントアドバイス）
読み取りを途中で中止したい場合は【クリア /ストップ】を押しま
す。

送信できなかったときは送信結果レポートがプリントされます。

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したい場合は、【機
能】を押し、「予約確認・削除」を選択してください。 詳しくは、
bizhub 163f のユーザーズガイドをごらんください。

�
ワンポイントアドバイス）
読み取り画質の設定を変更したい場合は、「読み取り画質の設定を変
更する」（p. 9-20）をごらんください。
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10.2 原稿読み取り中にメモリ不足になった場合
原稿送り装置で、原稿を読み取っている途中でメモリ不足が近づくと、
警告メッセージが表示されます。送信を続けるか、送信を取り消すかを
選択します。

メモリ不足が近づくと、警告メッセージが表示されたあと、メモリ不足
/送信取消を選択する画面が表示されます。

�【▼】、【▲】を押して、「する」または「しない」を選択し、【OK】
を押します。

� 「する」を選択し、【OK】を押すと、「受付けました」と表示さ
れたあと、スキャン画面に戻ります。

� 「しない」を選択し、【OK】を押すと、「＊メモリの空き待ち＊」
と表示され、読み取ったページの送信を開始します。送信が終
了すると残りのページの読み取りを自動的に開始します。

�
メモ）
原稿ガラスで、原稿を読み取っている途中でメモリ不足となった場
合は警告メッセージで「しない」を選択し、【OK】を押すと、読み
取ったページの送信を開始します。送信が終了すると「完了」と表
示されたあと、スキャン画面に戻ります。
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� メモリ不足／送信取消画面で、自動リセット時間が経過すると、
「メモリ不足です」と表示され、送信結果のリポートが印刷され
ます。いずれかのキーを押すと、「ジョブを取消しました」と表
示されたあと、スキャン画面に戻ります。
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11 PageScope Web Connection の使
いかた

11.1 PageScope Web Connection を使用するには
PageScope Web Connection を使用するには、オプションのネッ
トワークカードNC-503 またはイメージコントローラ IC-206 が装着
されている必要があります。

11.2 PageScope Web Connection とは
PageScope Web Connection は、本機のプリンターコントロー
ラー部分に内蔵されているデバイス管理用のユーティリティです。この
ユーティリティは、Web ブラウザーを通して、本機を遠隔管理するた
めのインターフェースとして使用することができます。

HTTPサーバ

アクセス
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PageScope Web Connection を使って、例えば、次のようなこと
ができます。

� 設定を変更する
宛先のダイアルを登録する

プリンターの設定を変更する（IC-206 装着時）

ネットワークの設定を変更する

� 状態をリモート管理する
本機のトレイ情報、消耗品情報、トータルカウンタ情報を確認
する

プリントジョブを確認する（管理者モードでは削除可能）

� メンテナンス
ネットワークカード、イメージコントローラーをリセットする

イメージコントローラーを初期化する
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11.3 動作環境

�
ご注意）
PageScope Web Connection を使用するには、オプションの
ネットワークカードNC-503 またはイメージコントローラ IC-206
が装着されている必要があります。

ネットワーク Ethernet（TCP/IP）

オペレーティングシステム Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Server 2003

対応Web ブラウザー Microsoft Internet Explorer Ver.5.0 以降
Netscape Navigator Ver.4.73 以降
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11.4 アクセスのしかた
PageScope Web Connection へは、Web ブラウザーで直接アクセ
スできます。

1 Web ブラウザーを起動します。

2 URL フィールドに次のように本機の IP アドレスを入力して、
［Enter］キーを押します。

� http:// ＜本機の IP アドレス＞ /
（例）本機の IP アドレスが、192.168.1.20 の場合
http://192.168.1.20/

�
ご注意）
PageScope Web Connection にアクセスするには本機に IP ア
ドレスが割り当てられている必要があります。
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11.5 画面の構成
PageScope Web Connection にアクセスすると、次の画面が表示
されます。

�
ご注意）
本書に掲載されている画面イメージは、実際のものと異なる場合が
あります。また、仕様などは予告なく変更される場合がありますの
でご了承ください。

画面の見かた
4321

5

6

7

No. 項目 説明

1 KONICA MINOLTA 
ロゴマーク

ロゴマークをクリックすると、以下のサイト（KONICA 
MINOLTA のサイト）へジャンプします。
http://konicaminolta.com

2 PageScope Web 
Connection ロゴ
マーク

ロゴマークをクリックすると、PageScope Web 
Connection のバージョンが表示されます。

3 ステータス表示 本機の状態がアイコンとメッセージで表示されます。

4 タブ 表示する項目のカテゴリを選択します。ユーザーモードで
は、以下のタブが表示されます。
･ システム
･ ジョブ
･ プリント
･ スキャン
･ ネットワーク
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�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。

�
メモ）
本機に装着されているオプションや本機の設定によって、
PageScope Web Connection の画面表示が異なります。

操作のしかた

PageScope Web Connection は、タブをクリックして機能のカテ
ゴリを選択し、さらにメニューをクリックして設定項目を表示させま
す。

内容を確認するだけの項目では、「情報、設定の表示」部分で内容を確
認します。

設定を変更できる項目の場合は、「情報、設定の表示」で設定を変更し
ます。

設定変更の基本操作は、各タブをクリックして各必要項目を設定し、
［適用］をクリックします。変更方法は項目により異なる場合がありま
すので、詳しくは各項目の説明ページをごらんください。

また、PageScope Web Connection は、インターネットのWeb 
ページと同様に操作することができます。Web ページのリンクをク
リックしてリンク先へジャンプしたり、ツールバーの［戻る］または
［進む］をクリックして表示を前後させることができます。

Web ブラウザーのキャッシュ機能について

Web ブラウザーにキャッシュ機能があるため、PageScope Web 
Connection で画面を表示しても最新の情報が表示されない場合があ
ります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起こる場合があ
ります。

PageScope Web Connection 使用時は、Web ブラウザーでキャッ
シュ機能を無効にしてください。

5 メニュー 選択されたタブにおける情報および設定が表示されます。
タブの選択により、ここに表示されるメニューが異なりま
す。

6 情報、設定の表示 メニューで選択されている項目の内容が表示されます。

7 管理者パスワード パスワードを入力すると、管理者モードにログインできま
す。

No. 項目 説明
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�
ご注意）
Web ブラウザーのバージョンによっては、メニューや項目名が異
なる場合があります。詳しくは、Web ブラウザーのヘルプをごら
んください。

キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイ
ムアウトになったあと、再度アクセスしてもタイムアウト表示にな
ることがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ
操作できなくなるため、主電源の再投入が必要になります。このよ
うな問題を避けるために、キャッシュ機能を無効にしてください。

Internet Explorer の場合：

1「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択しま
す。

2「全般」タブで「インターネット一時ファイル」の［設定］をクリッ
クします。

3「ページを表示するごとに確認する」を選択し、［OK］をクリック
します。

Netscape Navigator の場合：

1「編集」メニューから「設定」を選択します。

2 左側の「カテゴリ」で「詳細」－「キャッシュ」を選択します。

3「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較：」で
「ページにアクセスするたび」を選択します。
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11.6 管理者モードへのログイン方法
PageScope Web Connection 内の設定項目の中には、管理者のみ
が行うべきものがあります。それら設定項目は、管理者モードにログイ
ンするまで表示されません。

管理者モードへのログイン方法

1 画面の左側にある、「パスワード」ボックスに、管理者のパスワード
を入力します。
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2［ログイン］をクリックします。

管理者モードの画面に切替わります。
ログアウトする場合は、［ログアウト］をクリックします。

�
ご注意）
管理者モードへのログインパスワードの初期値は、「sysadm」で
す。
管理者パスワードは、変更してお使いいただくことを推奨します。

PageScope Web Connection で管理者モードによりログインし
ている間、本機を使用することはできません。
また本機が動作中の場合は、管理者モードでログインすることはで
きません。

管理者モードでログイン後、10 分間何も操作しない場合、自動的に
ログアウトされます。
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11.7 ユーザーモード
ユーザーレベルで確認、操作できる機能です。ここではユーザーモード
の各タブをクリックし、左側に表示されるメニューごとに使用方法を説
明します。

ユーザーモードの機能

5 つのタブ（システム、ジョブ、プリント、スキャン、ネットワーク）
が選択できます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。
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システムタブ－基本設定

本機のシステム構成と状態が表示されます。Web ブラウザーで
PageScope Web Connection にアクセスしたときに、最初に表示
されます。

システムタブ－プリンタの詳細－給紙トレイ

装着されているトレイ名と、各トレイの用紙サイズ、用紙種類、印刷の
向き、最大容量、状態が表示されます。
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�
メモ）
表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま
す。

システムタブ－プリンタの詳細－排紙トレイ

装着されている排紙トレイ名と、トレイの最大容量、状態が表示されま
す。

�
メモ）
表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま
す。
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システムタブ－プリンタの詳細－ROMバージョン

装着されているコントローラーと、コントローラーのROMバージョン
が表示されます。

システムタブ－プリンタの詳細－インターフェース情報

装着されているインターフェースと、インターフェースの各情報が表示
されます。
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�
メモ）
表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま
す。

システムタブ－プリンタの詳細－消耗品

本機の消耗品情報が表示されます。

�
メモ）
表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま
す。
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システムタブ－メンテナンス－カウンタ

本機で管理されているカウンタを確認できます。

システムタブ－オンラインサポート

製品に関するサポート情報を確認できます。

管理者モードのシステムタブ－オンラインサポート画面で設定した各情
報が表示されます。
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ジョブタブ－プリントジョブ一覧

印刷ジョブについての詳細情報を確認できます。

�
ご注意）
表示される印刷ジョブは最大20 で、終了した印刷ジョブは自動的
に削除されます。

機密プリントに設定されているジョブは表示されません。

�
メモ）
ジョブ番号は、ジョブが本機に登録されたときに割振られるジョブ
番号が表示されます。

印刷ジョブを削除するには、管理者モードにログインする必要があ
ります。
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ジョブタブ－ファイルのダウンロード

指定したファイルを本機にダウンロードして印刷することができます。

1［参照］をクリックしてファイルを選択します。

2［送信］をクリックします。

ファイルが本機にダウンロードされ、印刷されます。

�
ご注意）
ファイルのダウンロードはイメージコントローラ IC-206 が装着さ
れているときのみ有効です。

�
メモ）
ファイル形式によって、印刷できないものがあります。印刷できる
ファイル形式は次の種類です。

PCL ／ Text（英文のみ）

上記以外のファイルをダウンロードすると、文字化けなどが発生し、
正しくプリントアウトされません。
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プリントタブ－設定－出力設定

プリンターの出力設定に関する設定値を確認できます。

各種設定が行われていない印刷ジョブが送られた場合は、この設定で印
刷されます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。

項目 内容

部数 設定されている印刷部数を表示します。

給紙方法 選択されている給紙トレイを表示します。

片面／両面 選択されている印刷方法を表示します。
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プリントタブ－設定－用紙サイズ設定

プリンターの出力用紙サイズに設定されている用紙サイズを確認できま
す。

各種設定が行われていない印刷ジョブが送られた場合は、この設定で印
刷されます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。
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プリントタブ－設定－プリンタ

プリンターのPCL機能に関する設定値を確認できます。

各種設定が行われていない印刷ジョブが送られた場合は、この設定で印
刷されます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。

項目 内容

用紙の向き 設定されている用紙の向きを表示します。

フォントサイズ 設定されているフォントサイズを表示します。

フォントピッチ 設定されているフォントピッチを表示します。

フォントNo. 設定されているフォント番号を表示します。

シンボルセット 選択されているシンボルセットを表示します。

ページ長 設定されているページ長を表示します。
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プリントタブ－テストプリント

次のテストページを印刷できます。

� コンフィグレーションページ
� PCL フォントリスト

1「プリント」タブの「テストプリント」メニューをクリックします。

2 印刷したいテストページを選択します。

3［プリント］をクリックします。

選択したテストページが印刷されます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。
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プリントタブ－フォントリスト

PCL フォントリストを確認できます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。
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スキャンタブ－ワンタッチダイアル設定

登録されているワンタッチダイアルを確認できます。

�
ご注意）
「ワンタッチダイアル設定」メニューは本機が 163f のときのみ表示
されます。
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スキャンタブ－短縮ダイアル設定

登録されている短縮ダイアルを確認できます。
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スキャンタブ－グループダイアル設定

登録されているグループダイアルを確認できます。

�
ご注意）
「グループダイアル設定」メニューは本機が 163f のときのみ表示さ
れます。
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ネットワークタブ－基本設定

ネットワークの基本設定を確認できます。
11-26 163/163f



PageScope Web Connection の使いかた 11
11.8 管理者モード
管理者レベルで確認、操作、設定変更できる機能です。ここでは管理者
モードの各タブをクリックし、左側に表示されるメニューごとに使用方
法を説明します。

管理者モードの機能

5 つのタブ（システム、ジョブ、プリント、スキャン、ネットワーク）
が選択できます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。
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システムタブ－基本設定

本機のシステム構成と状態が表示されます。
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システムタブ－プリンタの詳細

給紙トレイ、排紙トレイ、ROMバージョン、インターフェース情報、
消耗品の状態を確認できます。

表示内容はユーザーモードと同じです。

�
メモ）
表示される項目は、オプションの装着状態や設定によって異なりま
す。
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システムタブ－管理情報

PageScope Web Connection の管理情報を確認、変更できます。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

�
ご注意）
管理者パスワードを忘れると管理者モードへログインできなくなり
ますので、忘れないように注意してください。

�
メモ）
パスワードを変更するときは、「新パスワード」「新パスワードの再
入力」の両方に変更後のパスワードを入力します。

設定変更の途中で入力を取り消す場合は、［クリア］をクリックし入
力内容を削除します。

項目 内容

パスワードの変更 管理者画面へログインするパスワードを変更します。

画面更新間隔 PageScope Web Connection の画面更新間隔を設定します。

言語 PageScope Web Connection の表示言語を設定します。
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システムタブ－設定の保存

PageScope Web Connection の設定内容を保存、復元できます。

設定の保存

現在のPageScope Web Connection の設定内容を保存できます。

設定のバックアップに利用できます。

1 管理者モードの各タブの各メニューですべての項目を設定します。

2「システム」タブの「設定の保存」メニューをクリックします。

3［保存］をクリックします。

4 表示されるダイアログボックスで［保存］をクリックします。

5 保存先とファイル名を指定して保存します。

�
ご注意）
「ネットワーク」タブの「TCP/IP 情報」メニューの TCP/IP 情報の
項目（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、
ポート番号、DHCP）は保存されません。
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設定の復元

PageScope Web Connection の設定内容を「設定の保存」で保存
したファイルの内容に変更します。

1［参照］をクリックし、復元するファイルを指定します。

2［実行］をクリックします。

設定が指定したファイルの内容に変更されます。

�
ご注意）
現在のPageScope Web Connection の設定内容は失われます
ので注意してください。

「ネットワーク」タブの「TCP/IP 情報」メニューの TCP/IP 情報の
項目（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、
ポート番号、DHCP）は復元されません。

システムタブ－メンテナンス－NIC/ プリンタコントローラリセット

ネットワークカード、イメージコントローラーの再起動を行うことがで
きます。

1［リセット］をクリックします。
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2 確認画面が表示されたら、［はい］をクリックします。

リセットしない場合は、［いいえ］をクリックします。

�
ご注意）
リセットを行うと処理中のジョブは保存されません。

プリンターコントローラーのリセットはイメージコントローラ IC-
206 が装着されているときのみ有効です。

システムタブ－メンテナンス－初期化

ネットワークカード、イメージコントローラーのファームウェア更新や
初期値へ戻すことができます。

ファームウェアアップデイト

ネットワークカード、イメージコントローラーのファームウェアを更新
することができます。

更新用のファイルは担当のサービス実施店に問い合わせてください。

1［参照］をクリックし、更新するファイルを指定します。

2［送信］をクリックします。

ファームウェアが更新されます。
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�
ご注意）
現在のPageScope Web Connection の設定内容は失われます
ので注意してください。

イメージコントローラーのファームウェア更新はイメージコント
ローラ IC-206 が装着されているときのみ有効です。

初期値に戻す

ネットワークカード、イメージコントローラーを初期化することができ
ます。

1「プリンタコントローラ」または「NIC」の横の［実行］をクリック
します。

2 確認画面が表示されたら、［はい］をクリックします。

初期化しない場合は、［いいえ］をクリックします。

�
ご注意）
初期化を行うと処理中のジョブは保存されません。

現在のPageScope Web Connection の設定内容は失われます
ので注意してください。

プリンターコントローラーの初期化はイメージコントローラ IC-
206 が装着されているときのみ表示されます。
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システムタブ－メンテナンス－カウンタ

本機で管理されているカウンタを確認できます。

システムタブ－オンラインサポート

製品に関するサポート情報を設定できます。この内容はユーザーモード
の「システム」タブ －「オンラインサポート」で表示されます。
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項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

ジョブタブ－プリントジョブ一覧

印刷ジョブについて詳細情報の確認と削除ができます。

�
ご注意）
表示される印刷ジョブは最大20 で、終了した印刷ジョブは自動的
に削除されます。

機密プリントに設定されているジョブは表示されません。

項目 内容

問い合わせ先 問い合わせ先を設定します（半角 32 文字以内）。

問い合わせ先の電
話番号

問い合わせ先の電話番号を設定します（半角 32 文字以内）。

製品情報のURL
アドレス

製品情報のホームページURL を設定します（< > を除く半角 64 文
字以内）。

URLアドレス 製品元のホームページURL を設定します（< > を除く半角 64 文字
以内）。

消耗品の問い合わ
せ先

消耗品の問い合わせ先を設定します（半角 32 文字以内）。
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�
メモ）
ジョブ番号は、ジョブが本機に登録されたときに割振られるジョブ
番号が表示されます。

ジョブの削除

1 削除したい印刷ジョブを選択します。

2［ジョブの削除］をクリックします。

選択したジョブが削除されます。

プリントタブ－設定－出力設定

プリンターの出力設定に関する設定値を設定できます。

各種設定が行われていない印刷ジョブが送られた場合は、この設定で印
刷されます。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

項目 内容

部数 印刷部数を設定します。

給紙方法 給紙トレイを選択します。

片面／両面 印刷方法を選択します。
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�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。

�
メモ）
［初期値に戻す］をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。

プリントタブ－設定－用紙サイズ設定

プリンターの出力用紙サイズを設定できます。

各種設定が行われていない印刷ジョブが送られた場合は、この設定で印
刷されます。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。

項目 内容

用紙サイズ 用紙サイズを設定します。
11-38 163/163f



PageScope Web Connection の使いかた 11
�
メモ）
［初期値に戻す］をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。

プリントタブ－設定－プリンタ

プリンターのPCL機能に関する機能を設定できます。

各種設定が行われていない印刷ジョブが送られた場合は、この設定で印
刷されます。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。

項目 内容

用紙の向き 用紙の向きを設定します。

フォントサイズ フォントサイズを設定します。

フォントピッチ フォントピッチを設定します。

フォントNo. フォント番号を設定します。

シンボルセット シンボルセットを選択します。

ページ長 ページ長を設定します。
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�
メモ）
［初期値に戻す］をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。

プリントタブ－テストプリント

テストページを印刷できます。

表示内容とテストページの印刷操作はユーザーモードと同じです。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。
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プリントタブ－フォントリスト

PCL フォントリストを確認できます。

表示内容はユーザーモードと同じです。

�
ご注意）
「プリント」タブはイメージコントローラ IC-206 が装着されている
ときのみ表示されます。
163/163f 11-41



11 PageScope Web Connection の使いかた
スキャンタブ－ワンタッチダイアル設定

ワンタッチダイアルを確認、登録できます。

�
ご注意）
「ワンタッチダイアル設定」メニューは本機が 163f のときのみ表示
されます。

項目 内容

No. ワンタッチダイアルの番号が表示されます。（01 ～ 32）

漢字名 ワンタッチダイアルに設定されている相手先の漢字名が表示されま
す。操作パネルに表示される表示名です。

カナ名 ワンタッチダイアルに設定されている相手先のカナ名が表示されま
す。レポートのワンタッチダイアルリストで印刷される表示名です。

相手先アドレス ワンタッチダイアルに登録されている相手先が表示されます。
登録されている相手先の種類によって、ファクス番号またはメール
アドレスが表示されます。

一括送信 一括送信が設定されている場合の設定時刻が表示されます。

［削除］ ボタンをクリックすると、そのワンタッチダイアルが削除されます。
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�
メモ）
「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

ワンタッチダイアルの登録

ワンタッチダイアルには、ファクス送信先、メール送信先、グループダ
イアル LDAP検索によるメール送信先を登録できます。

1 新たに相手先を登録したいワンタッチダイアルの番号をクリックし
ます。

ワンタッチダイアル登録画面が表示されます。

2 ドロップダウンリストで登録する送信方法を選択し、［適用］をク
リックします。

� 「LDAP検索」を選択した場合は、手順3 に進みます。その他の
送信先を選択した場合は、手順 5に進みます。
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3 LDAPサーバーの検索項目の選択と、検索文字列を入力し、［適用］
をクリックします。

�
メモ）
LDAPサーバーの接続は、「ネットワーク」タブで設定してくだ
さい。

LDAP検索の検索文字列に入力する文字は、ネットワーク管理
者に問い合わせてください。

4 LDAPサーバーの検索結果から目的の相手先アドレスを確認し、
［選択］をクリックします。
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5 各項目を入力して、［適用］をクリックします。

� 入力項目は送信方法によって異なります。

画面例：ファクス送信先の場合

�
メモ）
登録済みのワンタッチダイアルの番号をクリックすると、内容を確
認、変更できます。

6 確認画面で［はい］をクリックします。

「ファクス」を選択した場合：

項目 内容

漢字名 相手先の名前を入力します。全角ひらがな、全角カタカナ、半角英
数、漢字が入力できます。操作パネルでの表示名になります。

カナ名 相手先の名前を入力します。半角カタカナ、数字、アルファベット
が入力できます。レポートのワンタッチダイアルリストで印刷され
る表示名になります。

ファクス番号 相手先のファクス番号を入力します（半角 30 文字以内）。

Fコード（SUB） Fコードの SUBアドレスを入力します（半角 20 文字以内）。

Fコードパスワー
ド（SID）

Fコードのパスワードを入力します（半角 20 文字以内）。

転送速度 転送速度を選択します。

一括送信タイム 一括送信を設定する場合の送信時刻を入力します。
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�
メモ）
「漢字名」に全角文字と半角文字を混ぜて入力すると、操作パネル上
でスペースが入って表示される場合があります。また、操作パネル
で表示できない文字は削除されます。

「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

「漢字名」が入力されている場合でも、操作パネルで電話帳検索する
場合は「カナ名」で検索されます。

「メール」、「LDAP検索」を選択した場合：

�
メモ）
インターネットファクス設定での設定は、インターネットファクス
送信手順にしたがって送信した場合に有効になります。Scan to E-
mail 送信手順にしたがって送信した場合には、反映されません。イ
ンターネットファクスについては、bizhub 163f のユーザーズガイ
ドをごらんください。

「漢字名」に全角文字と半角文字を混ぜて入力すると、操作パネル上
でスペースが入って表示される場合があります。また、操作パネル
で表示できない文字は削除されます。

「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

「漢字名」が入力されている場合でも、操作パネルで電話帳検索する
場合は「カナ名」で検索されます。

項目 内容

漢字名 相手先の名前を入力します。全角ひらがな、全角カタカナ、半角英
数、漢字が入力できます。操作パネルでの表示名になります。
「LDAP検索」で選択した場合は、入力済みです。

カナ名 相手先の名前を入力します。半角カタカナ、数字、アルファベット
が入力できます。レポートのワンタッチダイアルリストで印刷され
る表示名になります。

メールアドレス 相手先のメールアドレスを入力します（半角 64 文字以内）。
「LDAP検索」で選択した場合は、入力済みです。

基本モード／拡張
モード

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（基本
モード、拡張モード）を設定します。

最大送信サイズ 拡張モードで送信時の送信サイズの上限を設定します。

最大解像度 拡張モードで送信時の送信画質の上限を設定します。

符号化モード 拡張モードで送信するスキャンデータの圧縮符号化方式の上限値を
設定します。
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「グループダイアル」を選択した場合：

グループダイアルは、「スキャン」タブの「グループダイアル設定」と
同じ操作で登録できます。詳しくは「スキャンタブ－グループダイアル
設定」（p. 11-25）をごらんください。

スキャンタブ－短縮ダイアル設定

短縮ダイアルを確認、登録できます。

項目 内容

No. 短縮ダイアルの番号が表示されます。（001 ～ 240）

漢字名 短縮ダイアルに設定されている相手先の漢字名が表示されます。操
作パネルでの表示名になります。

カナ名 短縮ダイアルに設定されている相手先のカナ名が表示されます。レ
ポートの短縮ダイアルリストで印刷される表示名になります。

相手先アドレス 短縮ダイアルに登録されている相手先のアドレスが表示されます。
登録されている相手先の種類によって、ファクス番号またはメール
アドレスが表示されます。

［削除］ ボタンをクリックすると、その短縮ダイアルが削除されます。
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�
メモ）
「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

短縮ダイアルの登録

短縮ダイアルには、ファクス送信先、メール送信先、LDAP検索によ
るメール送信先、FTPサーバーアドレスを登録できます。

送信アドレスを登録する場合は001-240 に登録してください。FTP
サーバーアドレスを登録する場合は241-250に登録してください。

1 新たに相手先を登録したい短縮ダイアルの番号をクリックします。

� 登録番号 001-240（送信アドレス）を選択した場合は、手順2に
進みます。登録番号 241-250（FTPサーバーアドレス）を選択
した場合は手順 5に進みます。

短縮ダイアル登録画面が表示されます。

2 ドロップダウンリストで登録する送信方法を選択し、［適用］をク
リックします。

� 「LDAP検索」を選択した場合は、手順3に進みます。その他の
送信先を選択した場合は、手順 5に進みます。
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3 LDAPサーバーの検索項目の選択と、検索文字列を入力し、［適用］

をクリックします。

�
メモ）
LDAPサーバーの接続は、「ネットワーク」タブで設定してくだ
さい。

LDAP検索の検索文字列に入力する文字は、ネットワーク管理
者に問い合わせてください。

4 LDAPサーバーの検索結果から目的の相手先アドレスを確認し、
［選択］をクリックします。
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5 各項目を入力して、［適用］をクリックします。

� 入力項目は送信方法によって異なります。

画面例：メール送信先の場合

�
ご注意）
「ファクス」は本機が163f のときのみ選択できます。

�
メモ）
登録済みの短縮ダイアルの番号をクリックすると、内容を確認、変
更できます。

6 確認画面で［はい］をクリックします。

「ファクス」を選択した場合：

項目 内容

漢字名 相手先の名前を入力します。全角ひらがな、全角カタカナ、半角英
数、漢字が入力できます。操作パネルでの表示名になります。

カナ名 相手先の名前を入力します。半角カタカナ、数字、アルファベット
が入力できます。レポートの短縮ダイアルリストで印刷される表示
名になります。

ファクス番号 相手先のファクス番号を入力します（半角 30 文字以内）。
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�
メモ）
「漢字名」に全角文字と半角文字を混ぜて入力すると、操作パネル上
でスペースが入って表示される場合があります。また、操作パネル
で表示できない文字は削除されます。

「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

「漢字名」が入力されている場合でも、操作パネルで電話帳検索する
場合は「カナ名」で検索されます。

「メール」、「LDAP検索」を選択した場合：

�
ご注意）
「インターネットファクス設定」は本機が 163f のときのみ有効で
す。

Fコード（SUB） Fコードの SUBアドレスを入力します（半角 20 文字以内）。

Fコードパスワー
ド（SID）

Fコードのパスワードを入力します（半角 20 文字以内）。

転送速度 転送速度を選択します。

項目 内容

項目 内容

漢字名 相手先の名前を入力します。全角ひらがな、全角カタカナ、半角英
数、漢字が入力できます。操作パネルでの表示名になります。
「LDAP検索」で選択した場合は、入力済みです。

カナ名 相手先の名前を入力します。半角カタカナ、数字、アルファベット
が入力できます。レポートの短縮ダイアルリストで印刷される表示
名になります。

メールアドレス 相手先のメールアドレスを入力します（半角 64 文字以内）。
「LDAP検索」で選択した場合は、入力済みです。

基本モード／拡張
モード

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（基本
モード、拡張モード）を設定します。

最大送信サイズ 拡張モードで送信時の送信サイズの上限を設定します。

最大解像度 拡張モードで送信時の送信画質の上限を設定します。

符号化モード 拡張モードで送信するスキャンデータの圧縮符号化方式の上限値を
設定します。
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�
メモ）
インターネットファクス設定での設定は、インターネットファクス
送信手順にしたがって送信した場合に有効になります。Scan to E-
mail 送信手順にしたがって送信した場合には、反映されません。イ
ンターネットファクスについては、bizhub 163f のユーザーズガイ
ドをごらんください。

「漢字名」に全角文字と半角文字を混ぜて入力すると、操作パネル上
でスペースが入って表示される場合があります。また、操作パネル
で表示できない文字は削除されます。

「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

「漢字名」が入力されている場合でも、操作パネルで電話帳検索する
場合は「カナ名」で検索されます。

「FTPサーバーアドレス」を登録する場合：

項目 内容

漢字名 相手先の名前を入力します。全角ひらがな、全角カタカナ、半角英
数、漢字が入力できます。操作パネルでの表示名になります。

カナ名 相手先の名前を入力します。半角カタカナ、数字、アルファベット
が入力できます。レポートの短縮ダイアルリストで印刷される表示
名になります。

FTP サーバーアド
レス

スキャンデータを送信する FTP サイトのホスト名または IP アドレ
スを設定します（半角 64 文字以内）。

ディレクトリ スキャンデータを保存する FTP サイトのディレクトリを設定します
（半角 128 文字以内）。

プロキシサーバを
使用する

プロキシサーバー経由で FTP サイトにアクセスする場合にチェック
します。

リモートポート番
号

プロキシサーバーを使用しない場合のリモートホストのポート番号
（1 ～ 65535）を設定します。通常、ポート番号 21 を使用します。

メール通知を行う スキャンデータを FTP サーバーにアップロードする際メールで通知
を行う場合にチェックします。

通知先アドレス メール通知を行う場合に送信先のメールアドレス（10 箇所まで）を
設定します（半角 64文字以内）。

Anonymous（匿
名）

送信先の FTP サイトが anonymous FTP サーバーの場合に選択し
ます。

プライベートサイ
ト

送信先の FTP サイトがユーザー認証を必要とする場合に選択し、次
の項目を設定します。
ユーザー名：FTP サイトへログインする際のユーザー名（半角 20 
文字以内）。
パスワード：FTP サイトへログインするユーザー名のパスワード
（半角 20 文字以内）。
パスワードの再入力：確認としてもう一度同じパスワードを入力し
ます。
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�
メモ）
「漢字名」に全角文字と半角文字を混ぜて入力すると、操作パネル上
でスペースが入って表示される場合があります。また、操作パネル
で表示できない文字は削除されます。

「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

「漢字名」が入力されている場合でも、操作パネルで電話帳検索する
場合は「カナ名」で検索されます。

スキャンタブ－グループダイアル設定

グループダイアルを確認、登録できます。

項目 内容

No. ワンタッチダイアルの番号が表示されます。（01 ～ 32）

漢字名 ワンタッチダイアルに設定されている相手先の漢字名が表示されま
す。操作パネルでの表示名になります。
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�
ご注意）
「グループダイアル設定」メニューは本機が 163f のときのみ表示さ
れます。

�
メモ）
「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

カナ名 ワンタッチダイアルに設定されている相手先のカナ名が表示されま
す。レポートのワンタッチダイアルリストで印刷される表示名にな
ります。

相手先アドレス ワンタッチダイアルに登録されている相手先が表示されます。
登録されている相手先の種類によって、ファクス番号またはメール
アドレスが表示されます。

［削除］ ボタンをクリックすると、そのワンタッチダイアルが削除されます。

項目 内容
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グループダイアルの登録

グループダイアルは、登録済みのワンタッチダイアルや短縮ダイアルか
ら複数の相手先をグループとして登録できます。

グループダイアルはワンタッチの1番号として登録されます。

1 新たに登録したいグループダイアルの番号をクリックします。

グループダイアル登録画面が表示されます。

2 グループダイアル名の漢字名とカナ名を入力します。

漢字名：
相手先の名前を入力します。全角ひらがな、全角カタカナ、半角英
数、漢字が入力できます。操作パネルでの表示名になります。
カナ名：
相手先の名前を入力します。半角カタカナ、数字、アルファベット
が入力できます。レポートのワンタッチダイアルリストで印刷され
る表示名になります。
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�
メモ）
「漢字名」に全角文字と半角文字を混ぜて入力すると、操作パネル上
でスペースが入って表示される場合があります。また、操作パネル
で表示できない文字は削除されます。

「漢字名」が入力されていない場合は、「カナ名」が操作パネルでの
表示名になります。

「漢字名」が入力されている場合でも、操作パネルで電話帳検索する
場合は「カナ名」で検索されます。

3 グループに登録する相手先（50 局まで）を、ワンタッチダイアルま
たは短縮ダイアルから選択します。

� 相手先を選択するには、リストの相手先の左側にあるチェック
ボックスをチェックします。

4［適用］をクリックします。

�
メモ）
FTP サーバーアドレスをグループ登録することはできません。

登録済みのグループダイアルの番号をクリックすると、内容を確認、
変更できます。

5 確認画面で［はい］をクリックします。
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スキャンタブ－ファクスの設定

ファクスのユーザー情報や送信条件などを確認、登録できます。
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項目 内容

発信元 発信元の名前を入力します。

ファクス番号 発信元のファクス番号を入力します。

読取り濃度 読取り濃度を選択します。

原稿画質 原稿画質を選択します。

優先送信モード 優先する送信モードを選択します。

ヘッダー ヘッダーのON/OFF を設定します。

メモリ受信モード メモリ受信モードのON/OFF を設定します。
メモリ受信モードをONにする場合は、受信の開始時間と終了時間、
パスワードを入力します。

自動受信モード 自動受信モードのON/OFF を設定します。

呼び出し回数 着信までの呼び出し回数を設定します。

フッタープリント フッタープリントのON/OFF を設定します。

縮小受信 大きなサイズの原稿を縮小して受信するかどうかを設定します。

受信データのプリ
ント

受信データの印刷タイミングを設定します。

転送モード 受信したファクス文書を転送するかどうかを選択します。
プリントのみ：転送しません。
転送のみ：受信したファクス文書を指定したファクス番号または
メールアドレスに転送します。
プリントと転送：受信したファクス文書を指定したファクス番号ま
たはメールアドレスに転送すると同時に、本機でプリントします。

転送先アドレス 「転送モード」で「転送のみ」または「プリントと転送」に設定して
いるときの転送先アドレス（ファクス番号またはメールアドレス）
を入力します。

基本モード／拡張
モード

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（基本
モード、拡張モード）を設定します。

最大送信サイズ 拡張モードで送信時の送信サイズの上限を設定します。

最大解像度 拡張モードで送信時の送信画質の上限を設定します。

符号化モード 拡張モードで送信するスキャンデータの圧縮符号化方式の上限値を
設定します。

閉域受信 クローズドネットワークを設定します。

転送受信 転送受信のON/OFF および転送受信番号を設定します。

トーン／パルス 通信回線のトーン／パルスを設定します。

モニター音量 モニター音量を設定します。

回線設定 公衆回線か構内回線かを設定します。構内回線の場合は外線発信番
号を入力します。

レポート設定 出力するレポートを設定します。

使用不可のトレイ 使用不可にするトレイを設定します。
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�
ご注意）
「ファクスの設定」メニューは本機が 163f のときのみ表示されま
す。

スキャンタブ－相手先リストのダウンロード／アップロード

登録したワンタッチダイアルや短縮ダイアルなどの設定内容を保存、復
元できます。

ダウンロード

登録したワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定内容を保存できま
す。

設定のバックアップに利用できます。

1 ダウンロードの［適用］をクリックします。

2 表示されるダイアログボックスで［保存］をクリックします。

3 保存先とファイル名を指定して保存します。
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アップロード

ワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定内容を「ダウンロード」で保
存したファイルの内容に変更します。

1［参照］をクリックし、アップロードするファイルを指定します。

2［適用］をクリックします。

ワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定が指定したファイルの内
容に変更されます。

�
ご注意）
現在のワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定内容は失われます
ので注意してください。

ネットワークタブ－基本設定

ネットワークの基本設定を確認できます。

表示内容はユーザーモードと同じです。
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ネットワークタブ－TCP/IP 情報

ネットワークのTCP/IP 情報を設定します。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

�
ご注意）
「ネットワーク」タブの設定を変更するときは、［適用］をクリック
して「更新完了」と表示された後に、「システム」タブの「メンテナ
ンス」メニューで「NIC/ プリンターコントローラーリセット」の
［リセット］をクリックしないと、設定変更が有効になりません。

項目 内容

IP アドレス 本機の IP アドレスを設定します。

サブネットマスク 接続するネットワークの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

接続するネットワークのデフォルトゲートウェイアドレスを設定し
ます。

ポート番号 RAW プリント時のポート番号を設定します。

DHCP（APIPA） DHCP サーバーまたはAPIPA（AutomaticPrivate IP 
Addressing）を使用して自動的に IP アドレスを割り当てる場合
は、この項目を選択します。

設定済み IP アド
レスを使用

固定 IP アドレスを使用する場合は、この項目を選択します。

SNMP SNMP の許可／無効を指定します。

SLP SLP の許可／無効を指定します。

LPD LPD の許可／無効を指定します。
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ネットワークタブ－NetWare 情報－NetWare 設定

ネットワークのNetWare 情報を設定します。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

項目 内容

フレームタイプ
（*）

フレームタイプを選択します。

プリントサーバ名 プリントサーバー名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < > ¦ + = ? . を除く
半角 63 文字以内）。

NDS コンテキス
トネーム

優先NDS コンテキスト名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < > ¦ + = ? を
除く半角 191 文字以内）。

パスワード プリントサーバーパスワードを入力します（半角 63 文字以内）。

パスワードの再入
力

ファイルサーバ Bindery の優先ファイルサーバー名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < > 
¦ + = ? . を除く半角 63 文字以内）。

NDS ツリー 優先NDS ツリー名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < > ¦ + = ? . を除く
半角 63 文字以内）。

キュースキャン間
隔（*）

プリントキューのスキャン間隔を入力します（入力範囲：1-65535 
秒）

モード（*） プリントサーバーの動作モードを「PServer」「Nprinter/
Rprinter」のどちらにするか選択します。

プリンターナン
バー

Nprinter/Rprinter のプリンター番号を入力します（入力範囲：0-
254）。
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�
ご注意）
「ネットワーク」タブの設定を変更するときは、［適用］をクリック
して「更新完了」と表示された後に、「システム」タブの「メンテナ
ンス」メニューで「NIC/ プリンタコントローラリセット」の［リ
セット］をクリックしないと、設定変更が有効になりません。

（*）印の設定を変更した場合は、本機の電源スイッチをオフ／オン
してください。

NetWare 情報は、NetWare のエミュレーションモード、サービス
モードにより設定する項目が次のように異なります。

コネクションモー
ド

NetWare のエミュレーションモードを設定します（「Directory 
Services（NDS）」、「Bindery」、「Directory Services/
Bindery」）。

項目 内容

サービスモード Nprinter PServer

エミュレーションモード NDS Bindery NDS Bindery

NetWare 設定 有効（チェックを付ける） 有効（チェックを付ける）

フレームタイプ 自動検出（ネットワーク環境
によってフレームタイプを選
択してください）

自動検出（ネットワーク環境
によってフレームタイプを選
択してください）

プリントサーバ名 NetWare サーバー側で設定
してあるプリントサーバー名

NetWare サーバー側で設定
してあるプリントサーバー名

NDS コンテキストネー
ム

PServer を
接続するコン
テキスト名

設定不要 PServer を
接続するコン
テキスト名

設定不要

パスワード NetWare サーバー側で設定
している場合のみ設定してく
ださい

NetWare サーバー側で設定
している場合のみ設定してく
ださいパスワードの再入力

ファイルサーバ 設定不要 PServer を
接続するファ
イルサーバー
名

設定不要 PServer を
接続するファ
イルサーバー
名

NDS ツリー PServer が
ログインする
ツリー名

設定不要 PServer が
ログインする
ツリー名

設定不要

キュースキャン間隔 1（必要に応じて変更してく
ださい）

1（必要に応じて変更してく
ださい）

モード Nprinter PServer

プリンターナンバー 1（設定に応じて変更してく
ださい）

1（設定に応じて変更してく
ださい）

コネクションモード Directory 
Services

Bindry Directory 
Services

Bindry
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ネットワークタブ－NetWare 情報－NetWare ステータス

NetWare 接続の状態（ステータス）として、「サーバ名」と「キュー
名」を表示します。
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ネットワークタブ－ IPP情報

IPP 印刷の設定をします。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

項目 内容

IPP を有効とする IPP 印刷の有効／無効を設定します。

プリンタ名 プリンター名を入力します（半角 127 文字以内）。

プリンタの設置場
所

プリンター設置場所（Printer Location）を入力します（半角 127 
文字以内）。

プリンタ情報の詳
細

プリンター情報を入力します（半角 127 文字以内）。

ドライバのインス
トーラのURL

プリンタードライバーの入手先URL アドレスを入力します（半角
127 文字以内）。

プリンタのメーカ
名とモデル名

プリンターのメーカー名とモデル名を入力します（半角 127 文字以
内）。

メーカの詳細なプ
リンタ情報

メーカーのプリンター情報を入力します（半角 127 文字以内）。
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�
ご注意）
「ネットワーク」タブの設定を変更するときは、［適用］をクリック
して「更新完了」と表示された後に、「システム」タブの「メンテナ
ンス」メニューで「NIC/ プリンターコントローラーリセット」の
［リセット］をクリックしないと、設定変更が有効になりません。

「サポートしているフォーマット」の「vnd.hp-pcl」はイメージコ
ントローラ IC-206 が装着されているときのみ利用できます。

サポートしている
IPPオペレーショ
ン

IPP でサポートするプリント操作を項目から指定します。

サポートしている
フォーマット

IPP でサポートするフォーマットを項目から指定します。

使用するフォー
マット

IPP で使用するフォーマットを選択します。

管理者からのメッ
セージ

管理者からのメッセージを入力します（半角 127 文字以内）。

job-k-octets-
supported

表示のみの項目です。

項目 内容
11-66 163/163f



PageScope Web Connection の使いかた 11

ネットワークタブ－SMTPと POP3情報

メール送受信のSMTPと POP3情報を設定します。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

項目 内容

POP before 
SMTPを有効とす
る

POP Before SMTP の使用する／しないを選択します。POP 
Before SMTP によるユーザー認証を行うにはPOP によるメール
サーバーへのアクセスが正しく行われるように設定する必要があり
ます。

SMTP サーバアド
レス

SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を設定します（半角
64 文字以内）。

メールのタイトル スキャンデータをメールに添付して送信する場合の、デフォルトの
件名（Subject）を設定します（半角 20 文字以内）。

送信者名 スキャンデータをメールに添付して送信する場合の、送信者名を設
定します（半角 20文字以内）。

メールアドレス 送信元メールアドレスを設定します（半角 64 文字以内）。
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�
ご注意）
「インターネットファクス設定」の各項目と「自動受信モード」、
「データ取得間隔」、「エラー通知アドレス」、「ヘッダープリント」は
本機が163f のときのみ表示されます。

「ネットワーク」タブの設定を変更するときは、［適用］をクリック
して「更新完了」と表示された後に、「システム」タブの「メンテナ
ンス」メニューで「NIC/ プリンターコントローラーリセット」の
［リセット］をクリックしないと、設定変更が有効になりません。

ポート番号 SMTP サーバーのポート番号を設定します。通常、ポート番号 25 
を使用します（1 ～ 65535）。

SMTP サーバタイ
ムアウト

SMTP サーバーとの通信タイムアウトを設定します（30秒～ 300 
秒）。

メール本文挿入 メール本文を挿入する場合に設定します。

基本モード／拡張
モード

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（基本
モード、拡張モード）を設定します。

最大送信サイズ 拡張モードで送信時の送信サイズの上限を設定します。

最大解像度 拡張モードで送信時の送信画質の上限を設定します。

符号化モード 拡張モードで送信するスキャンデータの圧縮符号化方式の上限値を
設定します。

POP3 サーバアド
レス

POP3 サーバーの IP アドレスまたはホスト名を設定します（半角
64 文字以内）。

アカウント POP3 サーバーへログインする際のアカウント名を設定します（半
角 64 文字以内）。

パスワード POP3 サーバーへログインする際のパスワードを設定します（半角
32 文字以内）。

自動受信モード 自動受信機能を使用するかしないかを設定します。

データ取得間隔 自動受信機能使用時にメールを確認する間隔を設定します（1 分～ 
60 分）。

エラー通知アドレ
ス

エラーメッセージの返信先メールアドレスを設定します。エラーが
発生した場合、ここで設定したメールアドレスにエラーメッセージ
が返信されます。通常は、管理者のメールアドレスを入力します
（半角 64 文字以内）。

ポート番号 POP3 サーバーのポート番号を設定します。通常、ポート番号 110 
を使用します。（1～ 65535）

POP3 サーバタイ
ムアウト

POP3 サーバーとの接続をタイムアウトするまでの時間を設定しま
す（30 秒～ 300 秒）。

ヘッダープリント ヘッダープリント（タイトル、送信者の印刷）のON/OFF を設定し
ます。

項目 内容
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ネットワークタブ－ FTPとDNS情報

FTPプロキシサーバー情報とDNS情報を設定します。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

�
ご注意）
「ネットワーク」タブの設定を変更するときは、［適用］をクリック
して「更新完了」と表示された後に、「システム」タブの「メンテナ
ンス」メニューで「NIC/ プリンターコントローラーリセット」の
［リセット］をクリックしないと、設定変更が有効になりません。

項目 内容

FTP プロキシサー
バアドレス

プロキシサーバーを使用して FTP サイトにアクセスする場合、プロ
キシサーバーの IP アドレスを設定します。

プロキシポート番
号

プロキシサーバーのポート番号を設定します（1 ～ 65535）。

FTP サーバタイム
アウト

FTP サーバーとの接続をタイムアウトするまでの時間を設定します
（5 秒～ 300 秒）。

DNS サーバを有
効とする

DNS を使用する場合にチェックします。

DNS サーバアド
レス

上の「DNS サーバを有効とする」をチェックしたときは、DNS 
サーバの IP アドレスを設定します。
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ネットワークタブ－ LDAP情報

送信先の検索に LDAPサーバーを利用するときに LDAPサーバー情報
を設定します。

項目を設定して［適用］をクリックすると変更できます。

項目 内容

サーバアドレス LDAP サーバーアドレスを入力します（半角 64 文字以内）。

ポート番号 LDAP サーバーとの通信に使用するポート番号を入力します（入力
範囲：1-65535）。

SSLを有効とす
る

LDAP サーバーとの通信をSSL/TLS で行うかどうかを指定します。

検索ベース LDAP 検索をする検索開始点を入力します（半角 64文字以内）。

検索属性（操作パ
ネル用）

操作パネルで LDAP 検索を実行する属性を入力します（半角 32 文
字以内）。操作パネルからの検索は、登録されている半角文字（半角
カタカナ、数字、アルファベット）が対象になります。

検索属性（ウェブ
ツール用）

PageScope Web Connection で LDAP 検索を実行する属性を入
力します（半角 32 文字以内）。PageScope Web Connection か
らの検索は、登録されている全角 / 半角文字（全角ひらがな、全角
カタカナ、半角カタカナ、半角英数、漢字）が対象になります。

検索方法 LDAP検索を行う条件を設定します。検索ベースの項目について、
始まる / 含む / 終わるを選択します。

タイムアウト LDAP 検索のタイムアウトを入力します（5秒～ 300 秒）。

最大検索数 LDAP の検索結果として受け取る最大数を入力します（5～100件）。
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�
ご注意）
「ネットワーク」タブの設定を変更するときは、［適用］をクリック
して「更新完了」と表示された後に、「システム」タブの「メンテナ
ンス」メニューで「NIC/ プリンターコントローラーリセット」の
［リセット］をクリックしないと、設定変更が有効になりません。

�
メモ）
LDAPサーバーを利用したアドレス検索は、PageScope Web 
Connection の「スキャン」タブで利用できます。

「検索属性（操作パネル用）」、「検索属性（ウェブツール用）」で指定
する属性については、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

認証方式 LDAP の認証方式を選択します。認証方式の設定によって、入力必
要な項目が異なります。「anonymous」の場合、ドメイン名、ログ
イン名、パスワードは不要です。

LDAPアカウン
ト

認証方法で anonymous 以外を選択した場合に、LDAPアカウント
名を入力します（半角 255 文字以内）。

パスワード 認証方法で anonymous 以外を選択した場合に、パスワードを入力
します（半角 32 文字以内）。

ドメイン名 LDAPサーバへ接続する際のドメイン名を必要に応じて設定します
（半角 64 文字以内）。

項目 内容
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トラブルシューティング 12
12 トラブルシューティング
エラーメッセージが表示されたときや、さまざまなトラブルの処置のし
かたについて説明します。

12.1 主なメッセージと処置のしかた

メッセージ 原因 処置のしかた

通信エラーです
XXXX サーバ

本体内部でのトラブル、
ネットワークあるいはサー
バーの都合によりサーバー
との通信ができませんでし
た。

通信結果レポートを確認し
てください。
ネットワーク管理者に問い
合わせてください。

接続できません
XXXX サーバ

サーバーへ接続できません
でした。

イーサネットケーブルが正
しく接続されているか確認
してください。（p. 1-12）
「メール送信設定」、「メール
受信設定」、「ネットワーク
設定」メニューの機能設定
を確認してください。ネッ
トワーク管理者に問い合わ
せてください。

見つかりません
XXXX サーバ

DNS サーバーまたは
DHCP から IP アドレスを
取得できませんでした。

ネットワーク管理者に問い
合わせてください。

切断されました
XXXX サーバ

サーバーとの接続が切断さ
れました。

ネットワーク管理者に問い
合わせてください。

パスワードが違います
XXXX サーバ

パスワードが違うため、
サーバーにログインできま
せんでした。

POP3 サーバーについて
は、「メール受信設定」メ
ニューで機能設定を確認し
てください。ネットワーク
管理者に問い合わせてくだ
さい。

メモリ不足／送信取消 メール送信時に、画像デー
タがメモリオーバーをおこ
してしまいました。

メモリに保存されている送
信データを取り出してくだ
さい。

ファイルフルです メール送信時に、最大数の
メモリファイルを使用しま
した。

メモリに保存されている送
信データを取り出してくだ
さい。

サーバメモリ不足です
SMTP サーバ

メール送信時に、SMTP 
サーバーがメモリオーバー
をおこしてしまいました。

ネットワーク管理者に問い
合わせてください。

FTPサーバエラーです スキャンデータをアップ
ロード時、FTP サーバーに
正常にアップロードできま
せんでした。

ネットワーク管理者に問い
合わせてください。
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プリントエラーが起こったときは、アラームランプが点灯し、本機の
ディスプレイに「プリンタモード確認」と表示されます。その場合は
【プリンタ】キーを押してプリントモード画面にしてください。

以下の表では、プリントモード画面時に表示されるおもなエラーメッ
セージについて説明します。

エラーメッセージ 原因 処置のしかた

用紙サイズエラーです プリンタードライバーで設
定した用紙サイズが、給紙
トレイの用紙のサイズと異
なります。

サイズエラーをおこした給
紙トレイを引き出し、再度
もとに戻してください。フ
リーサイズ入力した用紙サ
イズを確認し、ユーティリ
ティモードでサイズを入力
しなおしてください。

最適用紙がありません プリンタードライバーの給
紙トレイの設定で「自動」
が選択されていますが、指
定したサイズの用紙がセッ
トされている給紙トレイが
ありません。

指定したサイズの用紙を給
紙トレイにセットしてくだ
さい。

用紙サイズが違います プリンタードライバーで指
定したサイズの用紙が、指
定された給紙トレイにセッ
トされていません。

ユーティリティモードで用
紙のサイズを変更してから、
給紙トレイに適切な用紙を
セットしてください。
マルチ手差し給紙ユニット
（オプション）を使用して印
刷する場合は、適切な用紙
をセットすると、印刷が開
始されます。

用紙切れです 指定された給紙トレイに用
紙がセットされていないか、
指定された給紙トレイが本
機に装着されていません。

指定した給紙トレイに指定
したサイズの用紙をセット
してください。

用紙種類が違います プリンタードライバーで指
定した種類の用紙が、指定
された給紙トレイにセット
されていません。

給紙トレイに適切な用紙を
セットしてから、ユーティ
リティモードで用紙の種類
を変更してください。
マルチ手差し給紙ユニット
（オプション）を使用して印
刷する場合は、適切な用紙
をセットすると、印刷が開
始されます。

メモリ不足です コンピューターから受信し
た画像データがメモリオー
バーを起こしています。

いずれかのキーを押してく
ださい。
本機の電源をオフにし、再
度オンにしてください。

機密プリント機能は使用出
来ません

メモリが拡張されていない
ため、機密プリント機能が
使用できません。

ジョブはキャンセルされま
す。

確認してください
パスワード

機密プリントのパスワード
が違い、印刷できません。

正しいパスワードを入力し
てください。
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12.2 故障かな？と思ったら

ネットワークプリント

ネットワークプリントができない場合、以下の点をチェックしてくださ
い。

Scan to E-mail

チェックポイント 考えられる原因 処置

1 プリントジョブは本機
まで到着しています
か？

はい 本機側のエラー
（用紙切れ、トナーな
ど）

本機の状態を確認し、
エラーを修正する

いいえ データが届いていない 2へ

2 コンピューターからコ
ントローラへのPing
に対する応答はありま
すか？

はい 印刷先ポート設定が間
違っている

正しいポートを設定す
る

コンピューターの一時
的な動作異常

コンピューターを再起
動する

ドライバーが正常にイ
ンストールできていな
い

ドライバーを手順に
従って正しくアンイン
ストールし、再度イン
ストールする

いいえ 本機の一時的な動作異
常

本機を再起動する

ネットワークケーブル
の外れ、中継デバイス
不良

ケーブル差し込み直し、
中継デバイスの再起
動・交換

IP アドレス・サブネッ
トマスク設定間違い

正しい IP アドレス・サ
ブネットマスクを設定
する

こんなときは 原因 処置のしかた 参照ページ

送信できない 接続が正しく行われてい
ません。

ハブのランプ表示を確認
し、接続状態を確認して
ください。

―

装置に必要な設定が登録
されていません。

必要なネットワーク設定
を行ってください。

p. 7-1

LAN ケーブルが断線し
ています。

LAN ケーブルを交換し
てください。

―
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PageScope Web Connection

送信できるが相手端
末やコンピューター
に画像が出力できな
い

相手端末に、送信した画
像を処理する能力があり
ません。

相手端末でサポートされ
ているサイズ、画質、圧
縮符号化方式を設定して
送信しなおしてくださ
い。

p. 9-10
p. 9-20

テキスト挿入しないで文
書を送信しています。

メールソフトによっては
テキストのない添付ファ
イルだけのメールを受信
した場合に、添付ファイ
ルが見えなくなることが
あります。この場合に送
信文書にテキスト挿入す
るように設定して送信し
なおしてください。

p. 7-28

こんなときは 原因 処置のしかた 参照ページ

こんなときは 原因 処置のしかた 参照ページ

PageScope Web 
Connection に接
続できない

装置本機に IP アドレス
を設定していません。

IP アドレスを設定してく
ださい。

p. 7-10

ブラウザのURL 設定に
誤りがあります。

装置に設定した IP アド
レスをURL に入力して
ください。

p. 11-4

ブラウザ側の設定に誤り
があります。

ネットワーク構成によっ
ては、装置本機にアクセ
スするのに接続のための
設定が必要です。詳しく
はネットワーク管理者に
ご確認ください。

ブラウザでプロキシ設定
をしていて、プロキシ
サーバーから本機の IP 
アドレスが認識できない
場合は、PageScope 
Web Connection 画面
が表示できません。

ブラウザのプロキシ設定
で、プロキシサーバーを
使用しない例外の欄に本
機の IP アドレスを追加
してください。

―

LAN ケーブルが断線し
ています。

LAN ケーブルを交換し
てください。

―

画面が乱れる ブラウザのサイズが小さ
くなっています。

ブラウザのサイズを大き
くしてください。

―

フォントサイズが適切で
はありません。

コンピューターのフォン
トサイズ、および、ブラ
ウザのフォントサイズを
適切に設定してくださ
い。

―

画面内に半角「・」
が表示される

ブラウザによっては、こ
のような表示となる場合
があります。

― ―
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画面内に削除した文
字の一部が残る

ブラウザによる動作が違
います。

ブラウザの表示の更新、
または、再読込みを行っ
てください。

―

入力・表示エリアの
桁数と登録可能な文
字数が異なる

ブラウザによっては、入
力エリア内でスクロール
します。そうでない場合
でも表示上の問題で、実
際の登録操作には影響あ
りません。

― ―

登録・表示できない
文字がある

OS によっては、登録・
表示できない文字があり
ます。（半角カナなど）

― ―

スペース文字が登
録・表示できない

言葉の末尾に入力された
スペースは無効となる場
合があります。

― ―

登録エラー時に入力
データがクリアされ
てしまう

ブラウザによっては、パ
スワードなど「＊」で表
示される項目がクリアさ
れることがあります。

― ―

こんなときは 原因 処置のしかた 参照ページ
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12.3 エラー発生時のプリントデータ
エラーが起こったときのプリントデータの処理方法は、エラーの種類に

よって異なります。

「マシントラブル」エラーの場合

このエラーは、動作に関して重大な問題が起きたことを示します。ディ
スプレイにこのエラーメッセージが表示されているときは、本機はプリ
ントデータを全く受信できません。担当のサービス実施店へ連絡してく
ださい。

一時的なエラー

以下のように容易に修復可能なエラーが起きたときは、現在メモリ内に
あるプリントデータは保持されたままになります。エラーが起こった状
態を修復すれば、すぐに自動的にプリントが再開されます。

� 用紙が詰まりました
� 用紙サイズが違います
� 用紙サイズエラーです
� 前扉が開いています
� 右扉が開いています
� 両面扉が開いています
� 最適用紙がありません
� 用紙切れです
� 用紙種類が違います

�
ご注意）
上記のいずれかのエラーが起きたときに、メモリ内のプリントジョ
ブをキャンセルすることができます。詳しくは、「プリントジョブの
キャンセル」（p. 5-2）をごらんください。
12-6 163/163f



付録 13
13 付録

13.1 おもな製品仕様

プリント

*1 以下のプリント条件でのプリント速度となります。

� トレイ 1 から給紙

*2 AutoIP 機能（APIPA: Automatic Private IP Addressing）とは
ネットワークカードに、169.254 で始まる IP アドレスと
255.255.0.0 のサブネットマスクを自動的に割り当てる機能です。同
じネットワーク上にAutoIP 機能によって IP アドレス／サブネットマ
スクを割り当てられたネットワーク機器が存在する場合、それらのネッ
トワーク機器同士は通信可能となります。

プリント速度 *1 16枚／分（A4v、600 × 600 dpi）
13 枚／分（A4v、1200 × 600 dpi）

インターフェー
ス

Ethernet 10/100Base-T /TX（RJ-45）
USB Revision 2.0 準拠 *
*Windows 98 SE には対応していません。

TCP／ IP サー
ビス

ARP、BootP、DHCP、IPP、LPR/LPD、Raw 
Socket、HTTPd 1.1、SLP、AutoIP*2

NetWare サー
ビス

Bindery、NDS、Pserver mode、Nprinter 
mode、NDPS

Frame Type（802.3, 802.2, 802.3 SNAP、
Ethernet- Ⅱ、AutoDetect）

プリンター言語 PCL 5e、PCL6エミュレーション

フォント 欧文 53書体

ドライバー対応
OS

Windows Vista/Windows Server 2003/
Windows XP（SP2 以降）/Windows 2000
（SP4 以降）/Windows Me/Windows 98 SE/
Windows Vista x64 Edition/Windows Server 
2003 x64 Edition/Windows XP Professional 
x64 Edition/Windows ターミナルサーバー
（Windows 2000Server/Windows Server 
2003）
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Scan to E-mail ／ Scan to Server（FTP）

通信プロトコル メール送信：SMTP、TCP/IP
FTP送信：FTP、TCP/IP

解像度 150 × 150 dpi、300 × 300 dpi、600 × 600 dpi

データフォー
マット

メールフォーマット：MIME
添付ファイルフォーマット：TIFF、PDF

圧縮符号化方式 MH、MR、MMR
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